
学情センター２Ｆ企画展示

　　　　文学賞文学賞文学賞文学賞 展示期間：2013.2.26～3.27

【【【【大宅壮一大宅壮一大宅壮一大宅壮一ノンフィクションノンフィクションノンフィクションノンフィクション賞賞賞賞】】】】
書名 巻 配置場所 請求記号

ナツコ : 沖縄密貿易の女王 / 奥野修司著. -- 文藝春秋, 2005.4. 3F開架新体系 289//O56//8232

旅する巨人 : 宮本常一と渋沢敬三 / 佐野真一著. -- 文芸春秋, 1996.11. 3F開架新体系 289//SA66//3265

エリザベート : ハプスブルク家最後の皇女 / 塚本哲也著. -- 文藝春秋, 1992.4. 7F新体系 289//TS54//7169

自壊する帝国 / 佐藤優著. -- 新潮社, 2006.5. 4F開架新体系 312.38//SA85//5573

日本の路地を旅する / 上原善広著. -- 文藝春秋, 2009.12. 4F開架新体系 361.86//U36//2611

ヤノマミ / 国分拓著. -- 日本放送出版協会, 2010.3. 4F開架新体系 382.62//KO45//0166

光の教会 : 安藤忠雄の現場 / 平松剛著 ; 石堂威編集. -- 建築資料研究社,
2000.12.

7F新体系 526.19//H65//3667

木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか / 増田俊也著. -- 新潮社, 2011.9. 3F開架新体系 789.2//MA66//8552

火花 : 北条民雄の生涯 / 高山文彦著. -- 飛鳥新社, 1999.8. 3F開架新体系 910.268//TA56//0548

ゆりかごの死 : 乳幼児突然死症候群「SIDS」の光と影 / 阿部寿美代著. -- 新潮
社, 1997.4.

3F開架新体系 916//A12//1373

コリアン世界の旅 / 野村進著. -- 講談社, 1996.12. 3F開架新体系 916//N95//4588

【【【【開高健開高健開高健開高健ノンフィクションノンフィクションノンフィクションノンフィクション賞賞賞賞】】】】
書名 巻 配置場所 請求記号

最後の冒険家 / 石川直樹著. -- 集英社, 2008.11. 3F開架新体系 289//I76//0345

インパラの朝 : ユーラシア・アフリカ大陸684日 / 中村安希著. -- 集英社, 3F開架新体系 292.09//N37//0328

空白の五マイル : チベット、世界最大のツアンポー峡谷に挑む / 角幡唯介著. -
- 集英社, 2010.11.

3F開架新体系 292.29//KA28//0327

虎山へ / 平岡泰博著. -- 集英社, 2003.11. 3F開架新体系 292.92//H67//0346

ウーマンアローン / 廣川まさき著. -- 集英社, 2004.11. 3F開架新体系 295.11//H71//0347

絵はがきにされた少年 / 藤原章生著. -- 集英社, 2005.11. 4F開架新体系 302.4//F68//0342

日本を捨てた男たち : フィリピンに生きる「困窮邦人」 / 水谷竹秀著. -- 集英社,
2011.11.

4F開架新体系 334.4248//MI97//8804

ねじれ : 医療の光と影を越えて / 志治美世子著. -- 集英社, 2008.5. 3F開架新体系 498.12//SH32//0344

エンジェルフライト : 国際霊柩送還士 / 佐々涼子著. -- 集英社, 2012.11. 4F開架新体系 673.93//SA71//0390

さよなら、サイレント・ネイビー : 地下鉄に乗った同級生 / 伊東乾著. -- 集英社,
2006.11.

3F開架新体系 916//I89//0343

【【【【講談社講談社講談社講談社ノンフィクションノンフィクションノンフィクションノンフィクション賞賞賞賞】】】】
書名 巻 配置場所 請求記号

覇者の誤算 : 日米コンピュータ戦争の40年 / 立石泰則著. -- 上, 下. -- 日本
経済新聞社, 1993.6.

上 3F開架新体系 007.3//TA94//2921

覇者の誤算 : 日米コンピュータ戦争の40年 / 立石泰則著. -- 上, 下. -- 日本
経済新聞社, 1993.6.

