
王一凡
『歴史に埋もれた漢字の世界』

FF アジアと漢字文化
宮本徹・大西克也
今回の発表で扱った内容について少しでも触れている日本語の
本はほとんどないのが現状です （中国語や英語の本ならたくさん
あるのですが…）。 この本も発音の話はさらっと触れる程度に留
まりますが、 近年発掘が進む古代漢字の研究全体について最新
の成果を俯瞰できる貴重な一冊です。

F$ 朗読F源氏物語（TaleFofFGenji）夕顔 1F平安朝日本語復元
による試み
FÅ https://youtu.be/SM17SvyKZ3U

金田一春彦・関弘子
古代の言葉がどんな響きだったかを体感するには、それこそ百見
は一聞にしかずです。 復元音は当然研究の進展につれて改善さ
れていくもので、学者によって説も違います。この発音が決定版！
というわけでは全くないので注意してください （むしろちょっと古
い）。 夕顔テキスト http://www.sainet.or.jp/~eshibuya/text04.
html#in43 「なにがしの院に移る」 の段付近から読んでいます

F$ 關雎再讀（上古音）F
FÅ https://youtu.be/yu_LSz7rv_c

Jinjing Xu
FÅ テキストと訳：http://aky-2nd.cocolog-nifty.com/

blog/2008/02/a001_fb82.html

F$ 蒹葭－上古汉语读诗经F"JianFJia"FfromFShijingFinFOldF
Chinese
FÅ Fhttps://youtu.be/REdvnIrjTk4

Ancient Voices
完全に蛇足ですが、この人の発音がよかったので追加
FÅ テキストと訳：http://chinese.hix05.com/Shikyo/shik

yo142.kenka.html

岡島悟
『台風を“消す”方法！？』

FF 図解・台風の科学
上野充・山口宗彦
台風に関する基本的な事柄が書かれています。

F÷ WeatherFmanagementFusingFspace-basedFpowerF
systemF(PatentFUS20060201547)

F¾ IntroductionFtoFTropicalFMeteorologyF2ndFEdition
FÅ www.meted.ucar.edu/tropical/textbook_2nd_edition/

順を追って台風に関して学べます。 英語ですが、 かなり詳しく
書いてあります。 教育向けのコンテンツです。（要ユーザ登録）

加藤一輝
『ルソーの夢想、祝祭について』

FF 演劇についてFダランベールへの手紙
ジャン＝ジャック・ルソー（訳：今野一雄）
実際に原典を読んでみると、 あちこち話は逸れ、 思いつくまま
の余談が多くなっています。ただ、演劇と祝祭とを論じた部分は、
明確な対比で書かれているので、 読みやすいかと思います。

FF 孤独な散歩者の夢想
ジャン＝ジャック・ルソー（訳：今野一雄）
たくさんあるルソーの著作から手始めに何か一冊、という方には、
こちらを薦めます。 晩年になって尚、 理想の境地を追い求めな
がら揺れ動くルソーの心情が、 精緻に描かれています。

FF ルソーとの散歩
今野一雄
上記２冊の訳者が、 ルソーについて話したり書いたりしたものを
まとめた本です。 すこし古いため入手しにくく、また筆者の身上
話が多分に混じるなど研究書のような厳密さはありませんが、 素
直な筆致で読みやすく、 ゆっくりと一緒にルソーを捲りつつ思案
するような心地よさがあります。

FF はかない幸福Fルソー
ツヴェタン・トドロフ（訳：及川馥）
以下２冊は研究書なので、 ある程度ルソーの著作を読んでからで
ないと取っつき難いかも知れませんが、 ルソーのうちに同居する
様々な矛盾した性向を丁寧に整理した本として、 ルソーの全体
像を俯瞰するのに役立つでしょう。この本では特に、個人と市民、
自然と社会、国民国家と世界共同体、といった相反する概念を、
どうやってルソーが折り合いをつけていたか、 論理の骨格を取り
出して見せています。

