
学情センター２Ｆ企画展示 20120217

－新聞書評より－         　　　　　　展示期間：2012.2.17～3.7

書名 巻号次 配置場所 請求記号 掲載紙 *

和本のすすめ : 江戸を読み解くために / 中野三敏著. -- 岩波書店, 2011.10.
-- (岩波新書 ; 新赤版 1336).

 4F新書版 022.31//N39//6390 読売

語りえぬものを語る / 野矢茂樹著. -- 講談社, 2011.7.  3F開架新体系 104//N97//4320 毎日

江戸の思想史 : 人物・方法・連環 / 田尻祐一郎著. -- 中央公論新社,
2011.2. -- (中公新書 ; 2097).

 4F新書版 121.5//TA26//9797 毎日

「ある」の衝撃からはじまる / 神崎繁, 熊野純彦, 鈴木泉編. -- 講談社,
2011.10. -- (講談社選書メチエ ; 511 . 西洋哲学史 ; 1).

 3F開架新体系 130.2//SE19//6374 毎日

道徳・政治・文学論集 / ヒューム [著] ; 田中敏弘訳. -- 完訳版. -- 名古屋大
学出版会, 2011.7.

 3F開架新体系 133.3//H98//4619 読売

正義論 / ジョン・ロールズ著 ; 川本隆史, 福間聡, 神島裕子訳. -- 改訂版. --
紀伊國屋書店, 2010.11.

 3F開架新体系 151//R18//7582 読売

ふしぎなキリスト教 / 橋爪大三郎, 大澤真幸著. -- 講談社, 2011.5. -- (講談
社現代新書 ; 2100).

 4F新書版 190//H38//5095 読売

江戸に学ぶエコ生活術 / アズビー・ブラウン著 ; 幾島幸子訳. -- 阪急コミュニ
ケーションズ, 2011.3.

 3F開架新体系 210.5//B77//8451 毎日

帝都復興の時代 : 関東大震災以後 / 筒井清忠著. -- 中央公論新社,
2011.11. -- (中公選書 ; 003).

 3F開架新体系 210.69//TS93//7308 毎日

房総の縄文大貝塚 : 西広貝塚 / 忍澤成視著. -- 新泉社, 2011.10. -- (シ
リーズ「遺跡を学ぶ」 ; 080).

 3F開架新体系 213.5//O78//6623 毎日

信州の縄文早期の世界 : 栃原岩陰遺跡 / 藤森英二著. -- 新泉社, 2011.8. -
- (シリーズ「遺跡を学ぶ」 ; 078).

  3F開架新体系 215.2//F62//5508 毎日

よみがえる大王墓 : 今城塚古墳 / 森田克行著. -- 新泉社, 2011.8. -- (シリー
ズ「遺跡を学ぶ」 ; 077).

 3F開架新体系 216.3//MO66//5506 毎日

葛城の王都 : 南郷遺跡群 / 坂靖, 青柳泰介著. -- 新泉社, 2011.10. -- (シ
リーズ「遺跡を学ぶ」 ; 079).

 3F開架新体系 216.5//B17//6622 毎日

遠の朝廷 : 大宰府 / 杉原敏之著. -- 新泉社, 2011.8. -- (シリーズ「遺跡を学
ぶ」 ; 076).

 3F開架新体系 219.1//SU34//5507 毎日

史記列伝抄 / [司馬遷著] ; 宮崎市定訳 ; 礪波護編. -- 国書刊行会, 2011.3.  3F開架新体系 222.01//MI88//1131 毎日

イスラームから見た「世界史」 / タミム・アンサーリー著 ; 小沢千重子訳. -- 紀
伊國屋書店, 2011.9.

 3F開架新体系 227//A49//5631 朝日

レーニンの墓 : ソ連帝国最期の日々 / デイヴィッド・レムニック著 ; 三浦元博
訳. -- 上, 下. -- 白水社, 2011.2.

上 3F開架新体系 238.075//R26//9154 朝日

レーニンの墓 : ソ連帝国最期の日々 / デイヴィッド・レムニック著 ; 三浦元博
訳. -- 上, 下. -- 白水社, 2011.2.