下 3F開架新体系 007.3//TA94//2922

野中広務 : 差別と権力 / 魚住昭著. -- 講談社, 2004.6. 3F開架新体系 289//U79//2018

あらかじめ裏切られた革命 / 岩上安身著. -- 講談社, 1996.6. 7F新体系 312.38//I93//5092

死刑の基準 : 「永山裁判」が遺したもの / 堀川惠子著. -- 日本評論社, 4F開架新体系 326.41//H89//5374

アメリカ国家反逆罪 / 下嶋哲朗著. -- 講談社, 1993.11. 4F開架新体系 334.453//SH52//7246

メディアの支配者 / 中川一徳著. -- 上, 下. -- 講談社, 2005.6. 上 4F開架新体系 335.5//N32//5838

メディアの支配者 / 中川一徳著. -- 上, 下. -- 講談社, 2005.6. 下 4F開架新体系 335.5//N32//8137

ネットと愛国 : 在特会の「闇」を追いかけて / 安田浩一著. -- 講談社, 2012.4. -
- (g2 book).

4F開架新体系 361.65//Y62//6268

カニは横に歩く : 自立障害者たちの半世紀 / 角岡伸彦著. -- 講談社, 2010.9. 4F開架新体系 369.27//KA14//6341

ドキュメント戦争広告代理店 : 情報操作とボスニア紛争 / 高木徹著. -- 講談社,
2002.6.

4F開架新体系 391.3//TA29//8168

トレイシー : 日本兵捕虜秘密尋問所 / 中田整一 [著]. -- 講談社, 2012.7. --
(講談社文庫 ; [な-86-2]).

4F文庫版 391.653//N43//7402

イサム・ノグチ : 宿命の越境者 / ドウス昌代著. -- 上, 下. -- 講談社, 2000.4. 上 3F開架新体系 712.53//D89//9322

イサム・ノグチ : 宿命の越境者 / ドウス昌代著. -- 上, 下. -- 講談社, 2000.4. 下 3F開架新体系 712.53//D89//9323

もの食う人びと / 辺見庸著. -- 共同通信社, 1994.6. 3F開架新体系 916//H52//4729

宿命 : 「よど号」亡命者たちの秘密工作 / 高沢皓司著. -- 新潮社, 1998.8. 3F開架新体系 916//TA57//7188
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【【【【サントリーサントリーサントリーサントリー学芸賞学芸賞学芸賞学芸賞　　　　政治政治政治政治　　　　経済経済経済経済】】】】
書名 巻 配置場所 請求記号

鮎川義介と経済的国際主義 : 満洲問題から戦後日米関係へ / 井口治夫著. --
名古屋大学出版会, 2012.2.

3F開架新体系 210.7//I24//5390

昭和天皇 : 「理性の君主」の孤独 / 古川隆久著. -- 中央公論新社, 2011.4. --
(中公新書 ; 2105).

4F新書版 288.41//F93//2039

伊藤博文 : 知の政治家 / 瀧井一博著. -- 中央公論新社, 2010.4. -- (中公新
書 ; 2051).

4F新書版 289//TA72//1090

中国返還後の香港 : 「小さな冷戦」と一国二制度の展開 / 倉田徹著. -- 名古屋
大学出版会, 2009.11.

4F開架新体系 302.2239//KU56//4969

江戸の知識から明治の政治へ / 松田宏一郎著. -- ぺりかん社, 2008.2. 4F開架新体系 311.21//MA74//1788

首相政治の制度分析 : 現代日本政治の権力基盤形成 / 待鳥聡史著 = The
Japanese premiership : an institutional analysis of the power relations /
Machidori Satoshi. -- 千倉書房, 2012.6. -- (叢書21世紀の国際環境と日本 ;

4F開架新体系 312.1//MA16//3853

現代アフリカの紛争と国家 : ポストコロニアル家産制国家とルワンダ・ジェノサイド
/ 武内進一著. -- 明石書店, 2009.2.

4F開架新体系 312.4//TA67//6050

日中国交正常化の政治史 / 井上正也著. -- 名古屋大学出版会, 2010.12. 4F開架新体系 319.1022//I57//8281

アダム・スミス : 『道徳感情論』と『国富論』の世界 / 堂目卓生著. -- 中央公論新
社, 2008.3. -- (中公新書 ; 1936).