FF ルソーF透明と障害
ジャン・スタロバンスキー（訳：山路昭）
この本はルソーの自我についての考察に主眼を置き、個人として
の自我、集団としての自我、それぞれの理想状態、それを妨げる
もの、他者との関係、といった視点から、一見すると分散的なルソー
の思想と生涯との中にある一貫した意思を読み解いています。

加藤一輝
『フランス文学と旅』

FF 部屋をめぐつての隨想
グザヴィエ・ド・メーストル（訳：永井順）
邦訳ですが1940年の出版のため古本屋や公立図書館で見つける
のは難しいかと思います。 大学図書館などで探してみてください。
東京大学の総合図書館（本郷）には入っています。なお原文（仏
語）は著作権が切れているのでインターネットで全文が読めます。

FF 気違い部落周游紀行
きだみのる
メーストルを中心的に扱った論考は少なく、たいてい話の枕にされ
ているのですが、そうした本のうち日本語で読めるものを一冊あげ
ておきます。この本は、旅を好んだ筆者が戦争によって東京・恩
方村に蟄居を余儀なくされたとき、メーストルに倣って身辺の出来

事を仔細に記したもので、冒頭に『部屋をめぐる旅』についての
記述がありますが、メーストルの伝記的事実には多くの誤認があり
ます。 ただ、メーストルに関係なく、パリ大学で人類学を学んだ
博学多識な筆者による近代日本社会の観察録として、たいへん面
白い本ですから、題名に気圧されず、ぜひ読んでみて下さい。

FF 世界周航記・ブーガンヴィル航海記補遺
ルイ・アントワーヌ・ド・ブーガンヴィル（訳：山本淳一）、ドゥ
ニ・ディドロ（訳：中川久定）
ブーガンヴィルの世界一周記と、 それに想を得たディドロの架空
旅行記とが、 一冊にまとまっています。 今では後者のほうが有
名で岩波文庫にも入っていますが、しかし実際の旅行記には独
特の迫力、ワクワクするものがありますから、 併せて読むことを
勧めます。 ブーガンヴィルの旅は、 大航海時代も終わっており、
新大陸発見のような華々しさはありませんが、 天文学者や植物学
者を伴なって各地の風土を丹念に記述した、 いわば再発見の周
游であり、 そうした意味では 『部屋をめぐる旅』と通ずるところ
があるかも知れません。

FF イタリア旅行
河村英和
18世紀のイタリア旅行ブーム （グランド・ツアー） と、 それに
伴なう観光産業の発展、 山や海や温泉といったリゾート地が作ら
れてゆく過程を、 多くの図版を載せつつ手頃な新書にまとめた
本です。 観光の文化史は、 あまり正面から取り上げられることが
多くないですから、 それを通覧できる貴重な一冊です。

FF 徹夜の塊F亡命文学論
沼野充義
著者の専門はロシア文学ですが、 一国一文学という枠組に捉わ
れない文学研究を旺盛に続けています。メーストルと直接の関係
はありませんが、 移動することを強いられた者の文学を主題にし
た本として、ここで紹介しておきたいと思います。

加藤広和
『この世は書物、人はみな読者』

FF ヨーロッパ文学とラテン中世
E.R. クルツィウス（南大路振一・岸本通夫・中村善也訳）
ヨーロッパ文学におけるラテン文学からの影響を種々のテーマについ
て追った本。そのうちの一章で「象徴としての書物」を扱っており、
今回話したことの基本的視座を提供しています。内容、分量、値段
と全てにおいて大部ですが、人文学の意義を謳った第一章は圧巻。

FF 世界の読解可能性
H. ブルーメンベルク（山本尤・伊藤秀一訳）
クルツィウスに対する批判的応答も含めて、 世界を書物に喩える
ことに焦点をあてた単著。 議論の射程は古典古代から現代のゲ
ノム 「解読」 にまで及びます。