下 3F開架新体系 238.075//R26//9155 朝日

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 読売

聖武天皇 : 責めはわれ一人にあり / 森本公誠著. -- 講談社, 2010.10.  3F開架新体系 288.41//MO55//9122 毎日

歴史を信じて : 平和統一への道 / 金大中著 ; 波佐場清, 康宗憲訳. -- 岩波
書店, 2011.2. -- (金大中自伝 / 金大中著 ; 2).

 3F開架新体系 289//KI31//0256 朝日

死刑囚から大統領へ : 民主化への道 / 金大中著 ; 波佐場清, 康宗憲訳. --
岩波書店, 2011.1. -- (金大中自伝 / 金大中著 ; 1).

 3F開架新体系 289//KI31//9263 朝日

ザ・ラストバンカー : 西川善文回顧録 / 西川善文著. -- 講談社, 2011.10.  3F学生選書 289//N83//7906 朝日

風景という知 : 近代のパラダイムを超えて / オギュスタン・ベルク著 ; 木岡伸夫
訳. -- 世界思想社, 2011.4.

 3F開架新体系 290.13//B38//7255 毎日

疾走中国 : 変わりゆく都市と農村 / ピーター・ヘスラー著 ; 栗原泉訳. -- 白水
社, 2011.4.

 4F開架新体系 302.22//H53//1128 朝日

中東戦記 : ポスト9・11時代への政治的ガイド / ジル・ケぺル著 ; 池内恵訳. --
講談社, 2011.9. -- (講談社選書メチエ ; 508).

 4F開架新体系 302.27//KE55//5672 朝日

ディスコルシ : 「ローマ史」論 / ニッコロ・マキァヴェッリ著 ; 永井三明訳. -- 筑
摩書房, 2011.3. -- (ちくま学芸文庫).

 4F文庫版 311.237//MA16//0366 毎日

中国共産党 : 支配者たちの秘密の世界 / リチャード・マグレガー著 ; 小谷まさ
代訳. -- 草思社, 2011.6.

 4F開架新体系 315.22//MA15//2991 毎日

記憶を和解のために : 第二世代に託されたホロコーストの遺産 / エヴァ・ホフ
マン [著] ; 早川敦子訳. -- みすず書房, 2011.8.

 4F開架新体系 316.88//H81//5462 朝日

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 読売

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 読売

評伝ジョージ・ケナン : 対ソ「封じ込め」の提唱者 / ジョン・ルカーチ著 ; 菅英
輝訳. -- 法政大学出版局, 2011.8.

 4F開架新体系 319.53//L96//5338 朝日

原子力をめぐる科学者の社会的責任 / 坂田昌一著 ; 樫本喜一編. -- 岩波書
店, 2011.10.

 4F開架新体系 319.8//SA37//6921 朝日、読売
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大停滞 / タイラー・コーエン著 ; 若田部昌澄解説 ; 池村千秋訳. -- NTT出版,
2011.9.

 4F開架新体系 330.4//C89//6280 日経

プレニテュード : 新しい「豊かさ」の経済学 / ジュリエット・B・ショア[著] ; 森岡
孝二監訳. -- 岩波書店, 2011.11, c2010.

 4F開架新体系 331//SC7//7752 毎日

シュンペーター伝 : 革新による経済発展の預言者の生涯 / トーマス K.マクロ
ウ著 ; 田村勝省訳. -- 一灯舎.

 4F開架新体系 331.72//MA13//3567 毎日

消費するアジア : 新興国市場の可能性と不安 / 大泉啓一郎著. -- 中央公論
新社, 2011.5. -- (中公新書 ; 2111).

 4F新書版 332.2//O35//2576 毎日

国家は破綻する : 金融危機の800年 / カーメン・M・ラインハート, ケネス・S・ロ
ゴフ著 ; 村井章子訳. -- 日経BP社.

