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はしれディーゼルきかんしゃデーデ 
すとう あさえ/ 鈴木 まもる 著 
童心社 
3.11 の直後、東北に石油や灯油を届けるために、ディーゼル機関車が活躍したのをご

存知ですか? 実話が元になった絵本です。 
産経新聞 2014/01/05 

2013:11. / [40p] 
978-4-494-02561-9
1,400 円〔本体〕+税

*9784494025619*

 

北極男 
荻田 泰永 著 
講談社 
初めての海外旅行が北極。それ以来１２年間１２回の極地冒険を繰り返す北極バカが

目指すのは、日本人初の北極点単独無補給徒歩踏破！ 
産経新聞 2014/01/05 

2013:11. / 222p 
978-4-06-218248-5
1,700 円〔本体〕+税

*9784062182485*

 

運命を味方にする生き方 
吉村 作治 著 
海竜社 
行動を起こさない決断は意味がない、苦境に立たされたら基本に返る…。エジプト考古

学者の吉村作治が、考古学者だけでなく、夢をかなえ、それをやり続けるためのいろい

ろな秘密を明かす。 
産経新聞 2014/01/05 

2013:10. / 253p 
978-4-7593-1327-7
1,400 円〔本体〕+税

*9784759313277*

 

ダヤン妖精になる(DAYAN'S COLLECTION BOOKS) 
池田 あきこ 著 
ほるぷ出版 
ダヤンはちょっとしたいたずら心から、ほれ薬を飲んでしまい、アネモネ王女にほれられ

てしまった。王女の番兵たちにフォーンの森に連れて行かれたダヤンは、小さな妖精に

姿を変えられてしまい…。 
産経新聞 2014/01/05 

2013:12. / [40p] 
978-4-593-59243-2
1,000 円〔本体〕+税

*9784593592432*

 

金正恩の北朝鮮独裁の深層(角川 one テーマ 21 D-5) 
黒田 勝弘/ 武貞 秀士 著 
KADOKAWA 
金正恩の就任から二年。北朝鮮は何が変わったのか? 二人の朝鮮半島問題専門家

が、核保持宣言、戦争危機騒動、元 NBA 選手の招待などの事象を分析。浮かび上が

る「統一」というキーワードから北朝鮮問題に挑む！ 
産経新聞 2014/01/05 

2013:12. / 238p 
978-4-04-653424-8
800 円〔本体〕+税 

*9784046534248*

 

櫛挽道守 
木内 昇 著 
集英社 
幕末、木曽山中。父の背を追い、少女は職人を目指す。家族とはなにか。女の幸せは

どこにあるのか…。一心に歩いた道の先に、深く静かな感動が広がる長編時代小説。

『集英社 WEB 文芸レンザブロー』連載を単行本化。 
産経新聞 2014/01/05、日本経済新聞 2014/01/26 

2013:12. / 367p 
978-4-08-771544-6
1,600 円〔本体〕+税

*9784087715446*
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おとこのるつぼ 
群 ようこ 著 
新潮社 
臭いのする人、口説く人、いつもよれよれの服を着てる人…。夫に上司、彼氏に同僚。

微妙にムカつく男の生態を笑ってデトックス。鋭いツッコミが冴える軽やかエッセイ。『新

潮 45』掲載を単行本化。 
産経新聞 2014/01/11 

2013:12. / 211p 
978-4-10-367412-2
1,300 円〔本体〕+税

*9784103674122*

 

高山正之が米国・支那・韓国・朝日を斬る～日本人をますます元気にする本～ 
高山 正之 著 
テーミス 
オバマ大統領の狙いは「強いアフガン」の阻止、夫婦のように寄り添う朝日新聞&日弁

連の連動…。高山正之が米国、支那、韓国、朝日新聞を一刀両断! 『月刊テーミス』連

載を加筆・再編集して単行本化。 
産経新聞 2014/01/11 

2013:12. / 253p 
978-4-901331-25-8
1,000 円〔本体〕+税

*9784901331258*

 

ゼロ～なにもない自分に小さなイチを足していく～ 
堀江 貴文 著 
ダイヤモンド社 
堀江貴文はなぜ、逮捕され、すべてを失っても希望を捨てないのか? ふたたび「ゼロ」

となった著者が、「働くこと」の意味とそこから生まれる「希望」について、ありのままの心

で語る。 
産経新聞 2014/01/11、毎日新聞 2014/01/12 

2013:10. / 235p 
978-4-478-02580-2
1,400 円〔本体〕+税

*9784478025802*

 

ガ－ルズ＆パンツァ－リトルア－ミ－<０１>(ＭＦコミックス アライブシリ－ズ) 
槌居／ガ－ルズ＆パンツァ－製作委員会 著 
メディアファクトリー 
産経新聞 2014/01/12 

2012:10. / 140p 
978-4-8401-4739-2
524 円〔本体〕+税 

*9784840147392*

 

ガ－ルズ＆パンツァ－リトルア－ミ－<０２>(ＭＦコミックス アライブシリ－ズ) 
槌居／ガ－ルズ＆パンツァ－製作委員会 著 
メディアファクトリー 
産経新聞 2014/01/12 

2013:02. / 152p 
978-4-8401-5002-6
524 円〔本体〕+税 

*9784840150026*

 

東京フールズゴールド 
川崎 大助 著 
河出書房新社 
元ロックスターにして人生の崖っぷちの男が大手レコード会社を相手に目論んだ一大

詐欺！ 音楽（裏）ネタ満載の、圧巻のデビュー作！ 
産経新聞 2014/01/12 

2013:09. / 525p 
978-4-309-02220-8
1,900 円〔本体〕+税

*9784309022208*

 

魂の経営 
古森 重隆 著 
東洋経済新報社 
写真フイルム市場が縮小する本業消失の危機を、奇跡と称される事業構造の転換で

乗り越えた「古森流経営改革」の全貌とリーダー哲学。 
産経新聞 2014/01/12 

2013:10. / 222p 
978-4-492-50255-6
1,600 円〔本体〕+税

*9784492502556*
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京のろおじ～暮らす旅京都～ 
暮らす旅舎 編 
阪急コミュニケーションズ 
「ろおじ」とは京都の人が愛おしむようにいう路地のこと。俳優の井浦新と一緒に、「ろお

じ」で見つけた京都の職人技、京町家、カフェ、料理などを紹介します。データ:2013 年

11 月現在。 
産経新聞 2014/01/12 

2013:12. / 159p 
978-4-484-13239-6
1,600 円〔本体〕+税

*9784484132396*

 

知の武装～救国のインテリジェンス～(新潮新書 551) 
手嶋 龍一/ 佐藤 優 著 
新潮社 
東京五輪と尖閣の関係、安倍首相の真の評判、北朝鮮写真に隠されたメッセージ…。

新情勢の解読法から諜報の基礎知識までを徹底解説。激流の世界で勝つための武

器としてのインテリジェンス入門。 
産経新聞 2014/01/12 

2013:12. / 254p 
978-4-10-610551-7
760 円〔本体〕+税 

*9784106105517*

 

なぜ独裁はなくならないのか～世界の動きと独裁者インタビュー～ 
千野 境子 著 
国土社 
アラブの春、東欧の一党独裁、ヒトラーの歴史的現象…。記者として独裁者に会見した

り、長期独裁政権の崩壊に立ち会ってきた著者が、独裁政権や独裁者、そしてその背

景となった歴史や政治の仕組みについて解説する。 
産経新聞 2014/01/12 

2013:12. / 222p 
978-4-337-18755-9
1,300 円〔本体〕+税

*9784337187559*

 

ブラックムスク～表参道、水曜、午後～ 
LiLy 著 
小学館 
自意識が、止まらない-。表参道、水曜、午後。ブラックムスクの香りに?がれた 6 人の女

たちのリアルな姿を描く。『AneCan』連載を単行本化。「パープルレイン」「グリーンライ

ト」に次ぐ、LiLy カラーシリーズ。 
産経新聞 2014/01/12 

2013:11. / 239p 
978-4-09-386372-8
1,200 円〔本体〕+税

*9784093863728*

 

昭和十年生まれのカーテンコール 
鴨下 信一 著 
幻戯書房 
旧暦、百人一首、声色、浪花節、漢文、星空の話、エノケン、オマジナイ…。数かずの

名作ドラマを手がけた東京下谷育ちの演出家が、なじみ親しんだ言葉や風習、芸能、

文学などを通して、日本人が失いつつあるものを考察する。 
産経新聞 2014/01/12 

2013:12. / 299p 
978-4-86488-036-7
2,500 円〔本体〕+税

*9784864880367*

 

シャドウ・ストーカー 
ジェフリー・ディーヴァー/ 池田 真紀子 著 
文藝春秋 
捜査官キャサリン・ダンスは、いかなるウソも見抜く尋問の天才。休暇中のダンスは、人