FF エセー
M.E. モンテーニュ
モンテーニュの唯一と言っていい著作。 今回話したことは 「子
供の教育について」 などの章に見て取れます。 邦訳は岩波文庫
（原二郎訳）、 白水社 （宮下志朗訳、 刊行中） など複数。

唐木田亮
『人間を超える！？脳を真似したコンピュータ』

FF 人工知能は人間を超えるかFディープラーニングの先にあるもの
松尾豊
脳を真似たコンピュータはディープラーニングと呼ばれる技術の一
種です。 このディープラーニングの歴史、 基本、 課題が分かり
やすく概観されています。 初級～上級者向け。

F÷ ディープラーニングは万能か
日経エレクトロニクス (2015 年 6 月号 )
10ページ足らずの短い解説記事ですが、 最新の研究成果がきれ
いな図入りで簡潔にまとめられています。 中級・上級者向け。

草木迫司
『タンパク質のカタチからひもとく生命の不思議』

F÷ 構造生命科学で何がわかるのか , 何ができるのか
実験医学 Vol.32 No.10 田中啓二 , 若槻壮市・編（羊土社）
タンパク質の構造から何がわかるのか,何ができるのか,最新の研
究成果を例に紹介されています。

FF 膜タンパク質構造研究
岩田想・編 ( 化学同人）
(特に膜タンパク質の)構造研究の技術的な話をもっと知りたい人
向けです。

坂本達也
『イワシ論』

FF イワシと気候変動―漁業の未来を考えるF( 岩波新書 )
川崎健
イワシと気候変動との関係を世界で一番早く主張し始めた先生
が、 一般人向けに書いた本。

F$「SardineFRunF2010FHD」
FÅ https://www.youtube.com/watch?v=xYl4m0xFcCU

Sophia van Coller
マイワシがただただ逃げ回る動画なのに、 感動する。

庄司佳祐
『宿主を“操る”病原体』

FF 消えるオス：昆虫の性をあやつる微生物の戦略
陰山 大輔
性を操る病原体、 ボルバキアがどんなことをしているのか。

末石智大
『ヒトを巧みに騙すミライの情報機器』

FF だまされる脳：バーチャルリアリティと知覚心理学入門
日本バーチャルリアリティ学会，VR 心理学研究委員会
【初級者向け】 脳のだまし方として知覚心理学的な面から詳しい
説明．バーチャルリアリティ(VR)実現技術としては少々古いかもし
れないが、読み物として．テクノロジーよりかは知覚心理寄りの本．
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FF バーチャルリアリティ学
舘暲，佐藤誠，廣瀬通孝（監），日本バーチャルリアリティ学会 （編）

【中・上級者向け】日本VR学会とVR学会の大御所による，VR
を体系的・網羅的に記述した本．比較的最近の技術まで網羅され
ているが，やや難しいのである程度知識がある人向けかもしれない．

FF SF 映画で学ぶインタフェースデザインFアイデアと想像力
を鍛え上げるための 141 のレッスン
Nathan Shedroff，Christopher Noessel（著），安藤幸央（監訳）
【一般もしくは研究者向け】 インタフェースのデザインの本．SF
映画をヒントにしたインタフェースやVRに関する考え方を学ぶ本．
将来実現されるかもしれないインタフェースに関して，SF好きや
研究者には良いかもしれない．

FF NEXTFWORLD―未来を生きるためのハンドブック
NHK スペシャル「NEXT WORLD」制作班
【一般向け】 未来のテクノロジー全般を網羅的に解説．一部VR
関係 （メタクッキーなど）．

鈴木良平
『アナログとはなんだろう。』

FF 岩波講座F情報科学〈1〉F情報科学の歩み
高橋秀俊
80年代出版の情報科学分野では比較的古い本ですが、 計算機
械の発祥から信号理論や制御理論の発展、 計算機言語とソフト
ウェアのエッセンス、 そして物理現象と情報概念との関係と、 数
学や物理学から発祥した 「情報に関する学問」 の知的な面白さ
を贅沢に愉しめる一冊です。（中古本のみの流通）

