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1 子どもの頃の思い出は本物か : 記憶に裏切られるとき
カール・サバー著 ; 越
智啓太, 雨宮有里, 丹藤
克也訳

化学同人 2011.5

2
マインドマップが本当に使いこなせる本 : ペンとノートで発想を広げる"お絵描き"ノート術 (ア
スキームック / アスキー書籍編集部編).

遠竹智寿子, 月刊アス
キー編集部著

アスキー・メディアワーク
ス

2008.6

3 思考の整理学 (ちくま文庫 ; [と-1-1]). 外山滋比古著 筑摩書房 1986.4
4 自己暗示術 (ゴマブックス). 多湖輝著 ごま書房 1975
5 錯視図鑑 : 脳がだまされる錯覚の世界 杉原厚吉著 誠文堂新光社 2012.7
6 臨死体験 ; 上 立花隆著 文藝春秋 1994.9
7 臨死体験 ; 下 立花隆著 文藝春秋 1994.9

8 夢判断の書 (叢書アレクサンドリア図書館 ; 2).
アルテミドロス著 ; 城江
良和訳

国文社 1994.10

9 ハイ・コンセプト : 「新しいこと」を考え出す人の時代
ダニエル・ピンク著 ; 大
前研一訳

三笠書房 [2006.5]

10 20歳のときに知っておきたかったこと (スタンフォード大学集中講義 ; [1]).
ティナ・シーリグ著 ; 高
遠裕子訳

阪急コミュニケーション
ズ

2010.3

11 池上彰の宗教がわかれば世界が見える (文春新書 ; 814). 池上彰著 文藝春秋 2011.7

12 菊と刀 : 日本文化の型. -- 定訳[版]
ルース・ベネディクト
[著] ; 長谷川松治訳

社会思想社 1972.2

13 城 : その伝説と秘話 ; [正] 江崎俊平著 日貿出版社 1973.6

14 新訂黒田家譜 ; 第1巻
川添昭二, 福岡古文書
を読む会校訂

文献出版 1983.5

15 現代風俗史年表 : 昭和20年(1945)→昭和60年(1985) 世相風俗観察会編 河出書房新社 1986.9
16 Kyoto : a cultural history ; : pbk (Cityscapes). John Dougill Oxford University Press 2006
17 iモード以前 松永真理著 岩波書店 2002.7

18 スティーブ・ジョブズ ; 1
ウォルター・アイザック
ソン著 ; 井口耕二訳

講談社 2011.10

「3階の本が主役です」
展示期間：2014年9月25日(木)～11月27日(木) 展示場所：1Fアメニティゾーン

いつも3階では、研修室やWebブラウジングルームを利用するのみ…という方も多いのではないでしょうか。
実は！3階にも哲学や歴史、社会科学など、面白い本はたくさんあるのです。
今回はそんな3階の本にスポットライトを当てて、選りすぐりの本をご紹介します。

https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00060080
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00049682
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00049682
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00049859
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TW00063823
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00061347
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TW00032872
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TW00032872
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TW00032832
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00055041
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00054966
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00063920
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TW00064203
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TW00009586
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TW00029692
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TW20002899
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00050502
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00018988
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00061040
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19 スティーブ・ジョブズ ; 2
ウォルター・アイザック
ソン著 ; 井口耕二訳

講談社 2011.11

20 コロンブスをペテンにかけた男 : 騎士ジョン・マンデヴィルの謎
ジャイルズ・ミルトン著 ;
岸本完司訳

中央公論新社 2000.3

21 最底辺 : トルコ人に変身して見た祖国・西ドイツ
ギュンター・ヴァルラフ
著 ; マサコ・シェーン
エック訳

岩波書店 1987.6

22 これからの「正義」の話をしよう : いまを生き延びるための哲学
マイケル・サンデル著 ;
鬼澤忍訳

早川書房 2010.5

23 指導者とは
リチャ-ド・ニクソン著 ;
徳岡孝夫訳

文芸春秋 1986.6

24 それをお金で買いますか : 市場主義の限界
マイケル・サンデル著 ;
鬼澤忍訳

早川書房 2012.5

25 ドイツの中のトルコ : 移民社会の証言 野中恵子著 柘植書房 1993.1

26 日本でいちばん大切にしたい会社 ; [1] 坂本光司著 あさ出版 2008.4

27 「失敗学」事件簿 : あの失敗から何を学ぶか 畑村洋太郎著 小学館 2006.4

28 ビル・ゲイツの面接試験 : 富士山をどう動かしますか?
ウィリアム・パウンドス
トーン著 ; 松浦俊輔訳

青土社 2003.7

29 スティーブ・ジョブズ驚異のプレゼン : 人々を惹きつける18の法則
カーマイン・ガロ著 ; 井
口耕二訳

日経BP社 2010.7

30 秘密結社の記号学 加賀山弘著 人文書院 1989.1

31 マンガでわかるブラック企業 : 人を使い捨てる会社に壊されないために

松元千枝, 古川琢也, 川
村遼平著 ; ブラック企
業大賞実行委員会編 ;
竹信三恵子解説

合同出版 2013.8

32 自分の仕事をつくる (ちくま文庫 ; [に-8-1]). 西村佳哲著 筑摩書房 2009.2

33 自分をいかして生きる (ちくま文庫 ; [に8-2]). 西村佳哲著 筑摩書房 2011.6

34 さあ横になって食べよう : 忘れられた生活様式
バーナード・ルドフス
キー著 ; 奥野卓司訳

鹿島出版会 1985.11

35 いのりのかたち : 祈願の民具と民間信仰
和歌山県立紀伊風土記
の丘編集

和歌山県立紀伊風土記
の丘

2010.10

36 水木しげるの妖怪事典 ; [正] 水木しげる著 東京堂出版 1981.8

https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00061040
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TW20026524
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TW00003971
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00054271
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TW00000468
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00061302
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TW00063602
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00060768
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00061276
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00046406
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00061679
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TW00008179
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00063863
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00062247
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00062248
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TW00009174
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00055986
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00046490
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