 4F開架新体系 338.19//R25//6689 朝日、日経

国家対巨大銀行 : 金融の肥大化による新たな危機 / サイモン・ジョンソン,
ジェームズ・クワック著 ; 村井章子訳. -- ダイヤモンド社, 2011.1.

 4F開架新体系 338.253//J64//2827 日経

ポスト・マネタリズムの金融政策 / 翁邦雄著. -- 日本経済新聞出版社,
2011.6.

 4F開架新体系 338.3//O52//7811 日経

国家債務危機 : ソブリン・クライシスに、いかに対処すべきか? / ジャック・アタリ
著 ; 林昌宏訳. -- 作品社, 2011.1.

 4F開架新体系 347//A95//8853 日経

「就社」社会の誕生 : ホワイトカラーからブルーカラーへ / 菅山真次著. -- 名
古屋大学出版会, 2011.1.

 4F開架新体系 366.21//SU29//9272 日経

ツナミの小形而上学 / ジャン‐ピエール・デュピュイ [著] ; 嶋崎正樹訳. -- 岩
波書店, 2011.7.

 4F開架新体系 369.3//D97//4634 朝日

災害ユートピア : なぜそのとき特別な共同体が立ち上がるのか / レベッカ・ソ
ルニット著 ; 高月園子訳. -- 亜紀書房, 2010.12.

 4F開架新体系 369.3//SO34//3111 朝日

河北新報のいちばん長い日 : 震災下の地元紙 / 河北新報社著. -- 文藝春
秋, 2011.10.

 3F学生選書 369.31//KA19//7902 朝日

奇跡の災害ボランティア「石巻モデル」 / 中原一歩著. -- 朝日新聞出版,
2011.10. -- (朝日新書 ; 322).

 4F新書版 369.31//N33//6559 読売

津浪と村 / 山口弥一郎著 ; 石井正己, 川島秀一編. -- 三弥井書店, 2011.6.  4F開架新体系 369.31//Y24//8467 毎日、読売

「ボランティア」の誕生と終焉 : 「贈与のパラドックス」の知識社会学 / 仁平典宏
著. -- 名古屋大学出版会, 2011.2.

 4F開架新体系 369.7//N71//0616 朝日

大学教育について / J.S.ミル著 ; 竹内一誠訳. -- 岩波書店, 2011.7. -- (岩波
文庫 ; 白(34)-116-10).

 4F文庫版 377//MI27//4435 読売

大学とは何か / 吉見俊哉著. -- 岩波書店, 2011.7. -- (岩波新書 ; 新赤版
1318).

 4F新書版 377//Y91//4458 毎日

柳田国男と今和次郎 : 災害に向き合う民俗学 / 畑中章宏著. -- 平凡社,
2011.11. -- (平凡社新書 ; 615).

 4F新書版 380.1//H42//7778 読売

快楽の歴史 / アラン・コルバン [著] ; 尾河直哉訳. -- 藤原書店, 2011.10.  4F開架新体系 384.7//C88//6815 毎日

いざなぎ流の研究 : 歴史のなかのいざなぎ流太夫 / 小松和彦著. -- 角川学
芸出版.

 4F開架新体系 387//KO61//6243 毎日

アフガン諜報戦争 : CIAの見えざる闘い : ソ連侵攻から9.11前夜まで / ス
ティーブ・コール著 ; 木村一浩, 伊藤力司, 坂井定雄訳. -- 上, 下. -- 白水
社, 2011.9.

上 4F開架新体系 391.6//C84//5635 毎日

アフガン諜報戦争 : CIAの見えざる闘い : ソ連侵攻から9.11前夜まで / ス
ティーブ・コール著 ; 木村一浩, 伊藤力司, 坂井定雄訳. -- 上, 下. -- 白水
社, 2011.9.

下 4F開架新体系 391.6//C84//5636 毎日

科学コミュニケーション : 理科の「考え方」をひらく / 岸田一隆著. -- 平凡社,
2011.2. -- (平凡社新書 ; 573).

 4F新書版 407//KI57//0243 毎日

隠れていた宇宙 / ブライアン・グリーン著 ; 大田直子訳. -- 上, 下. -- 早川書
房, 2011.7.