4F新書版 331.42//D85//2952

宇宙開発と国際政治 / 鈴木一人著. -- 岩波書店, 2011.3. 3F開架新体系 538.9//SU96//0960

【【【【サントリーサントリーサントリーサントリー学芸賞学芸賞学芸賞学芸賞　　　　芸術芸術芸術芸術　　　　文学部門文学部門文学部門文学部門】】】】
書名 巻 配置場所 請求記号

オリエンタリストの憂鬱 : 植民地主義時代のフランス東洋学者とアンコール遺跡の
考古学 / 藤原貞朗著. -- めこん, 2008.11.

3F開架新体系 223.5//F56//3017

近代都市パリの誕生 : 鉄道・メトロ時代の熱狂 / 北河大次郎著. -- 河出書房新
社, 2010.6. -- (河出ブックス ; 017).

4F開架新体系 686.2353//KI63//3433

イメージの地層 : ルネサンスの図像文化における奇跡・分身・予言 = The strata
of images : miracle, substitute and prophecy in renaissance imagery / 水野千依
著. -- 名古屋大学出版会, 2011.9.

3F開架新体系 702.05//MI96//6310

俵屋宗達 : 琳派の祖の真実 / 古田亮著. -- 平凡社, 2010.4. -- (平凡社新書 ;
518).

4F新書版 721.5//F94//0848

藤田嗣治作品をひらく : 旅・手仕事・日本 / 林洋子著. -- 名古屋大学出版会,
2008.5.

3F開架新体系 723.1//H48//5248

国家と音楽 : 伊澤修二がめざした日本近代 / 奥中康人著. -- 春秋社, 2008.3. 3F開架新体系 762.1//O56//4483

中東欧音楽の回路 : ロマ・クレズマー・20世紀の前衛 / 伊東信宏著. -- 岩波書
店, 2009.3.

3F開架新体系 762.3//I89//6417

アメリカ音楽史 : ミンストレル・ショウ、ブルースからヒップホップまで / 大和田俊之
著. -- 講談社, 2011.4. -- (講談社選書メチエ ; 496).

3F開架新体系 762.53//O93//1138

創られた「日本の心」神話 : 「演歌」をめぐる戦後大衆音楽史 / 輪島裕介著. --
光文社, 2010.10. -- (光文社新書 ; 487).

4F新書版 767.8//W16//6750

「二重国籍」詩人野口米次郎 / 堀まどか著. -- 名古屋大学出版会, 2012.2. 3F開架新体系 911.52//H87//9577

【【【【サントリーサントリーサントリーサントリー学芸賞学芸賞学芸賞学芸賞　　　　思想思想思想思想　　　　歴史歴史歴史歴史】】】】
書名 巻 配置場所 請求記号

記号と再帰 : 記号論の形式・プログラムの必然 / 田中久美子著. -- 東京大学出
版会, 2010.6.

3F開架新体系 007.1//TA84//3808

ソフィストとは誰か? / 納富信留著. -- 人文書院, 2006.9. 3F開架新体系 131.2//N97//5222

列島創世記 : 旧石器・縄文・弥生・古墳時代 / 松木武彦著. -- 小学館,
2007.11. -- (日本の歴史 : 全集 ; 1).

3F開架新体系 210.1//N71//8691

トクヴィルの憂鬱 : フランス・ロマン主義と「世代」の誕生 / 高山裕二著. -- 白水
社, 2012.1.

4F開架新体系 311.235//TA56//4954

トクヴィル : 平等と不平等の理論家 / 宇野重規著. -- 講談社, 2007.6. -- (講談
社選書メチエ ; 389).

4F開架新体系 311.235//U77//4206

野蛮から秩序へ : インディアス問題とサラマンカ学派 / 松森奈津子著. -- 名古
屋大学出版会, 2009.5.

4F開架新体系 311.236//MA81//8800

イスラーム世界の論じ方 / 池内恵著. -- 中央公論新社, 2008.11. 4F開架新体系 312.27//I35//2258

「国家主権」という思想 : 国際立憲主義への軌跡 / 篠田英朗著. -- 勁草書房,
2012.5.