気歌手ケイリーがストーカーに狙われていることを知らされる。その矢先、ケイリーのヒッ

ト曲の歌詞を思わせる状況でスタッフが惨殺され…。 
産経新聞 2014/01/12 

2013:10. / 455p 
978-4-16-382630-1
2,400 円〔本体〕+税

*9784163826301*
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HUMAN 
人間文化研究機構 著 
平凡社 
歴博、国文研、民博、日文研ほか 6 機関からなる人間文化研究機構の英知を結集す

る総合誌。vol.05 は、「酒と日本文化」を特集し、石毛直道×神崎宣武の対談などを収

録する。 
産経新聞 2014/01/18 

2013:11. / 150p 
978-4-582-21235-8
1,500 円〔本体〕+税

*9784582212358*

 

日本ダメだ論の正体～新聞テレビは日本を 9 割ダメにする!～ 
田村 秀男/ 渡邉 哲也 著 
マガジンランド 
産経新聞編集委員兼論説委員の田村秀男と、インターネット出身の経済評論家・渡邉

哲也が、既存メディアの問題について語り合い、消費増税の真実と、新聞テレビの読み

解き方を示す。 
産経新聞 2014/01/18 

2013:12. / 205p 
978-4-86546-000-1
1,429 円〔本体〕+税

*9784865460001*

 

「同期の桜」は唄わせない 
清武 英利 著 
ワック 
万世という幻の特攻基地があった。特攻に志願しながら生き残った苗村七郎は、1 億円

の私財と生涯を死者たちに捧げた…。敗戦前年の秋、急ぎ建設された万世飛行場の

内外で生きた人々の物語。 
産経新聞 2014/01/18 

2013:12. / 208p 
978-4-89831-417-3
1,500 円〔本体〕+税

*9784898314173*

 

日本人らしさの発見～しなやかな<凹型文化>を世界に発信する～ 
芳賀 綏 著 
大修館書店 
日本人に染みついた「和を以て貴しとなす」〈凹型文化〉を世界に広めることの重要性を

説く。目からウロコの日本人論！ 
産経新聞 2014/01/19 

2013:12. / 8p,257p 
978-4-469-21346-1
2,000 円〔本体〕+税

*9784469213461*

 

あしってエラい!(すごいぞ!ぼくらのからだシリーズ) 
中川 ひろたか/ 大島 妙子 著 
保育社 
運動会のかけっこでいちばんになった。この「あし」のおかげ-。自分のからだを支える

大切な「あし」を博士たちがわかりやすく紹介します。「あし」の成長や活躍ぶりがわかる

絵本。 
産経新聞 2014/01/19 

2013:12. / [24p] 
978-4-586-08525-5
1,200 円〔本体〕+税

*9784586085255*

 

悪医 
久坂部 羊 著 
朝日新聞出版 
経済格差が命の格差になるのは許せない。どんな状況でも、治療は希望なんだ-。再

発したがん患者と、万策尽きた医師。「悪い医者とは?」と問いかけ、運命のラストが待

つ。悪の深さを描いた医療エンターテインメント。 
産経新聞 2014/01/19 

2013:11. / 293p 
978-4-02-251125-6
1,700 円〔本体〕+税

*9784022511256*



 5  

 

迷わない。(文春新書 943) 
櫻井 よしこ 著 
文藝春秋 
ジャーナリズムの世界に飛び込んだのは何故? 売れっ子以前の赤貧時代でも明るく過

ごせたわけは? ジャーナリストの櫻井よしこが、自らの歩みを回顧しつつ、家族・仕事・

お金・健康など、現代社会を生きるヒントを綴る。 
産経新聞 2014/01/19、朝日新聞 2014/01/26 

2013:12. / 225p 
978-4-16-660943-7
800 円〔本体〕+税 

*9784166609437*

 

和食の知られざる世界(新潮新書 550) 
辻 芳樹 著 
新潮社 
なぜ世界中が賞賛するのか? 料理研究者の辻静雄を父に持ち、幼い頃から味覚の英

才教育を受けてきた著者が、異文化に沸き起こった和食ブームの中で、和食がどんな

変容を遂げようとしているのか、和食の知られざる世界を描く。 
産経新聞 2014/01/19、朝日新聞 2014/01/26 

2013:12. / 221p 
978-4-10-610550-0
720 円〔本体〕+税 

*9784106105500*

 

ふたりのママから、きみたちへ(よりみちパン!セ P061) 
東 小雪/ 増原 裕子/ 100%ORANGE 著 
イーストプレス 
同性結婚式を挙げたレズビアンのカップルが、子どもを迎えるための準備や、「自分を

受け入れる」ということ、新しい時代の家族のかたちなど、自分たちの生き方や考え方

について綴る。 
産経新聞 2014/01/25 

2013:12. / 178p 
978-4-7816-9062-9
1,300 円〔本体〕+税

*9784781690629*

 

これから日本と世界経済に起こる 7 つの大激変 
渡邉 哲也 著 
徳間書店 
金融自由主義の崩壊、先進国と新興国の立場の変化など、いま世界で起きている大き

な地殻変動を検証し、これからどのような社会変化が起こるのか、そしてどのようにそれ

に対応し、戦っていくべきなのかを示す。 
産経新聞 2014/01/25 

2014:01. / 231p 
978-4-19-863740-8
1,300 円〔本体〕+税

*9784198637408*

 

日本人は中韓との「絶交の覚悟」を持ちなさい～石平(中国)が黄文雄(台湾)、呉善花

(韓国)に直撃～ 
石 平/ 黄 文雄/ 呉 善花 著 
徳間書店 
台湾と韓国の異なった対日観の背後には、どのような文化的・国民性的な違いがある

のか? 中国・台湾・韓国出身の 3 人が「戦争と平和」「文芸と儒教」などのテーマで語

り、日本は中国・韓国とどう向き合うべきかを提示する。 
産経新聞 2014/01/25 

2014:01. / 213p 
978-4-19-863736-1
1,000 円〔本体〕+税

*9784198637361*

 

日本民族の誕生～環日本海古民族と長江流域文化の融合～(推理・邪馬台国と日本

神話の謎) 
安本 美典 著 
勉誠出版 
ほぼ弥生時代に形成されたとみられる日本民族の原型。日本語はどこから来たのか。

鵜飼などの習俗はどこから来たのか。「民族」概念に重点をおいて、総合的に考察す

る。 
産経新聞 2014/01/26 

2013:08. / 14p,317p
978-4-585-22553-9
2,800 円〔本体〕+税

*9784585225539*
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田中一村作品集 増補改訂版 
田中 一村/ 大矢 鞆音 著, 田中 一村/ 大矢 鞆音/ NHK 出版 編 
ＮＨＫ出版 
師につかず、結果、師風に溺れることなく、独学による新しい日本画への道を模索し続

けた田中一村。その作品をカラーで収録する。新たに 146 点を追加し、合計 228 点を

収載した増補改訂版。 
産経新聞 2014/01/26 

2013:12. / 135p 
978-4-14-009353-5
3,600 円〔本体〕+税

*9784140093535*

 

若い力を伸ばす読売巨人軍の補強と育成力 
大森 剛 著 
ワニブックス 
いかにして読売巨人軍は「育成球団」へと変貌を遂げたのか? 坂本勇人、寺内崇幸な

ど有望株を全国からスカウトし、若手を一軍に送り続ける育成のスペシャリストが、そのノ

ウハウを余すことなく披露する。 
産経新聞 2014/01/26 

2014:01. / 205p 
978-4-8470-9197-1
1,300 円〔本体〕+税

*9784847091971*

 

氷上の闘う女神たち～アイスホッケー女子日本代表の軌跡～ 
神津 伸子 著 
双葉社 
2013 年にソチ五輪への出場権を獲得した、アイスホッケー女子日本代表「スマイルジャ

パン」。様々な試行錯誤を繰り返してきたメンバーたちのこれまでの道のりを追った、感

動のスポーツノンフィクション。 
産経新聞 2014/01/26 

2014:01. / 255p 
978-4-575-30616-3
1,400 円〔本体〕+税

*9784575306163*

 

解決!すぐわかる日本の国境問題 
山田 吉彦 著 
海竜社 
中国が尖閣を狙うのはなぜ? 韓国人が竹島を「わが領土」と呼ぶ本当の理由は? 日本

が抱える領土、領海問題、海域管理など海洋安全保障の問題について、わかりやすく

解説するとともに、その解決策を模索する。 
産経新聞 2014/01/26 

2013:12. / 329p 
978-4-7593-1336-9
1,600 円〔本体〕+税

*9784759313369*

 