下 3F開架新体系 443.9//G82//6778 毎日

隠れていた宇宙 / ブライアン・グリーン著 ; 大田直子訳. -- 上, 下. -- 早川書
房, 2011.7.

上 3F開架新体系 443.9//G82//6779 毎日

津波災害 : 減災社会を築く / 河田惠昭著. -- 岩波書店, 2010.12. -- (岩波
新書 ; 新赤版 1286).

 4F新書版 453.4//KA98//8261 毎日

かたち / フィリップ・ボール著 ; 林大訳. -- 早川書房, 2011.9. -- (自然が創り
出す美しいパターン).

 3F学生選書 463.7//B16//7951 朝日

自己変革するDNA / 太田邦史 [著]. -- みすず書房, 2011.1.  3F開架新体系 464.27//O81//9086 朝日

想像するちから : チンパンジーが教えてくれた人間の心 / 松沢哲郎著. -- 岩
波書店, 2011.2.

 3F開架新体系 489.97//MA93//0278 毎日

脳の風景 : 「かたち」を読む脳科学 / 藤田一郎著. -- 筑摩書房, 2011.9. --
(筑摩選書 ; 0024).

 3F開架新体系 491.371//F67//5990 読売

言葉と脳と心 : 失語症とは何か / 山鳥重著. -- 講談社, 2011.1. -- (講談社
現代新書 ; 2085).

 4F新書版 493.73//Y19//9274 読売

心のケア : 阪神・淡路大震災から東北へ / 加藤寛, 最相葉月著. -- 講談社,
2011.9. -- (講談社現代新書 ; 2121).

 4F新書版 493.74//KA86//6060 毎日

エネルギー論争の盲点 : 天然ガスと分散化が日本を救う / 石井彰著. -- NHK
出版, 2011.7. -- (NHK出版新書 ; 356).

 4F新書版 501.6//I75//8372 毎日

ヒロシマ、ナガサキ、フクシマ : 原子力を受け入れた日本 / 田口ランディ著. --
筑摩書房, 2011.9. -- (ちくまプリマー新書 ; 165).

 4F新書版 539//TA19//6054 読売
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原子力の社会史 : その日本的展開 / 吉岡斉著. -- 新版. -- 朝日新聞出版,
2011.10. -- (朝日選書 ; 883).

 3F開架新体系 539.09//Y92//6382 朝日

「フクシマ」論 : 原子力ムラはなぜ生まれたのか / 開沼博著. -- 青土社,
2011.6.

 3F開架新体系 543.5//KA21//3585
朝日、毎日、

日経

原発訴訟 / 海渡雄一著. -- 岩波書店, 2011.11. -- (岩波新書 ; 新赤版
1337).

 4F新書版 543.5//KA21//7334 毎日

災害論 : 安全性工学への疑問 / 加藤尚武著. -- 世界思想社, 2011.11. --
(世界思想社現代哲学叢書).

 3F開架新体系 543.5//KA86//7171 朝日

福島の原発事故をめぐって : いくつか学び考えたこと / 山本義隆 [著]. -- み
すず書房, 2011.8.

 3F開架新体系 543.5//Y31//5704 毎日、読売

フェイスブック若き天才の野望 : 5億人をつなぐソーシャルネットワークはこう生
まれた / デビッド・カークパトリック著 ; 滑川海彦, 高橋信夫訳. -- 日経BP社.

 3F開架新体系 547.4833//KI53//9334 朝日

筑豊炭坑絵巻 / 山本作兵衛著. -- 新装改訂版. -- 海鳥社, 2011.10.  3F開架新体系 L567.096//Y31//8242 朝日

牛の文化史 / フロリアン・ヴェルナー著 ; 臼井隆一郎訳. -- 東洋書林,
2011.8.

 4F開架新体系 645.3//W59//5630 毎日

究極のクロマグロ完全養殖物語 / 熊井英水著. -- 日本経済新聞出版社,
2011.7.