寺田悠希
『あんなバス・こんなバス』

FF 都市交通計画
新谷洋二（編）
FF 交通まちづくり──世界の都市と日本の都市に学ぶ──

交通工学研究会
FF コミュニティ交通のつくりかた──現場が教える成功のし

くみ──
森栗茂一（編）

西口大貴
『君はハチミツの中で泳げるか？』

F$ LaminarFFlowF2
FÅ https://www.youtube.com/watch?v=_dbnH-BBSNo

ドロドロの液体の運動が可逆になる実験の動画です。

西口大貴
『生き物の群れに物理で挑む』

F÷ 雑誌「数理科学」2016 年 1月号（12月 20日発売）「自己
駆動粒子の集団運動ー群れから始まる非平衡統計力学」
西口大貴，佐野雅己
特集 「数理モデルと普遍性ー単純化によりつながる様々な現象」
の中の一つの記事として、 物理・数学系の学部生を想定して西

口が書きました。 群れ運動への数理的アプローチや実験的アプ
ローチについてまとめたものです。 出てくる数式自体は、 大学
1~2年レベルです。

F¾ Self-propelledFparticlesF(Wikipedia:en)
FÅ https://en.wikipedia.org/wiki/Self-propelled_particles

自己駆動粒子の群れ運動をシミュレーションするJAVAアプリが
置いてあります。

林徹
『電気化学の“数万℃ ”の世界を実験してみよう』

F¾ 東京大学大学院工学系研究科プレスリリース（2015.09.17）
「実際の太陽光下で世界最高効率の水素製造に成功」

FÅ http://www.t.u-tokyo.ac.jp/soe/press/setnws_e8c6002
8f0bb_20150916002_jpn.html
電気系工学専攻 杉山 正和准教授ら
今年9月に発表された、 太陽電池と水の電気分解の組み合わせ
で行われた世界最高効率の水素製造に関するプレスリリースで
す。（発表者はまた別の研究室に所属しています。）

FF 電子移動の化学―電気化学入門
渡辺正，中林誠一郎
【理系大学生・大学院生向け （序章は高校生以上向け）】
僕が知る限り、 一番分かりやすい電気化学の本です。 著者が言
うように、 高校までで習う電気化学、 電気分解の説明には少し
ごまかしが含まれているようなところがあり、 それが多くの人に
とってすっきりと理解できない原因になっていると思います。「序
章 むかし習った電気分解を忘れよう」 の10ページだけでも、 ぜ
ひ読んでみてください。

平岡聡史
『ゲノムから見る微生物』

FF 極限環境生物学
浅島 誠・黒岩 常祥・小原 雄治（編）
微生物に限った本ではないのですが、 極限環境という変な場所
に生息する変な生き物を生物学的に真面目に解説した本。

廣井卓思
『強さの秘密を教えてあゲル』

FÅ http://www.molle.k.u-tokyo.ac.jp/research/resear
ch_2.html（東京大学　伊藤・横山研究室）
スライドリングゲル （強いゲル②）
FÅ http://altair.sci.hokudai.ac.jp/g2/（北海道大学　ソフト

＆ウェットマター研究室）
ダブルネットワークゲル （強いゲル③）
FÅ http://www.tetrapod.t.u-tokyo.ac.jp/sakai/saito/

（東京大学　酒井・鄭研究室）
Tetra-PEGゲル （強いゲル④）

廣井卓思
『ガンガン壊せ！中性子』

FÅ http://www.rri.kyoto-u.ac.jp/BNCT/

京都大学　ホウ素中性子捕捉療法
発表内容についてまとまっている

F÷ 中性子線でFがん狙い撃ち…「頭頸部」末期患者、半数以上
で腫瘍消える
読売新聞 , 2015/10/28
臨床実験に関する記事

細川瑠璃
『ロシア・アヴァンギャルドの授業を体験してみよう』

 F Анализ пространственности и времени в 
художественно-изобразительных произведениях
П. А. Флоренский
『視覚芸術における空間と時間の分析』。 基本的にはフロレンス
キイがヴフテマスで行った講義内容をまとめたもの。 ロシア語が
読める方はぜひ読んでみてください。（邦訳は今のところありま
せん。）