明日 
佐倉 淳一 著 
KADOKAWA 
小学校教諭の鈴木千香は、感情の制御が利かない翔太をコントロールできずにいた。

その頃、雑誌編集者である翔太の父・孝夫は、自閉症の青年を取材していて…。発達

障害・自閉症の 2 人と周囲が抱く葛藤、彼らの成長を描く。 
産経新聞 2014/01/26 

2013:10. / 291p 
978-4-04-110582-5
1,600 円〔本体〕+税

*9784041105825*

 

謎解き「南京事件」～東京裁判の証言を検証する～ 
阿羅 健一 著 
ＰＨＰ研究所 
検察側の証言と証拠ばかりが認められ、弁護側の反論はいっさい認められなかった極

東国際軍事裁判。真実は何か。「2 万人が強姦されたか」「20 万人以上が殺害された

か」など、争われた 10 の事実の真偽をあらためて問う。 
産経新聞 2014/01/26 

2014:01. / 233p 
978-4-569-80854-3
1,500 円〔本体〕+税

*9784569808543*
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エンダーのゲーム<下> 新訳版(ハヤカワ文庫 SF 1928) 
オースン・スコット・カード/ 田中 一江 著 
早川書房 
バトル・スクールはじまって以来の 年少で竜隊の指揮官となったエンダー。だが、集

合した隊員はラーンチイ・グループから直行してきた戦闘未経験者がほとんどで、数少

ない古参兵もエンダーより年下のものばかりだった…。 
産経新聞 2014/01/26 

2013:11. / 329p 
978-4-15-011928-7
760 円〔本体〕+税 

*9784150119287*

 

エンダーのゲーム<上> 新訳版(ハヤカワ文庫 SF 1927) 
オースン・スコット・カード/ 田中 一江 著 
早川書房 
人々を殺戮し、地球人の呼びかけに全く答えようとしない昆虫型異星人バガー。その第

三次攻撃に備え、優秀な艦隊指揮官を育成すべく、バトル・スクールは設立された。そ

こで 高の成績をおさめた天才少年エンダーの成長を描く。 
産経新聞 2014/01/26 

2013:11. / 301p 
978-4-15-011927-0
760 円〔本体〕+税 

*9784150119270*

 

太陽の季節 改版(新潮文庫）  349p 2010 
石原 慎太郎 著 
新潮社 
朝日新聞 2014/01/12 

2010:12. / 349p 
978-4-10-111901-4
514 円〔本体〕+税 

*9784101119014*

 

壁 改版(新潮文庫)  
安部 公房 著 
新潮社 
朝日新聞 2014/01/12 

1991:01. / ２６５ｐ 
978-4-10-112102-4
490 円〔本体〕+税 

*9784101121024*

 

アメリカン・スクール 改版(新潮文庫)  
小島 信夫 著 
新潮社 
朝日新聞 2014/01/12 

2008:01. / ３９０ｐ 
978-4-10-114501-3
590 円〔本体〕+税 

*9784101145013*

 

ペガーナの神々(ハヤカワ文庫 ＦＴ００５)  
ダンセイニ/ 荒俣 宏 著 
早川書房 
朝日新聞 2014/01/12 

2004:03. / ２１６ｐ 
978-4-15-020005-3
600 円〔本体〕+税 

*9784150200053*

 

岬(文春文庫)  
中上 健次 著 
文芸春秋 
朝日新聞 2014/01/12 

1978:12. / ２６７ｐ 
978-4-16-720701-4
495 円〔本体〕+税 

*9784167207014*
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国境の向こう側(ハヤカワ epi 文庫 75) 
グレアム・グリーン 著 
早川書房 
〈グレアム・グリーン・セレクション〉全て新訳の巨匠グリーンの傑作短篇集。本邦初訳と

なる未完長篇の冒頭を含む 16 篇を収録 
朝日新聞 2014/01/12 

2013:11. / 422p 
978-4-15-120075-5
1,000 円〔本体〕+税

*9784151200755*

 

パン欲～日本全国パンの聖地を旅する～ 
池田 浩明 著 
世界文化社 
パン好きなら一生に一度は味わいたい。「パン欲」をかきたてる聖なるパン屋さんの極

上の味と、それぞれの物語をお届けします。 
朝日新聞 2014/01/12 

2013:12. / 128p 
978-4-418-13234-8
1,400 円〔本体〕+税

*9784418132348*

 

読む時間 
アンドレ・ケルテス/ 渡辺 滋人 著 
創元社 
世界各地で人びとの「読む」姿を、ひたすらとらえる、アンドレ・ケルテスの美しい写真

集。巻頭詩・谷川俊太郎氏。プレゼントに。 
朝日新聞 2014/01/12 

2013:11. / 75p 
978-4-422-70060-1
2,200 円〔本体〕+税

*9784422700601*

 

遠い鏡～災厄の 14 世紀ヨーロッパ～ 
バーバラ・W.タックマン/ 徳永 守儀 著 
朝日出版社 
14 世紀後半の欧州を襲った百年戦争・ペスト等の惨状を北フランス領主クシーの生涯

と共に全貌。ピューリツァー賞に輝く名作初邦訳。 
朝日新聞 2014/01/12 

2013:10. / 
32p,1019p 
978-4-255-00739-7
4,800 円〔本体〕+税

*9784255007397*

 

『ユダ福音書』の謎を解く 
エレーヌ・ペイゲルス/ カレン・L.キング/ 山形 孝夫/ 新免 貢 著 
河出書房新社 
裏切り者か？ も寵愛された弟子か？ １８００年間封印されていた「禁断の書」が今甦

る！ キリスト教はなぜ、ユダを抹殺したのか？ 
朝日新聞 2014/01/12 

2013:10. / 257p 
978-4-309-22602-6
2,400 円〔本体〕+税

*9784309226026*

 

いま読むペロー「昔話」 
ペロー/ 工藤 庸子 著 
羽鳥書店 
フランス 17 世紀末のサロンで誕生した宮廷作家ペローの「昔話」。「眠れる森の美女」

「青ひげ」「巻き毛のリケ」など全 8 篇の新訳に、解説を付して収録する。 
朝日新聞 2014/01/12 

2013:10. / 215p 
978-4-904702-42-0
2,000 円〔本体〕+税

*9784904702420*

 

死者の奢り・飼育 改版(新潮文庫 お-9-1) 
大江 健三郎 著 
新潮社 
死体処理室の水槽に浮沈する死骸群に託した屈折ある抒情「死者の奢り」、黒人兵と

寒村の子供たちとの無残な悲劇「飼育」など全 6 編を収録した、ノーベル賞作家の初

期作品集。 
朝日新聞 2014/01/12 

2013:04. / 303p 
978-4-10-112601-2
520 円〔本体〕+税 

*9784101126012*
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わたしはマララ～教育のために立ち上がり、タリバンに撃たれた少女～ 
マララ・ユスフザイ/ クリスティーナ・ラム/ 金原 瑞人/ 西田 佳子 著 
学研パブリッシング 
女性が教育を受ける権利を訴えて、イスラム武装勢力に銃撃された 16 歳の少女マララ

の手記。幼少期から、タリバンの台頭による混乱、銃撃事件とその後までを綴る。国連

本部でのスピーチも収録。 
朝日新聞 2014/01/12 

2013:12. / 429p 図

版 16p 
978-4-05-405846-0
1,600 円〔本体〕+税

*9784054058460*

 

豊国祭礼図を読む(角川選書 533) 
黒田 日出男 著 
角川学芸出版 
死してすぐに豊国大明神として祀られた豊臣秀吉。その七回忌の臨時祭礼を描いた豊

国祭礼図屏風には奇妙な特徴があった。秀吉没後から大坂夏の陣までの「空白」の歴

史を、数種の祭礼図と文献史料から読み解く。 
朝日新聞 2014/01/12 

2013:11. / 293p 
978-4-04-703533-1
2,000 円〔本体〕+税

*9784047035331*

 

書斎の宇宙～文学者の愛した机と文具たち～(ちくま文庫 た 70-2) 
高橋 輝次 編 
筑摩書房 
机、原稿用紙、万年筆、鉛筆…。身近な文具にまつわるエッセイを通じて、家族や友

人、師との関わり、若かりし日々の思い出、執筆に当たっての葛藤など、文学者の創作

活動の秘密を浮かび上がらせるアンソロジー。 
朝日新聞 2014/01/12 

2013:12. / 314p 
978-4-480-43126-4
880 円〔本体〕+税 

*9784480431264*

 

歌舞伎座五代～木挽町風雲録～ 
石山 俊彦 著 
岩波書店 
明治・大正・昭和の世相を背景に、芝居に賭けた男たちの生きざまとは。数々の困難を

乗り越えてきた歌舞伎座 125 年の歩みを、キーパーソンである興行師に焦点を当て

て、歌舞伎取材歴 20 年余の著者が丹念に綴る。 
朝日新聞 2014/01/12 

2013:11. / 7p,229p 
978-4-00-025924-8
2,000 円〔本体〕+税

*9784000259248*

 