 4F開架新体系 666.63//KU33//8373 毎日

モノが語る日本対外交易史 : 七-一六世紀 / シャルロッテ・フォン・ヴェアシュ
ア [著] ; 河内春人訳. -- 藤原書店, 2011.7.

 4F開架新体系 678.21//V63//4531 毎日

異常な契約 : TPPの仮面を剥ぐ / ジェーン・ケルシー編著 ; 環太平洋経済問
題研究会, 農林中金総合研究所共訳. -- 農山漁村文化協会, 2011.6.

 4F開架新体系 678.3//KE33//8450 毎日

「なぜ?」から始める現代アート / 長谷川祐子著. -- NHK出版, 2011.11. --
(NHK出版新書 ; 364).

 4F新書版 702.07//H36//7360 読売

ふたつの故宮博物院 / 野嶋剛著. -- 新潮社, 2011.6. -- (新潮選書).  3F開架新体系 706.9//N93//3935 朝日、読売

江戸絵画の不都合な真実 / 狩野博幸著. -- 筑摩書房, 2010.10. -- (筑摩選
書 ; 0002).

 3F開架新体系 721.025//KA58//6664 毎日

バルテュス、自身を語る / バルテュス著 ; アラン・ヴィルコンドレ聞き手 ; 鳥取
絹子訳. -- 河出書房新社, 2011.2.

 3F開架新体系 723.35//B16//0102 朝日

漢文と東アジア : 訓読の文化圏 / 金文京著. -- 岩波書店, 2010.8. -- (岩波
新書 ; 新赤版 1262).

 4F新書版 811.25//KI41//5273 毎日

「ぐずぐず」の理由 / 鷲田清一著. -- 角川学芸出版. -- (角川選書 ; 494).  3F開架新体系 814//W42//5500 毎日、読売

詩という仕事について / J. L. ボルヘス著 ; 鼓直訳. -- 岩波書店, 2011.6. --
(岩波文庫 ; 赤(32)-792-5).

 4F文庫版 901.1//B65//3342 毎日

作品は「作者」を語る : アラビアン・ナイトから丸谷才一まで / ソーントン不破直
子, 内山加奈枝編著. -- 春風社, 2011.10. -- (日本女子大学叢書 ; 12).

 3F開架新体系 901.3//TH8//8448 毎日

世界文学とは何か? / デイヴィッド・ダムロッシュ著 ; 秋草俊一郎 [ほか] 訳. --
国書刊行会, 2011.4.

 3F開架新体系 902//D34//2067 朝日、毎日

ロード・ジム / ジョゼフ・コンラッド著 ; 柴田元幸訳. -- 河出書房新社, 2011.3.
-- (世界文学全集 / 池澤夏樹編 ; 3-03).

 3F開架新体系 908//SE22//0594 毎日

真夜中の庭 : 物語にひそむ建築 / 植田実 [著]. -- みすず書房, 2011.6.  3F開架新体系 909.3//U32//3257 読売

文豪の翻訳力 : 近現代日本の作家翻訳 : 谷崎潤一郎から村上春樹まで / 井
上健著. -- 武田ランダムハウスジャパン, 2011.8.

 3F開架新体系 910.26//I57//5614 毎日

三角寛「サンカ小説」の誕生 / 今井照容著. -- 現代書館, 2011.10.  3F開架新体系 910.268//I43//6279 朝日

心づくしの日本語 : 和歌でよむ古代の思想 / ツベタナ・クリステワ著. -- 筑摩
書房, 2011.10. -- (ちくま新書 ; 929).

 4F新書版 911.104//KR5//6542 毎日

歌が権力の象徴になるとき : 屏風歌・障子歌の世界 / 渡邉裕美子著. -- 角川
学芸出版. -- (角川叢書 ; 50).

 3F開架新体系 911.13//W46//8928 毎日

菊田一夫の仕事 : 浅草・日比谷・宝塚 / 井上理恵著. -- 社会評論社,
2011.6.

 3F開架新体系 912.6//I57//7726 毎日

如何なる星の下に ; 乾燥地帯 / 高見順著. -- 筑摩書房, 1953. -- (現代日本
名作選).

