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請求記号 書名 著者名 出版社 出版年
015//I55 図書館に訊け! 井上真琴 筑摩書房 2004.8
019//I95 岩波新書をよむ : ブックガイド+総目録 岩波書店編集部 岩波書店 1998.1
023//I95 岩波書店岩波茂雄 (出版人の遺文). 岩波茂雄 栗田書店 1968.6
023//Mo35//1 「教養」の誕生 (物語岩波書店百年史 ; 1). 紅野謙介 岩波書店 2013.9
023//Mo35//2 「教育」の時代 (物語岩波書店百年史 ; 2). 佐藤卓己 岩波書店 2013.1
023//Mo35//3 「戦後」から離れて (物語岩波書店百年史 ; 3). 苅部直 岩波書店 2013.1
023.067//I95 岩波書店と文芸春秋 : 『世界』・『文芸春秋』に見る戦後思潮 毎日新聞社 毎日新聞社 1996.8
025.9//I95 岩波文庫の80年 岩波文庫編集部 岩波書店 2007.2
025.9//I95//'27-2006 岩波文庫解説総目録 : 1927-2006 岩波文庫編集部 岩波書店 2007.9
133//Mi53 ニーチェ以後 : 思想史の呪縛を越えて 三島憲一 岩波書店 2011.3
141.6//Y31 人はなぜ騙すのか : 狡智の文化史 山本幸司 岩波書店 2012.2
146.13//W46 フロイトとベルクソン 渡辺哲夫 岩波書店 2012.6
201.1//H11 知の歴史学 イアン・ハッキング 岩波書店 2012.12
210.75//I25 ひめゆりの沖縄戦 : 一少女は嵐のなかを生きた 伊波園子 岩波書店 1992.6
289.1//N34 岩波茂雄 : リベラル・ナショナリストの肖像 中島岳志 岩波書店 2013.9
289.1//To19 岩波茂雄 : 低く暮らし、高く想ふ 十重田裕一 ミネルヴァ書房 2013.9
339.4//D53 生命保険入門 出口治明 岩波書店 2011.11
369.31//H69 住まいを再生する : 東北復興の政策・制度論 平山洋介, 斎藤浩 岩波書店 2013.11
369.31//I95 3.11を心に刻んで 岩波書店編集部編 岩波書店 2012.3
369.36//Ta74 3・11後を生きるきみたちへ : 福島からのメッセージ たくきよしみつ 岩波書店 2012.4
371.47//I94 フツーの子の思春期 : 心理療法の現場から 岩宮恵子 岩波書店 2009.4
404//Ka21 世界を知る101冊 : 科学から何が見えるか 海部宣男 岩波書店 2011.6
407//Ta72 理科読をはじめよう : 子どものふしぎ心を育てる12のカギ 滝川洋二 岩波書店 2010.3
408//B59//1705 睡眠の科学 : なぜ眠るのかなぜ目覚めるのか 櫻井武 講談社 2010.11
410//Su72 バナッハ-タルスキーのパラドックス 砂田利一 岩波書店 2009.12
411.1//Ta33 かけ算には順序があるのか 高橋誠 岩波書店 2011.5
412.1//W37 算数からはじめよう!数論 R.F.C.ウォルターズ 岩波書店 2011.9
413.3//H41 直観でわかる微分積分 畑村洋太郎 岩波書店 2010.1
413.5//Ku74 オイラー、リーマン、ラマヌジャン : 時空を超えた数学者の接点 黒川信重 岩波書店 2006.12

【ミニ展示】岩波書店講演会＆岩波書店がお勧めする本100選からの選書

昨年11月21日と12月18日に、岩波書店の現役編集者3名をお招きして、図書館主催の講演会を開催しました。
「編集の仕事 ～本が生まれるまで～」というテーマのもと、

編集者という立場から本が生まれるプロセスに関わる中での、様々な苦労や喜びについてお話いただきました。
また、講演会との連動企画として、「岩波書店がお勧めする本100選」と題した選書イベントも実施しました。

お話を聞いた直後の熱い思いとともに参加者が選んだ、とっておきの本たちです。
気になったタイトルは、借りてじっくり読んでみよう!!
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413.52//J52 複素関数入門 神保道夫 岩波書店 2003.12
417//Ki41 テキストデータの統計科学入門 金明哲 岩波書店 2009.4
421.3//Ts93 量子力学の反常識と素粒子の自由意志 筒井泉 岩波書店 2011.4
428.3//D83 ソフトマター物理学入門 土井正男 岩波書店 2010.8
445//Ma74 惑星気象学入門 : 金星に吹く風の謎 松田佳久 岩波書店 2011.8
451.66//N44 雪 中谷宇吉郎 岩波書店 1994.1
453.21//O32 日本列島の巨大地震 尾池和夫 岩波書店 2011.1
456//Sh84 地球全史 : 写真が語る46億年の奇跡 白尾元理写真 ; 清川昌一解説 岩波書店 2012.1
457.87//G72 決着!恐竜絶滅論争 後藤和久 岩波書店 2011.11
463.8//Sa75 エピジェネティクス入門 : 三毛猫の模様はどう決まるのか 佐々木裕之 岩波書店 2005.5
481.78//U49 生物から見た世界 ユクスキュル, クリサート 岩波書店 2005.6
483.993//Su96 クマムシ?! : 小さな怪物 鈴木忠 岩波書店 2006.8
485.3//Ku56 フジツボ : 魅惑の足まねき 倉谷うらら 岩波書店 2009.6
488.1//O45 さえずり言語起源論 : 新版小鳥の歌からヒトの言葉へ 岡ノ谷一夫 岩波書店 2010.11
489.47//Y86 ハダカデバネズミ : 女王・兵隊・ふとん係 吉田重人, 岡ノ谷一夫 岩波書店 2008.11
490.19//Sa85 宇宙怪人しまりす医療統計を学ぶ 佐藤俊哉 岩波書店 2005.12
491.375//Ka76 音のイリュージョン : 知覚を生み出す脳の戦略 柏野牧夫 岩波書店 2010.4
498.6//Ts34 医学と仮説 : 原因と結果の科学を考える 津田敏秀 岩波書店 2011.9
520.4//Ku31 つなぐ建築 : 対談集 隈研吾 岩波書店 2012.3
726.1//Te95 ぼくのマンガ人生 手塚治虫 岩波書店 1997.5
757.04//H31 デザインのデザイン 原研哉 岩波書店 2003.1
778.77//Su96 ジブリの哲学 : 変わるものと変わらないもの 鈴木敏夫 岩波書店 2011.8
830.7//Sh81 外国語学習に成功する人、しない人 : 第二言語習得論への招待 白井恭弘 岩波書店 2004.1
914.6//I57 この人から受け継ぐもの 井上ひさし 岩波書店 2010.12
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