ユーミンの罪(講談社現代新書 2233) 
酒井 順子 著 
講談社 
ユーミンの歌とは女の業の肯定である-。デビューアルバムからバブル期まで、ユーミン

の時代を振り返り、女性と世の中の変化を検証する。『小説現代』連載「文学としてのユ

ーミン」を改題、大幅に加筆して書籍化。 
朝日新聞 2014/01/12 

2013:11. / 277p 
978-4-06-288233-0
800 円〔本体〕+税 

*9784062882330*

 

ブラック企業ビジネス(朝日新書 431) 
今野 晴貴 著 
朝日新聞出版 
増殖するブラック企業の背後には、それを支える弁護士・社労士がいた。若者を使い潰

すテクニックを指南する“彼ら”の恐るべき実態とは。「ブラック企業」の著者が、圧倒的

な量の取材をもとに労働問題の暗部を暴く。 
朝日新聞 2014/01/12 

2013:11. / 230p 
978-4-02-273531-7
760 円〔本体〕+税 

*9784022735317*
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中村勘三郎最期の 131 日～哲明さんと生きて～ 
波野 好江 著 
集英社 
ガン告知、入院、手術、転院…。32 年間共に生きた妻が、十八代目中村勘三郎の苛

酷な闘病と、それを支え続けた家族の姿を綴る。大竹しのぶ、野田秀樹による「親友が

見た中村勘三郎夫妻」、主治医インタビューも収録。 
朝日新聞 2014/01/12 

2013:12. / 276p 
978-4-08-771542-2
1,400 円〔本体〕+税

*9784087715422*

 

色彩がわかれば絵画がわかる(光文社新書 674) 
布施 英利 著 
光文社 
名画に潜む、精緻に計算された色彩美とは? 色の基本的な原理をはじめ、北欧デザイ

ンの色彩、遠近法との緊密な関係、印象派の絵画における「光」の見方などを紹介す

る。色彩という観点から美術鑑賞の知性を養える一冊。 
朝日新聞 2014/01/12 

2013:12. / 220p 
978-4-334-03777-2
900 円〔本体〕+税 

*9784334037772*

 

雪の練習生(新潮文庫 た-106-1) 
多和田 葉子 著 
新潮社 
サーカスの花形から事務職に転身し、やがて自伝を書き始めた「わたし」。サーカスで

伝説の芸を成し遂げた娘の「トスカ」。その息子で動物園の人気者となった「クヌート」。

ホッキョクグマ 3 代の物語をユーモラスに描く。 
朝日新聞 2014/01/12 

2013:11. / 328p 
978-4-10-125581-1
520 円〔本体〕+税 

*9784101255811*

 

ヘーゲルとその時代(岩波新書 新赤版 1454) 
権左 武志 著 
岩波書店 
ドイツの哲学者ヘーゲルは、いかに自らの哲学体系を作り上げていったのか。「精神現

象学」「法哲学綱要」「歴史哲学講義」を中心とする体系の形成プロセスを歴史的文脈

のなかで再構成し、その思想の影響力について考える。 
朝日新聞 2014/01/12 

2013:11. / 
13p,223p,8p 
978-4-00-431454-7
800 円〔本体〕+税 

*9784004314547*

 

グロースハッカー～会社もサービスも劇的に成長させるものの売り方、つくり方～ 
ライアン・ホリデイ/ 佐藤 由紀子 著 
日経ＢＰ社 
フェイスブック、ツイッター…。世界を変えた会社には「グロースハッカー」と呼ばれる人

たちがいる! たった数年で数千万、数億ユーザーをつかみとるシリコンバレーの華麗で

地道な「リーン・スタートアップ」的手法を紹介。 
朝日新聞 2014/01/12 

2013:12. / 137p 
978-4-8222-4993-9
1,200 円〔本体〕+税

*9784822249939*

 

海底美術館(NATIONAL GEOGRAPHIC) 
ジェイソン・デカイレス・テイラー/ ジェームズ・バクストン/ 内山 卓則/ 尾澤 和幸 著 
日経ナショナルジオグラフィック 
青い海の底に沈む、人間の彫像や現代人の生活を表現した彫刻。それらに植えつけ

られたサンゴは、やがて繁殖し、生態系をつくっていく…。西インド諸島のグレナダ沖、

メキシコのカンクン沖に展示されている海底美術館の写真集。 
朝日新聞 2014/01/12 

2013:10. / 200p 
978-4-86313-216-0
2,400 円〔本体〕+税

*9784863132160*
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スティッチ～あるアーティストの傷の記憶～ 
デイビッド・スモール/ 藤谷 文子 著 
青土社 
アメリカで高い評価を得るイラストレーター、デイビッド・スモールの回顧録。家族の不和

により沈黙を迫られ、また癌の治療によって声帯を失った後、アートという自分の「声」を

得て過去に区切りをつけるまでをコミックで描く。 
朝日新聞 2014/01/12 

2013:11. / 326p 
978-4-7917-6747-2
2,600 円〔本体〕+税

*9784791767472*

 

あかんやつら～東映京都撮影所血風録～ 
春日 太一 著 
文藝春秋 
時代劇、ヤクザからエロまで大衆の欲望を映し出してきた太秦東映京都撮影所。「天才

勝新太郎」の著者が完成まで 10 年をかけた大作。 
朝日新聞 2014/01/12、読売新聞 2014/01/12 

2013:11. / 431p 
978-4-16-376810-6
1,850 円〔本体〕+税

*9784163768106*

 

復興文化論～日本的創造の系譜～ 
福嶋 亮大 著 
青土社 
日本文化に創造性が満ち溢れるのは、どういう時期なのか? 柿本人麻呂、空海、上田

秋成、村上春樹、宮崎駿などをあげ、過去の<戦後>に発生したいくつかの言葉とイメ

ージを収集・検証・再編集し、日本的創造の系譜に迫る。 
朝日新聞 2014/01/12、日本経済新聞 2014/01/26 

2013:10. / 413p,7p 
978-4-7917-6733-5
2,200 円〔本体〕+税

*9784791767335*

 

赤頭巾ちゃん気をつけて 改版(中公文庫)  
庄司 薫 著 
中央公論新社 
朝日新聞 2014/01/19 

2002:10. / １７７ｐ 
978-4-12-204100-4
590 円〔本体〕+税 

*9784122041004*

 

神様からひと言(光文社文庫)  
荻原 浩 著 
光文社 
朝日新聞 2014/01/19 

2005:03. / ４４９ｐ 
978-4-334-73842-6
686 円〔本体〕+税 

*9784334738426*

 

あの商店街の、本屋の、小さな奥さんのお話。(花とゆめコミックススペシャル) 
高橋しん 著 
白泉社 
朝日新聞 2014/01/19 

2013:12. / 216p 
978-4-592-21714-5
638 円〔本体〕+税 

*9784592217145*

 

「辺境」からはじまる～東京/東北論～ 
赤坂 憲雄/ 小熊 英二/ 山下 祐介 著 
明石書店 
3・11 後に東北の展望をどこに見出すか考える 
朝日新聞 2014/01/19 

2012:05. / 356p 
978-4-7503-3588-9
1,800 円〔本体〕+税

*9784750335889*
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うな丼の未来～ウナギの持続的利用は可能か～ 
東アジア鰻資源協議会日本支部 編 
青土社 
ウナギの持続的利用は可能か？2013 年 7 月丑の日、東大で行われた各分野の専門

家が一堂に会した公開シンポジウムを完全書籍化！ 
朝日新聞 2014/01/19 

2013:10. / 275p,3p 
978-4-7917-6737-3
1,900 円〔本体〕+税

*9784791767373*

 

本を読む人のための書体入門(星海社新書 40) 
正木 香子 著 
講談社 
書体によって文字や文章の印象はまるで違ったものになる。書体の選び方・味わい方

を理解して、伝え方と読み方を変えるための書体入門 
朝日新聞 2014/01/19 

2013:11. / 206p 
978-4-06-138541-2
820 円〔本体〕+税 

*9784061385412*

 

蛍の森 
石井 光太 著 
新潮社 
四国で発生した謎の連続失踪事件。真相が解明される時、六十年前の「差別」の狂気

が蘇る――人の心の 暗部を抉る社会派ミステリー！ 
朝日新聞 2014/01/19 

2013:11. / 412p 
978-4-10-305454-2
1,700 円〔本体〕+税

*9784103054542*

 

国境 完全版 
黒川 創 著 
河出書房新社 
国と国のあいだに生きる人びとの息づかいの中からだけ見える世界の真実。画期的な

漱石論の書き下ろしなどを加えて復活させた決定版。 
朝日新聞 2014/01/19 

2013:10. / 427p 
978-4-309-02217-8
3,600 円〔本体〕+税

*9784309022178*

 