 B3生活科学 913.6//T7/C1//1 毎日

3.11死に神に突き飛ばされる / 加藤典洋著. -- 岩波書店, 2011.11.  3F開架新体系 914.6//KA86//7748 読売

困ってるひと / 大野更紗著. -- ポプラ社, 2011.6.  3F開架新体系 916//O67//7461 朝日

福澤諭吉集 / [福澤諭吉著] ; 松沢弘陽校注. -- 岩波書店, 2011.2. -- (新日
本古典文学大系 ; 明治編 ; 10).

 3F開架新体系 918//SH64//0589 読売

田村隆一全集 / 田村隆一著. -- 1 - 6. -- 河出書房新社, 2010.10-. 1 3F開架新体系 918.68//TA82//0441 読売

田村隆一全集 / 田村隆一著. -- 1 - 6. -- 河出書房新社, 2010.10-. 2 3F開架新体系 918.68//TA82//0442 読売

田村隆一全集 / 田村隆一著. -- 1 - 6. -- 河出書房新社, 2010.10-. 3 3F開架新体系 918.68//TA82//0443 読売

田村隆一全集 / 田村隆一著. -- 1 - 6. -- 河出書房新社, 2010.10-. 4 3F開架新体系 918.68//TA82//0444 読売
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田村隆一全集 / 田村隆一著. -- 1 - 6. -- 河出書房新社, 2010.10-. 5 3F開架新体系 918.68//TA82//0445 読売

田村隆一全集 / 田村隆一著. -- 1 - 6. -- 河出書房新社, 2010.10-. 6 3F開架新体系 918.68//TA82//0446 読売

周作人伝 : ある知日派文人の精神史 / 劉岸偉著. -- ミネルヴァ書房,
2011.10. -- (人と文化の探究 ; 7).

 3F開架新体系 920.278//R98//8449 毎日

詩をどう読むか / テリー・イーグルトン[著] ; 川本皓嗣訳. -- 岩波書店,
2011.7.

 3F開架新体系 931//E11//4629 毎日

深読みシェイクスピア / 松岡和子著. -- 新潮社, 2011.2. -- (新潮選書).  3F開架新体系 932.5//MA86//0680 毎日

ナボコフ短篇全集 / ウラジーミル・ナボコフ著 ; 諌早勇一 [ほか] 訳. -- 1, 2. -
- 作品社, 2000.12-2001.7.

1 3F開架新体系 933.7//N11//0335 毎日

ナボコフ短篇全集 / ウラジーミル・ナボコフ著 ; 諌早勇一 [ほか] 訳. -- 1, 2. -
- 作品社, 2000.12-2001.7.

2 3F開架新体系 933.7//N11//4763 毎日

ストリンドベリ名作集 / ストリンドベリ[著] ; 毛利三彌[ほか]訳. -- 白水社, 1975.  B2中央旧 949.8//S1//17 毎日

ユダヤ人大虐殺の証人ヤン・カルスキ / ヤニック・エネル著 ; 飛幡祐規訳. --
河出書房新社, 2011.3.

 3F開架新体系 953.7//H11//0534 毎日

「夢」の幾何学 / 塚本昌則編訳. -- 筑摩書房, 2011.5. -- (ヴァレリー集成 ;
2).

 3F開架新体系 958.78//V23//3046 毎日

ドストエフスキー / 山城むつみ著. -- 講談社, 2010.11.  3F開架新体系 980.2//Y44//7961 毎日、読売

＊掲載紙
　　朝日新聞　「書評委員お薦め「今年の3点」」　2011年12月25日（朝刊）
　　毎日新聞　「2011年「この3冊」」　2011年12月11日(朝刊)、12月18日（朝刊）
　　読売新聞　「読書委員が選ぶ「2011年の3冊」3月11日の後で考えた」　2011年12月25日（朝刊）
　　日本経済新聞　「エコノミストが選ぶ経済図書ベスト10　世界経済の混迷 読み解く」　2011年12月25日（朝刊）