4F開架新体系 329.12//SH66//3781

東京裁判 / 日暮吉延著. -- 講談社, 2008.1. -- (講談社現代新書 ; 1924). 4F新書版 329.67//TA56//0727

科学アカデミーと「有用な科学」 : フォントネルの夢からコンドルセのユートピアへ
/ 隠岐さや香著. -- 名古屋大学出版会, 2011.2.

3F開架新体系 402.35//O51//0610
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【【【【サントリーサントリーサントリーサントリー学芸賞学芸賞学芸賞学芸賞　　　　社会社会社会社会　　　　風俗風俗風俗風俗】】】】
書名 巻 配置場所 請求記号

聖遺物崇敬の心性史 : 西洋中世の聖性と造形 / 秋山聰著. -- 講談社, 2009.6.
-- (講談社選書メチエ ; 441).

3F開架新体系 198.22//A38//9224

通天閣 : 新・日本資本主義発達史 / 酒井隆史著. -- 青土社, 2011.12. 3F開架新体系 216.3//SA29//7589

モスクワの孤独 : 「雪どけ」からプーチン時代のインテリゲンツィア / 米田綱路著.
-- 現代書館, 2010.3.

3F開架新体系 283.8//Y82//3568

北の無人駅から / 渡辺一史著 ; 並木博夫写真. -- 北海道新聞社, 2011.10. 4F開架新体系 302.11//W46//9581

アフター・アメリカ : ボストニアンの軌跡と「文化の政治学」 / 渡辺靖著. -- 慶應
義塾大学出版会, 2004.5.

4F開架新体系 361.8//W46//6045

色男の研究 / ヨコタ村上孝之著. -- 角川学芸出版. -- (角川選書 ; 406). 4F開架新体系 384.7//Y78//0082

生物と無生物のあいだ / 福岡伸一著. -- 講談社, 2007.5. -- (講談社現代新書
; 1891).

4F新書版 460.4//F82//3221

戦後日本のジャズ文化 : 映画・文学・アングラ / マイク・モラスキー著. -- 青土
社, 2005.8.

3F開架新体系 764.7//MO22//6276

『食道楽』の人村井弦斎 / 黒岩比佐子著. -- 岩波書店, 2004.6. 3F開架新体系 910.268//KU73//7156

荷風へ、ようこそ / 持田叙子著. -- 慶應義塾大学出版会, 2009.4. 3F開架新体系 910.268//MO12//7703

【【【【小学館小学館小学館小学館ノンフィクションノンフィクションノンフィクションノンフィクション賞賞賞賞】】】】
書名 巻 配置場所 請求記号

沖縄独立を夢見た伝説の女傑照屋敏子 / 高木凛著. -- 小学館, 2007.12. 3F開架新体系 289//TA29//8203

北緯43度の雪 : もうひとつの中国とオリンピック / 河野啓著. -- 小学館, 2012.1. 3F開架新体系 784.3//KO76//4016

絶対音感 = Absolute pitch / 最相葉月著. -- 小学館, 1998.3. 3F開架新体系 916//SA22//3598

【【【【講談社科学出版賞講談社科学出版賞講談社科学出版賞講談社科学出版賞】】】】
書名 巻 配置場所 請求記号

渋滞学 / 西成活裕著. -- 新潮社, 2006.9. -- (新潮選書). 3F開架新体系 410//N85//6032

ゼロからわかるブラックホール : 時空を歪める暗黒天体が吸い込み、輝き、噴出
するメカニズム / 大須賀健著. -- 講談社, 2011.6. -- (ブルーバックス ; B-

4F新書版 443.5//O79//3403

太陽の科学 : 磁場から宇宙の謎に迫る / 柴田一成著. -- 日本放送出版協会,
2010.1. -- (NHKブックス ; 1149).

3F開架新体系 444//SH18//6986

チェンジング・ブルー : 気候変動の謎に迫る / 大河内直彦著. -- 岩波書店,
2008.11.

3F開架新体系 451.85//O53//3229

ミトコンドリア・ミステリー : 驚くべき細胞小器官の働き / 林純一著. -- 講談社,
2002.11. -- (ブルーバックス ; B-1391).

4F新書版 463.3//H48//0342

時間の分子生物学 : 時計と睡眠の遺伝子 / 粂和彦著. -- 講談社, 2003.10. --
(講談社現代新書 ; 1689).