日本人の神(河出文庫 お 31-1) 
大野 晋 著 
河出書房新社 
日本語「神」とは、どのような言葉だったのか？ Ｇｏｄや仏とはどう違うのか？ 言葉の

由来とともに日本人の精神史を探求した名著。 
朝日新聞 2014/01/19 

2013:12. / 229p 
978-4-309-41265-8
620 円〔本体〕+税 

*9784309412658*

 

階級都市～格差が街を侵食する～(ちくま新書 937） 
橋本 健二 著 
筑摩書房 
街には格差があふれている。古くは「山の手」「下町」と身分によって分断されていた

が、現在もその構図は変わっていない。宿命づけられた階級都市のリアルに迫る。 
朝日新聞 2014/01/19 

2011:12. / 270p 
978-4-480-06636-7
840 円〔本体〕+税 

*9784480066367*

 

性と法律～変わったこと、変えたいこと～(岩波新書 新赤版 1461) 
角田 由紀子 著 
岩波書店 
離婚、親権、DV、賃金差別、性暴力、セクハラ…。40 年近く弁護士としてさまざまなケ

ースに携わってきた著者が、性をめぐる法の問題点を明らかにし、未来に向けて提言

する。 
朝日新聞 2014/01/19 

2013:12. / 
4p,259p,5p 
978-4-00-431461-5
820 円〔本体〕+税 

*9784004314615*
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テレビの伝説～長寿番組の秘密～(文春文庫 編 3-19) 
文藝春秋 編 
文藝春秋 
誰もが知ってる「あの番組」の誰も知らない話。「大河ドラマ」「紅白歌合戦」「水戸黄門」

「笑点」……テレビ史に燦然と輝く国民的長寿番組の秘密を、出演者たちが赤裸々に

語る！ 
朝日新聞 2014/01/19 

2013:12. / 254p 
978-4-16-721799-0
540 円〔本体〕+税 

*9784167217990*

 

東京は郊外から消えていく!～首都圏高齢化・未婚化・空き家地図～(光文社新書 
595) 
三浦 展 著 
光文社 
人口激減、空き家率 40%時代-。ゴーストタウン化をどう避ける? 居住地 29 ブロック別

に、住民の意識と行動を徹底調査。東京圏をモデルに、都市再生のキーワードを提言

する。 
朝日新聞 2014/01/19 

2012:08. / 206p 
978-4-334-03698-0
800 円〔本体〕+税 

*9784334036980*

 

ひとりの体で<上> 
ジョン・アーヴィング/ 小竹 由美子 著 
新潮社 
美しい図書館司書に恋した少年は、ハンサムで冷酷なレスリング選手にも惹かれてい

た…。不安と憧れの間で揺れ動きながら、少年は自らの性を発見してゆく。ある小説家

の半世紀にわたる生と性の物語。 
朝日新聞 2014/01/19 

2013:10. / 334p 
978-4-10-519115-3
2,000 円〔本体〕+税

*9784105191153*

 

ひとりの体で<下> 
ジョン・アーヴィング/ 小竹 由美子 著 
新潮社 
友人たちも、姿を消した父も、それぞれに性の秘密を抱えていた-。性的少数者(セクシ

ュアル・マイノリティ)たちが教えてくれた、さまざまな愛のかたち。ある小説家の半世紀

にわたる生と性の物語。 
朝日新聞 2014/01/19 

2013:10. / 361p 
978-4-10-519116-0
2,000 円〔本体〕+税

*9784105191160*

 

世界の路面電車ビジュアル図鑑 
杉田 紀雄 著 
北海道新聞社 
エジプト、ドイツ、カナダ、オランダ、フランス、日本…。世界 50 か国 415 都市の多種多

彩な路面電車を、写真点数オールカラー2700 枚以上の圧倒的なビジュアルで一挙に

紹介する。巻末に地図も収録。 
朝日新聞 2014/01/19 

2013:11. / 447p 
978-4-89453-709-5
2,700 円〔本体〕+税

*9784894537095*

 

都市はなぜ魂を失ったか～ジェイコブズ後のニューヨーク論～ 
シャロン・ズーキン/ 内田 奈芳美/ 真野 洋介 著 
講談社 
ジェイン・ジェイコブズの大ベストセラー「アメリカ大都市の死と生」後のニューヨークを観

察してきた著者による、都市の本質についての考察。なぜ都市は魂を失ってしまったの

か？ 都市論の新たなバイブルが誕生。 
朝日新聞 2014/01/19 

2012:12. / 7p,382p 
978-4-06-157301-7
3,800 円〔本体〕+税

*9784061573017*
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来るべき民主主義～小平市都道 328 号線と近代政治哲学の諸問題～(幻冬舎新書 
こ-18-1) 
國分 功一郎 著 
幻冬舎 
半世紀も前に作られた道路計画を見直してほしいという住民の声が行政に届かない。

こんな社会がなぜ「民主主義」なのか? 小平市の住民運動に飛び込んだ哲学者が、実

践と深い思索をとおして描き出す、新しい社会の構想。 
朝日新聞 2014/01/19 

2013:09. / 254p 
978-4-344-98316-8
780 円〔本体〕+税 

*9784344983168*

 

浸透する教養～江戸の出版文化という回路～ 
鈴木 健一 編 
勉誠出版 
出版文化の隆盛とともに、「教養」が庶民層へと「浸透」していった近世日本。「知」の形

成と伝播は如何になされたのか。教養の「図像化」「リストアップ」「解説」の 3 つを軸に、

近世文学と文化の価値を捉え直す論文集。 
朝日新聞 2014/01/19 

2013:11. / 5p,456p 
978-4-585-29061-2
7,000 円〔本体〕+税

*9784585290612*

 

NHK 連続テレビ小説ごちそうさんレシピブック 
NHK ドラマ制作班/ 広里 貴子 著 
朝日新聞出版 
巨大オムレツ、赤茄子ご飯、スコッチエッグ、とろろ納豆餡の袋揚げ…。NHK 連続テレ

ビ小説「ごちそうさん」の第 1?13 週のレシピの中から、ストーリーの鍵を握るもの、現場

で好評だったものなどを厳選して紹介します。 
朝日新聞 2014/01/19 

2013:12. / 126p 
978-4-02-251133-1
1,300 円〔本体〕+税

*9784022511331*

 

「流域地図」の作り方～川から地球を考える～(ちくまプリマー新書 205) 
岸 由二 著 
筑摩書房 
近所の川の水の流れを追って「流域地図」を作ってみよう。すると、大地の連なりから、

都市と自然の共存まで見えてくる。流域地図を手がかりとして、地域の自然の保全や、

災害への対策、地球的規模の環境問題などを考える。 
朝日新聞 2014/01/19 

2013:11. / 156p 
978-4-480-68907-8
740 円〔本体〕+税 

*9784480689078*

 

コードネームを忘れた男<下>(新潮文庫 ト-22-4) 
キース・トムスン 著 
新潮社 
チャーリーは、アリスを救うべく、核爆弾が隠してあるというカリブ海のマルティニーク島

に向かった。しかし、次から次へと何者かに襲撃され、もはや敵と味方の区別さえつか

ない。ドラモンドは、大胆不敵な行動に出るが…。 
朝日新聞 2014/01/19 

2013:11. / 287p 
978-4-10-217684-9
590 円〔本体〕+税 

*9784102176849*

 

現場主義の競争戦略～次代への日本産業論～(新潮新書 549) 
藤本 隆宏 著 
新潮社 
数字だけの経営分析や根拠のない製造業悲観論を真に受けてはならない。「現場」は

常に忍耐強く、能力向上を続けているのだ-。実証経営学の第一人者が語る現場発の

日本産業論。『経済倶楽部講演録』所収を大幅に加筆・改稿。 
朝日新聞 2014/01/19 

2013:12. / 221p 
978-4-10-610549-4
720 円〔本体〕+税 

*9784106105494*
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ヘンリー・ダーガー非現実を生きる(コロナ・ブックス 188) 
小出 由紀子 著 
平凡社 
ヘンリー・ダーガーは 60 年にわたり、絵物語「非現実の王国で」を独りで描き続けた。

自伝・物語の抜粋から、驚異の絵物語と、それを生み出した孤独な人生が交錯するさ

まに迫る。パノラマページ、グロテスクなイラストあり。 
朝日新聞 2014/01/19 

2013:12. / 151p 
978-4-582-63477-8
1,900 円〔本体〕+税

*9784582634778*

 

高校中退～不登校でも引きこもりでもやり直せる！～(宝島社新書 432) 
杉浦 孝宣 著 
宝島社 
不登校・高校中退者の支援活動を行う塾講師が、高校を中退しても「中退者を受け入