FF 逆遠近法の詩学
フロレンスキイ
こちらは日本語で読めるフロレンスキイの芸術・言語論集。アヴァ
ンギャルドからは遠いですが、 フロレンスキイに興味を持たれた
方はこの本が一番手頃だと思います。

FF 夢みる権利ーロシア・アヴァンギャルド再考
桑野隆
絵画、 演劇、 言語、 美術理論などアヴァンギャルドが目指して
いたものを知るのに最適な本。

FF ロシア・アヴァンギャルド：1910-1930
ステファニー・バロン、モーリス・タックマン編
アヴァンギャルドに関する論集。 ヴフテマス、 マレーヴィチ、リ
シツキー、 カンディンスキー、 西側から見たアヴァンギャルド論
など、 多様な視点からアヴァンギャルドについて論じているもの
が読めます。 アヴァンギャルドに関する論集は沢山あるけれど、
詳しく知りたい人にはこの本がおすすめです。

FF 天体建築論
本田晃子
ヴフテマスにも在籍していた建築家レオニドフに関する本。 実際
の建築はほとんど残さなかったにもかかわらず後世の建築家たち
に大きな影響を与えたレオニドフの思想や生涯を知ることができ
る本。 読み物としても大変面白い。

正木郁太郎
『集団心理を科学する』

FF 社会心理学F(NewFLiberalFArtsFSelection)
池田謙一・唐沢穣・工藤恵理子・村本由紀子
社会心理学に関する網羅的なテキスト、これ1冊でほとんどのこ
とがわかる。

FF 社会のイメージの心理学―ぼくらのリアリティはどう形成
されるかF( セレクション社会心理学 )F
池田謙一

社会心理学の考え方・社会観をわかりやすく示した1冊

FF 木を見る西洋人F森を見る東洋人思考の違いはいかにして生
まれるか
R.E. ニスベット（訳：村本由紀子）
当日は話しませんでしたが、 日米の文化差に関する心理学的研
究の良書です。

矢部優
『「うさぎとかめ」の地震の話』

FF 地震予知の科学
日本地震学会地震予知検討委員会
地震研究の歴史・ゆっくり地震を含めた近年の進展がまとまって
います。

FF 巨大地震の科学と防災
金森博雄
世界の地震学を牽引してきた日本人研究者・金森博雄先生の自
伝的解説書。

山岡馨
『建築／都市空間の立体的な「見え」』

FF 建築・都市計画のための空間学事典
日本建築学会（編）
建築空間の研究が空間というものをどのように見てきたかを、 事
典というかたちで豊富な図版とともにコンパクトにまとめた良書で
す。 1ページ1トピックで完結しているので、 はじめての方でも頑
張れば挫折することなく読み通せるのも魅力的です。

FÊ レンダリングについて
人文系・理工系どちらに偏ることもなく「最先端」 を表現する
ものとして、 鉛筆とチョークを題材として選びました。 なお、 ポ
スターやリーフレットなどに使われている鉛筆とチョークの画像
は、 すべて3DCGです。

山川高志
『これが解けたら1億円!?P≠NP予想と暗号理論』

FF P ≠ NP予想とはなんだろうFゴールデンチケットは見つか
るか？
ランス・フォートナウ（訳：水谷淳）
P≠NP予想に関する一般向け解説書です。

FF トコトンやさしい暗号の本
伊豆哲也、佐藤証、田中実、花岡悟一郎、岩田哲（監修：今井秀樹） 
暗号理論の入門書です。 相当高度なトピックまで取り扱っていま
すが、 挿絵を多く用いていて読みやすいです。

vote-216@komabasai.net

本日は、ご来場まことにありがとうございました。楽しんで 
いただけましたら、駒場グランプリへの投票をお願い致します。