4F新書版 463.9//KU37//4733

ペンギンもクジラも秒速2メートルで泳ぐ : ハイテク海洋動物学への招待 / 佐藤
克文著. -- 光文社, 2007.8. -- (光文社新書 ; 315).

4F新書版 481.72//SA85//5682

冬眠の謎を解く / 近藤宣昭著. -- 岩波書店, 2010.4. -- (岩波新書 ; 新赤版
1244).

4F新書版 481.77//KO73//1089

性転換する魚たち : サンゴ礁の海から / 桑村哲生著. -- 岩波書店, 2004.9. --
(岩波新書 ; 新赤版 909).

4F新書版 487.51//KU96//0431

プリオン説はほんとうか? : タンパク質病原体説をめぐるミステリー / 福岡伸一著.
-- 講談社, 2005.11. -- (ブルーバックス ; B-1504).

4F新書版 493.8//F82//3374

【【【【小林秀雄賞小林秀雄賞小林秀雄賞小林秀雄賞】】】】
書名 巻 配置場所 請求記号

それでも、日本人は「戦争」を選んだ / 加藤陽子著. -- 朝日出版社, 2009.7. 3F開架新体系 210.6//KA86//1755

会社はこれからどうなるのか / 岩井克人著. -- 平凡社, 2003.2. 4F開架新体系 335.21//I93//9505

対称性人類学 / 中沢新一著. -- 講談社, 2004.2. -- (講談社選書メチエ ; 291 .
カイエ・ソバージュ / 中沢新一著 ; 5).

4F開架新体系 389//N46//1233

脳と仮想 / 茂木健一郎著. -- 新潮社, 2004.9. 3F開架新体系 491.371//MO16//3265

小澤征爾さんと、音楽について話をする / 小澤征爾, 村上春樹著. -- 新潮社,
2011.11.

3F開架新体系 760.4//O97//8488

日本語が亡びるとき : 英語の世紀の中で / 水村美苗著. -- 筑摩書房, 2008.10. 3F開架新体系 810.4//MI95//2218

文章読本さん江 / 斎藤美奈子著. -- 筑摩書房, 2002.2. 7F新体系 816//SA25//0072

文芸時評という感想 / 荒川洋治著. -- 四月社. 3F開架新体系 914.6//A63//5634
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【【【【石橋湛山賞石橋湛山賞石橋湛山賞石橋湛山賞】】】】
書名 巻 配置場所 請求記号

近代日本の分岐点 : 日露戦争から満州事変前夜まで / 深津真澄著. -- ロゴス,
2008.6.

3F開架新体系 210.6//F72//7538

戦後和解 : 日本は「過去」から解き放たれるのか / 小菅信子著. -- 中央公論新
社, 2005.7. -- (中公新書 ; 1804).

4F新書版 210.76//KO89//9776

日本国の原則 : 自由と民主主義を問い直す / 原田泰著. -- 日本経済新聞出版
社, 2007.4.

4F開架新体系 302.1//H32//2926

地域再生の経済学 : 豊かさを問い直す / 神野直彦著. -- 中央公論新社,
2002.9. -- (中公新書 ; 1657).

4F新書版 318.6//J52//8858

日中関係 : 戦後から新時代へ / 毛里和子著. -- 岩波書店, 2006.6. -- (岩波新
書 ; 新赤版 1021).

4F新書版 319.1022//MO45//1943

平和のリアリズム / 藤原帰一著. -- 岩波書店, 2004.8. 4F開架新体系 319.8//F68//9603

戦時下の経済学者 / 牧野邦昭著. -- 中央公論新社, 2010.6. -- (中公叢書). 4F開架新体系 332.106//MA35//3430

家計からみる日本経済 / 橘木俊詔著. -- 岩波書店, 2004.1. -- (岩波新書 ; 新
赤版 873).

4F新書版 332.107//TA13//7797

危機の経済政策 : なぜ起きたのか、何を学ぶのか / 若田部昌澄著. -- 日本評
論社, 2009.8.

4F開架新体系 333//W27//2564

原発危機の経済学 : 社会科学者として考えたこと / 齊藤誠著. -- 日本評論社,
2011.10.

3F開架新体系 543.5//SA25//8989

【【【【大平正芳記念賞大平正芳記念賞大平正芳記念賞大平正芳記念賞】】】】
書名 巻 配置場所 請求記号

軍政ビルマの権力構造 : ネー・ウィン体制下の国家と軍隊1962-1988 / 中西嘉
宏著. -- 京都大学学術出版会, 2009.6. -- (地域研究叢書 ; 20).