れる転入・編入先がある」ことを、多くの実例とともに紹介する。立ち直った本人やその

保護者のインタビュー動画を試聴できる QR コード付き。 
朝日新聞 2014/01/19 

2014:01. / 221p 
978-4-8002-2139-1
762 円〔本体〕+税 

*9784800221391*

 

コードネームを忘れた男<上>(新潮文庫 ト-22-3) 
キース・トムスン 著 
新潮社 
物忘れがひどくなった CIA 工作員ドラモンドは、ある組織に追われていた。彼は、息子

チャーリー、その恋人アリスと共にスイスへと逃亡。だが、アリスが何者かに誘拐されて

しまう。犯人の要求は、小型核爆弾の隠し場所で…。 
朝日新聞 2014/01/19 

2013:11. / 297p 
978-4-10-217683-2
630 円〔本体〕+税 

*9784102176832*

 

ノボさん～小説正岡子規と夏目漱石～ 
伊集院 静 著 
講談社 
明治 20 年、べーすぼーるに夢中の青年、正岡子規は、東大予備門で夏目漱石と運

命的な出逢いを果たす。生命をかけた文学への挑戦、友への愛…。夢の中を走り続け

た 2 人の姿を描いた青春小説。『小説現代』掲載を単行本化。 
朝日新聞 2014/01/19、産経新聞 2014/01/26、朝日新聞 2014/01/26 

2013:11. / 404p 
978-4-06-218668-1
1,600 円〔本体〕+税

*9784062186681*

 

政治の起源～人類以前からフランス革命まで～<上> 
フランシス・フクヤマ/ 会田 弘継 著 
講談社 
政治制度が機能し、秩序や安定が生まれるためには何が必要なのか。政治制度発展

と衰退の歴史的パターンを広範に考察。上は、「国家以前」「国家建設」を扱う。 
朝日新聞 2014/01/19、読売新聞 2014/01/26 

2013:11. / 378p 
978-4-06-217150-2
2,800 円〔本体〕+税

*9784062171502*

 

政治の起源～人類以前からフランス革命まで～<下> 
フランシス・フクヤマ/ 会田 弘継 著 
講談社 
政治制度が機能し、秩序や安定が生まれるためには何が必要なのか。政治制度発展

と衰退の歴史的パターンを広範に考察。下は、「法の支配」「政府の説明責任」等を扱

う。 
朝日新聞 2014/01/19、読売新聞 2014/01/26 

2013:12. / 365p 
978-4-06-217151-9
2,700 円〔本体〕+税

*9784062171519*
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赤頭巾ちゃん気をつけて(新潮文庫 し-73-1) 
庄司 薫 著 
新潮社 
学生運動の煽りで入試が中止という災難に見舞われた高校 3 年の薫。愛犬が死に、幼

馴染の由美と絶交し、踏んだり蹴ったりの 1 日がスタートするが…。青年の目で現代日

本に通底する価値観の揺らぎを直視した 60 年代の青春小説。 
朝日新聞 2014/01/19、毎日新聞 2014/01/26 

2012:03. / 198p 
978-4-10-138531-0
460 円〔本体〕+税 

*9784101385310*

 

パン屋のこびととハリネズミ～ふしぎな 11 のおとぎ話～ 
アニー・M.G.シュミット/ 西村 由美/ たちもと みちこ 著 
徳間書店 
パン屋にすんでいるパン生地のこびとが機嫌をそこねたら、さあ大変! パン種がハリネ

ズミに変わってしまい…。オランダの国民的作家による、ちょっぴりふしぎな 11 のお話

を収録。 
朝日新聞 2014/01/25 

2013:11. / 206p 
978-4-19-863709-5
1,400 円〔本体〕+税

*9784198637095*

 

星空ロック 
那須田 淳 著 
あすなろ書房 
「レオ、おまえは、おまえのロックをやれ!」 亡き友の言葉を胸に、夏休みにひとり、ベル

リンにやってきたレオ。右も左もわからない街で、レオは友との約束を果たすことができ

るのか? 14 歳ギター少年の青春ラプソディ。 
朝日新聞 2014/01/25 

2013:12. / 239p 
978-4-7515-2228-8
1,400 円〔本体〕+税

*9784751522288*

 

伊勢神宮の衣食住(角川ソフィア文庫)  
矢野 憲一 著 
角川学芸出版 
朝日新聞 2014/01/26 

2008:04. / ２５２ｐ 
978-4-04-408301-4
705 円〔本体〕+税 

*9784044083014*

 

風の中のマリア(講談社文庫 ひ 43-3) 
百田 尚樹 著 
講談社 
朝日新聞 2014/01/26 

2011:07. / 313p 
978-4-06-276921-1
552 円〔本体〕+税 

*9784062769211*

 

斜陽 改版(新潮文庫)  
太宰 治 著 
新潮社 
朝日新聞 2014/01/26 

2003:05. / ２４４ｐ 
978-4-10-100602-4
340 円〔本体〕+税 

*9784101006024*

 

暗夜行路 改版(新潮文庫)  
志賀 直哉 著 
新潮社 
朝日新聞 2014/01/26 

2007:08. / ６４６ｐ 
978-4-10-103007-4
890 円〔本体〕+税 

*9784101030074*
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狂気の偽装～精神科医の臨床報告～(新潮文庫)  
岩波 明 著 
新潮社 
朝日新聞 2014/01/26 

2008:10. / ３１６ｐ 
978-4-10-130572-1
520 円〔本体〕+税 

*9784101305721*

 

料理歳時記 改版(中公文庫)  
辰巳 浜子 著 
中央公論新社 
朝日新聞 2014/01/26 

2002:09. / ２３８ｐ 
978-4-12-204093-9
724 円〔本体〕+税 

*9784122040939*

 

銀座にはなぜ超高層ビルがないのか～まちがつくった地域のルール～(平凡社新書 
706) 
竹沢 えり子 著 
平凡社 
銀座の再開発をめぐる商店街の奮闘を紹介 
朝日新聞 2014/01/26 

2013:11. / 239p 
978-4-582-85706-1
800 円〔本体〕+税 

*9784582857061*

 

白洲正子～ひたすら確かなものが見たい～ 
挾本 佳代 著 
平凡社 
白洲正子が追い求めた確かな日本の姿とは? 
朝日新聞 2014/01/26 

2013:11. / 234p 
978-4-582-83636-3
1,800 円〔本体〕+税

*9784582836363*

 

鮭鱸鱈鮪食べる魚の未来～最後に残った天然食料資源と養殖漁業への提言～ 
ポール・グリーンバーグ/ 夏野 徹也 著 
地人書館 
世界の漁業資源保護と養殖漁業の現状を描く 
朝日新聞 2014/01/26 

2013:11. / 347p 
978-4-8052-0867-0
2,400 円〔本体〕+税

*9784805208670*

 

昭和史<戦後篇> １９４５－１９８９(平凡社ライブラリー)  
半藤 一利 著 
平凡社 
わかりやすい通史の決定版、「昭和史」完結篇 
朝日新聞 2014/01/26 

2009:06. / ６１２ｐ 
978-4-582-76672-1
900 円〔本体〕+税 

*9784582766721*

 

昭和史～１９２６－１９４５～(平凡社ライブラリー)  
半藤 一利 著 
平凡社 
わかりやすい通史の決定版、待望のライブラリー化 
朝日新聞 2014/01/26 

2009:06. / ５４６ｐ 
978-4-582-76671-4
900 円〔本体〕+税 

*9784582766714*
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灯をともす言葉 
花森 安治/ 土井 藍生 著 
河出書房新社 
「美」「世の中」「暮し」「戦争」――昭和の異才が、物事の本質をつらぬく。時代を超え、

今こそ読み継がれるべき言葉たち。 
朝日新聞 2014/01/26 

2013:07. / 197p 
978-4-309-02195-9
1,300 円〔本体〕+税

*9784309021959*

 

生命とリズム(河出文庫 み 20-2) 
三木 成夫 著 
河出書房新社 
「イッキ飲み」「朝寝坊」への宇宙レベルのアプローチから「生命形態学」の原点までを

収録。「三木生命学」のエッセンスを凝縮。 
朝日新聞 2014/01/26 

2013:12. / 307p 
978-4-309-41262-7
850 円〔本体〕+税 

*9784309412627*

 

呵呵大将～我が友、三島由紀夫～ 
竹邑 類 著 
新潮社 
イタズラ大好きで権力大嫌い、ガキ大将みたいに無邪気なマブダチだった三島さんと

の交遊を、老演出家となった著者が初めて活写する。 
朝日新聞 2014/01/26 

2013:11. / 162p 
978-4-10-334851-1
1,400 円〔本体〕+税

*9784103348511*

 

わたしが正義について語るなら(ポプラ新書 011) 
やなせ たかし 著 
ポプラ社 
正義を生きるのは大変だけれども、その中で僕たちが目指すべき正義とは…。やなせ