3F開架新体系 223.807//N38//0398

盗賊のインド史 : 帝国・国家・無法者 (アウトロー) / 竹中千春著. -- 有志舎,
2010.11.

3F開架新体系 225.05//TA64//8217

農村から都市へ : 1億3000万人の農民大移動 / 厳善平著. -- 岩波書店,
2009.7. -- (叢書中国的問題群 ; 7).

4F開架新体系 302.22//G34//0725

「民主政治」の自由と秩序 : マレーシア政治体制論の再構築 / 鈴木絢女著. --
京都大学学術出版会, 2010.3.

4F開架新体系 312.239//SU96//9708

スハルト体制のインドネシア : 個人支配の変容と一九九八年政変 / 増原綾子著.
-- 東京大学出版会, 2010.10.

4F開架新体系 312.24//MA66//8785

近代日本外交とアジア太平洋秩序 / 酒井一臣著. -- 昭和堂, 2009.3. 4F開架新体系 319.1//SA29//7427

歴史の桎梏を越えて : 20世紀日中関係への新視点 / 小林道彦, 中西寛編著. -
- 千倉書房, 2010.9.

4F開架新体系 319.1022//KO12//9301

アジア地域主義とアメリカ : ベトナム戦争期のアジア太平洋国際関係 / 曹良鉉
著. -- 東京大学出版会, 2009.2.

4F開架新体系 319.2053//C52//5555

中国農村社会と革命 : 井岡山の村落の歴史的変遷 / 鄭浩瀾著. -- 慶応義塾
大学出版会, 2009.9.

4F開架新体系 612.22//TE21//3806

【【【【大佛次郎論壇賞大佛次郎論壇賞大佛次郎論壇賞大佛次郎論壇賞】】】】
書名 巻 配置場所 請求記号

「民主」と「愛国」 : 戦後日本のナショナリズムと公共性 / 小熊英二著. -- 新曜社,
2002.10.

3F開架新体系 210.76//O26//0464

中村屋のボース : インド独立運動と近代日本のアジア主義 / 中島岳志著. -- 白
水社, 2005.4.

3F開架新体系 289//N34//7784

国民の天皇 : 戦後日本の民主主義と天皇制 / ケネス・ルオフ著 ; 木村剛久, 福
島睦男訳. -- 共同通信社, 2003.12.

4F開架新体系 313.61//R86//6932

参議院とは何か : 1947〜2010 / 竹中治堅著. -- 中央公論新社, 2010.5. -- (中
公叢書).

4F開架新体系 314.15//TA64//1710

日中国交正常化 : 田中角栄、大平正芳、官僚たちの挑戦 / 服部龍二著. -- 中
央公論新社, 2011.5. -- (中公新書 ; 2110).

4F新書版 319.1022//H44//2575

北方領土問題 : 4でも0でも、2でもなく / 岩下明裕著. -- 中央公論新社,
2005.12. -- (中公新書 ; 1825).

4F新書版 319.1038//I96//4408

文明史のなかの明治憲法 : この国のかたちと西洋体験 / 瀧井一博編. -- 講談
社, 2003.12. -- (講談社選書メチエ ; 286).

4F開架新体系 323.13//TA72//6854

平和構築と法の支配 : 国際平和活動の理論的・機能的分析 / 篠田英朗著. --
創文社, 2003.10.

4F開架新体系 329.5//SH66//7280

反貧困 : 「すべり台社会」からの脱出 / 湯浅誠著. -- 岩波書店, 2008.4. -- (岩
波新書 ; 新赤版 1124).

4F新書版 368.2//Y96//3300

多元化する「能力」と日本社会 : ハイパー・メリトクラシー化のなかで / 本田由紀
著. -- NTT出版, 2005.11. -- (日本の「現代」 / 猪木武徳 [ほか] 編集 ; 13).

4F開架新体系 371.3//H84//1847

原発のコスト : エネルギー転換への視点 / 大島堅一著. -- 岩波書店, 2011.12.
-- (岩波新書 ; 新赤版 1342).

4F新書版 539.091//O77//8358
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