たかしが、アンパンマンや、たくさんのキャラクターを書く中で考えてきたことを語る。 
朝日新聞 2014/01/26 

2013:12. / 158p 
978-4-591-13735-2
780 円〔本体〕+税 

*9784591137352*

 

転換期の日本へ～「パックス・アメリカーナ」か「パックス・アジア」か～(NHK 出版新書 
423) 
ジョン・W.ダワー/ ガバン・マコーマック 著 
ＮＨＫ出版 
領土紛争から、沖縄と基地、憲法改正、集団的自衛権、核と原発、歴史認識問題ま

で。戦後日本の「負の遺産」をどう解決すべきか。2 人の歴史家が、日本の取るべき方

向性を提示する。 
朝日新聞 2014/01/26 

2014:01. / 311p 
978-4-14-088423-2
860 円〔本体〕+税 

*9784140884232*

 

日本政治史～外交と権力～ 
北岡 伸一 著 
有斐閣 
近代日本における外交と権力の相互作用とは? 幕末の西洋との出会いから冷戦の終

焉まで、130 年余りの日本政治を、対外問題とそれに対する日本の権力の対応を中心

に分析・考察する。 
朝日新聞 2014/01/26 

2011:04. / 14,328p 
978-4-641-04993-2
1,900 円〔本体〕+税

*9784641049932*
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母という病(ポプラ新書 017) 
岡田 尊司 著 
ポプラ社 
母親との関係は、他のすべての対人関係や恋愛、子育て、うつ、依存症などの精神的

な問題の要因ともなる。母という病に向き合い、不幸の根を断ち切り、そこから回復する

ための手がかりを提供する。 
朝日新聞 2014/01/26 

2014:01. / 326p 
978-4-591-13777-2
780 円〔本体〕+税 

*9784591137772*

 

舞台 
西 加奈子 著 
講談社 
ニューヨークを訪れた 29 歳の葉太は、滞在初日で盗難に遭い、無一文に。虚栄心と

羞恥心に縛られた葉太は、助けを求めることすらできないまま、マンハッタンを彷徨う羽

目に…。『群像』掲載を単行本化。 
朝日新聞 2014/01/26 

2014:01. / 186p 
978-4-06-218708-4
1,400 円〔本体〕+税

*9784062187084*

 

ヴェルヌの『八十日間世界一周』に挑む～4 万 5 千キロを競ったふたりの女性記者～ 
マシュー・グッドマン/ 金原 瑞人/ 井上 里 著 
柏書房 
19 世紀、ジュール・ヴェルヌの小説を現実のものにした記者がいた-。近代技術の黎明

期に、蒸気船、蒸気機関車を乗り継いで世界を巡ったジャーナリスト、ネリー・ブライと

エリザベス・ビズランドの物語。 
朝日新聞 2014/01/26 

2013:11. / 605p 図

版 16p 
978-4-7601-4298-9
2,800 円〔本体〕+税

*9784760142989*

 

BANKSY YOU ARE AN ACCEPTABLE LEVEL OF THREAT 
BANKSY/ パトリック・ポッター/ 毛利 嘉孝/ 鈴木 沓子 著, BANKSY/ パトリック・ポ

ッター/ ギャリー・ショーヴ 編 
パルコエンタテインメント事業部 
図像やデザイン、コミュニケーションを用いて、権力の大部分がどれほど茶番なのかを

示す「ストリート・アートの思想家」バンクシーのグラフィティ・アート作品集。バンクシー

の核心に迫る作品解説も収録。 
朝日新聞 2014/01/26 

2013:12. / 1 冊(ペ
ージ付なし) 
978-4-86506-050-8
2,800 円〔本体〕+税

*9784865060508*

 

僕らの人生を変えた世界一周～その旅、夢で終わらせない。～ 
TABIPPO 編 
いろは出版 
マンハッタンで流す涙、ガンジス河で感じた生と死、イランの小さな家族が勇気づけてく

れた未来…。世界一周で人生を変えた 15 人の体験談をはじめ、世界一周者が撮影し

た写真や、みやげ話などを収録する。 
朝日新聞 2014/01/26 

2013:12. / 344p 
978-4-902097-63-4
1,500 円〔本体〕+税

*9784902097634*

 

芦原英幸正伝 
小島 一志/ 小島 大志 著 
新潮社 
伝説の天才空手家・芦原英幸から生前、唯一人だけ取材を許されたルポルタージュ作

家・小島一志が、その濃密なる 10 年の交流をもとに執筆した“魂の評伝”。一志の息

子・大志による「芦原英幸探究録」も収録。 
朝日新聞 2014/01/26 

2013:12. / 445p 
978-4-10-301453-9
2,000 円〔本体〕+税

*9784103014539*
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ケネディ暗殺 ウォーレン委員会 50 年目の証言<上> 
フィリップ・シノン/ 村上 和久 著 
文藝春秋 
初めて開示された文書、私信、そして初めて口を開いた人々…。ケネディ暗殺の真相

を調査したウォーレン委員会の元スタッフが全面協力。元ニューヨーク・タイムズの調査

報道記者がケネディ暗殺事件を再調査する。 
朝日新聞 2014/01/26 

2013:11. / 428p 図

版 16p 
978-4-16-376880-9
1,600 円〔本体〕+税

*9784163768809*

 

なぜ男は女より早く死ぬのか～生物学から見た不思議な性の世界～(SB 新書 244) 
若原 正己 著 
SB クリエイティブ 
なぜ男は女より早く死ぬのか、なぜ男は女より体が大きいのか…。ゾウリムシのような微

小な生物から昆虫、爬虫類、哺乳類に至るまで、さまざまな生物の性の仕組みを紹介

しながら、ヒトの性の不思議を解き明かす。 
朝日新聞 2014/01/26 

2013:12. / 230p 
978-4-7973-7530-5
730 円〔本体〕+税 

*9784797375305*

 

血の轍(幻冬舎文庫 あ-38-2) 
相場 英雄 著 
幻冬舎 
絞殺体で見つかった元刑事は、国家を揺るがす、ある事件の真相を?んでいた。事件を

詳らかにしたい刑事部と、闇に葬りたい公安部の熾烈な争いが勃発する。刑事たちを

突き動かすのは正義か、威信か、それとも憎悪か…。 
朝日新聞 2014/01/26 

2013:11. / 524p 
978-4-344-42114-1
762 円〔本体〕+税 

*9784344421141*

 

「人間失格」殺人事件(実業之日本社文庫 よ 1-6) 
吉村 達也 著 
実業之日本社 
太宰と同じ津軽出身の大学生・谷明人は、過激な環境テロ活動に走る。第一の犠牲者

は、大企業を経営する彼の実父だった。さらに明人は首都圏テロを予告するが、その

裏では、太宰ファンの少女が相次いで失踪しており…。 
朝日新聞 2014/01/26 

2013:12. / 380p 
978-4-408-55153-1
648 円〔本体〕+税 

*9784408551531*

 

嫌われる勇気～自己啓発の源流「アドラー」の教え～ 
岸見 一郎/ 古賀 史健 著 
ダイヤモンド社 
どうすれば人は幸せに生きることができるかという哲学的な問いに、きわめてシンプル

かつ具体的な答えを提示する「アルフレッド・アドラーの思想(アドラー心理学)」につい

て、青年と哲人の対話形式を用いてまとめる。 
朝日新聞 2014/01/26 

2013:12. / 294p 
978-4-478-02581-9
1,500 円〔本体〕+税

*9784478025819*

 

幻の東京オリンピック～1940 年大会招致から返上まで～(講談社学術文庫 2213) 
橋本 一夫 著 
講談社 
1940 年のオリンピック東京大会はなぜ返上に追い込まれたのか。ヒトラー、ムソリーニま

で巻き込んだ招致合戦、沸き上がる大会ボイコットの動きなど、戦争と政治に翻弄され

た五輪の悲劇と、尽力した人々の苦悩を描く。 
朝日新聞 2014/01/26 

2014:01. / 284p 
978-4-06-292213-5
960 円〔本体〕+税 

*9784062922135*
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ケネディ暗殺 ウォーレン委員会 50 年目の証言<下> 
フィリップ・シノン/ 村上 和久 著 
文藝春秋 
コールマンたちは、オズワルドの愛人と言われていた女性に注目する…。ケネディ暗殺

の真相を調査したウォーレン委員会の元スタッフが全面協力。元ニューヨーク・タイムズ

の調査報道記者がケネディ暗殺事件を再調査する。 
朝日新聞 2014/01/26 

2013:11. / 412p 図

版 16p 
978-4-16-376890-8
1,600 円〔本体〕+税

*9784163768908*

 

医学的根拠とは何か(岩波新書 新赤版 1458) 
津田 敏秀 著 
岩波書店 
日本では医学的根拠の混乱が続いている。混乱の元は、経験重視の直感派医師と、

研究重視のメカニズム派医師。臨床データの統計学的分析という世界的に確立した方

法が、なぜ日本では広まらないのか。医学専門家のあり方を問う。 
朝日新聞 2014/01/26 

2013:11. / 
8p,190p,5p 
978-4-00-431458-5
720 円〔本体〕+税 

*9784004314585*

 

ポエムに万歳! 
小田嶋 隆 著 
新潮社 
北朝鮮ばりのニュース朗読に説教くさい五輪招致コピー、野放図な自分語りはもはや

私生活ストリップ。名物コラムニストが日本にあふれる“鳥肌ものポエム”について語る。

麻生哲朗との対談も収録。『新潮 45』連載等を書籍化。 
朝日新聞 2014/01/26 

2013:12. / 223p 
978-4-10-334951-8
1,300 円〔本体〕+税

*9784103349518*

 

本を愛しすぎた男～本泥棒と古書店探偵と愛書狂～ 
アリソン・フーヴァー・バートレット/ 築地 誠子 著 
原書房 
希少古書のみ数百冊を巧妙な手口で盗み続けた「本を愛しすぎた男」と、彼を追う古書

店主にして熱血素人探偵のデッドヒート！ 古今東西の本泥棒たちの驚きのエピソード

も交えて描く、古書をめぐる手に汗握るノンフィクション。 
朝日新聞 2014/01/26 

2013:11. / 270p 
978-4-562-04969-1
2,400 円〔本体〕+税

*9784562049691*

 

日本という国 増補改訂(よりみちパン!セ P000) 
小熊 英二/ 100%ORANGE 著 
イーストプレス 
近代日本のはじまりから、学歴社会の成立、戦後のアメリカやアジアとの関係、憲法改

正、自衛隊の海外派遣まで、みずから「学ぶ」ということの意味に触れながら、今につな

がる「歴史」を知り、未来を探るための刺激的な近代史。 
朝日新聞 2014/01/26 

2011:07. / 200p 
978-4-7816-9000-1
1,200 円〔本体〕+税

*9784781690001*

 

お菓子でたどるフランス史(岩波ジュニア新書 757) 
池上 俊一 著 
岩波書店 
文化立国フランスを彩る数々の宝刀の中でも、ひときわ輝きを放ち、世界の人々を甘く

魅了してきた「お菓子」。フランスの歴史を、それぞれの時代のフランス人の魂が映し出

されている「お菓子」でたどる。 
朝日新聞 2014/01/26、読売新聞 2014/01/26 

2013:11. / 
7p,224p,4p 
978-4-00-500757-8
880 円〔本体〕+税 

*9784005007578*



 22  

 

タマサイ 
星川 淳 著 
南方新社 
青い石が語る祖霊たちの声-。古くて新しい「海の道」を、鉄砲伝来時代の種子島の少

年・龍太と、現代の語り手・由季を通して描く。「ベーリンジアの記憶」続編。 
東京・中日新聞 2014/01/12 

2013:11. / 261p 
978-4-86124-283-0
1,800 円〔本体〕+税

*9784861242830*

 

叛乱の時代～ペンが挑んだ現場～ 
土屋 達彦 著 
トランスビュー 
学生が個人で参加し、市民が応援し、燃え上がった運動は、なぜ瞬く間に鎮火し、崩

壊したのか。佐世保、王子、成田の反対闘争から、全共闘運動、国際テロ事件まで、騒

然たる時代の現場を取材し続けたドキュメント。 
東京・中日新聞 2014/01/12 

2013:11. / 355p 
978-4-7987-0143-1
2,200 円〔本体〕+税

*9784798701431*

 

爛 
瀬戸内 寂聴 著 
新潮社 
83 歳になる人形作家・上原眸の元に、友人の茜が死亡したとの報せが届く。折にふれ

茜のいま夢中になっている情事について聞かされてきた眸は、40 年に及ぶ 2 人のつき

あいに思いを馳せ…。『新潮』掲載を単行本化。 
東京・中日新聞 2014/01/12 

2013:12. / 249p 
978-4-10-311224-2
1,500 円〔本体〕+税

*9784103112242*

 

戦争という見世物～日清戦争祝捷大会潜入記～(叢書・知を究める 2) 
木下 直之 著 
ミネルヴァ書房 
日清戦争の勝利に東京中が沸いた明治 27 年、上野公園で開催された「祝捷大会」へ

とタイムスリップ。川上音二郎一座による野外劇、清国軍艦の撃沈劇、ハリボテの凱旋

門など、その様相を見せ物研究の第一人者がレポートする。 
東京・中日新聞 2014/01/12 

2013:10. / 
16p,255p,2p 
978-4-623-06787-9
2,800 円〔本体〕+税

*9784623067879*

 

本ってなんだったっけ?～紙の本の未来を考える～ 
森 彰英/ 「週刊読書人」取材チーム 著 
北辰堂出版 
いま本はどうなっているのか-。果たして、紙の本 VS 電子書籍の構図でいいのだろう

か。不振を続ける出版界を徹底的に取材・検証して、紙の本の未来を占う。 
東京・中日新聞 2014/01/19 

2013:12. / 439p 
978-4-86427-170-7
2,300 円〔本体〕+税

*9784864271707*

 

濱口雄幸伝<下巻> 
今井 清一 著 
朔北社 
昭和初期の政党政治時代。自己の責任を担って立つ濱口首相は国民の信望をかちえ

て金解禁を実行し、海軍軍縮条約の締結にこぎつけた。しかし、東京駅で拳銃で撃た

れ…。国民の信頼を集めた稀有な政治家・濱口雄幸の伝記。 
東京・中日新聞 2014/01/19 

2013:12. / 392p 
978-4-86085-104-0
2,000 円〔本体〕+税

*9784860851040*
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彗星的思考～アンダーグラウンド群衆史～ 
平井 玄 著 
平凡社 
2011 年に始まる日々を「逆なで」したい。日付を辿り直しながら、地下を掘り進んで別の

場所に出たい-。惑星の秩序を無視し唐突に飛来する彗星の如く何かが始まる。絶望

的なまでに 低な状況を生き抜くための蜂起の精神史。 
東京・中日新聞 2014/01/19 

2013:11. / 265p 
978-4-582-70298-9
2,400 円〔本体〕+税

*9784582702989*

 

濱口雄幸伝<上巻> 
今井 清一 著 
朔北社 
濱口雄幸は大蔵官僚から政治家に転身した時、選挙の洗礼を受ける衆議院議員の道

を選んだ。大正 6 年、2 度目の総選挙で落選しても、濱口は一党員として黙々と党務

に励んだ…。国民の信頼を集めた稀有な政治家・濱口雄幸の伝記。 
東京・中日新聞 2014/01/19 

2013:12. / 478p 
978-4-86085-103-3
2,200 円〔本体〕+税

*9784860851033*

 

憲法と、生きる 
東京新聞社会部 編 
岩波書店 
憲法は戦後の平和を保障し、人権の実現を求める人々を支えてきた。今必要なのは、

憲法を変えることではなく、憲法を生かすことではないか。東京新聞社の記者たちが、

沖縄や福島などを取り上げ、人々の憲法への思いを取材する。 
東京・中日新聞 2014/01/19 

2013:12. / 14p,199p
978-4-00-022797-1
1,800 円〔本体〕+税

*9784000227971*

 

忠臣蔵まで～「喧嘩」から見た日本人～ 
野口 武彦 著 
講談社 
太平の世にあっては、暴力と自力救済の世界が忠義の論理に吸収されねばならない。

戦国から江戸への転換を「喧嘩」を通して描きだす。 
東京・中日新聞 2014/01/26 

2013:12. / 285p 
978-4-06-218674-2
2,200 円〔本体〕+税

*9784062186742*

 

一私小説書きの日乗<憤怒の章> 
西村 賢太 著 
KADOKAWA 
行きつけの飲み屋で酒を呑み、編集者と打ち合わせ、新作の執筆にいそしむ。あこが

れの人との邂逅に心ときめかせ、そして愚昧な人々に怒りを爆発させる。現代の私小説

家、西村賢太の虚飾無き怒りの日々の記録。 
東京・中日新聞 2014/01/26 

2013:12. / 246p 
978-4-04-110636-5
1,600 円〔本体〕+税

*9784041106365*

 

寒灯・腐泥の果実(新潮文庫 に-23-6) 
西村 賢太 著 
新潮社 
初めて、恋人との正月を迎える貫多。だが些細な行き違いから険悪な雰囲気になり、大

晦日の夜ついに爆発する。2 人の新生活に垂れ込める暗雲の行方は…。「寒灯」「腐泥

の果実」など全 4 篇を収録した私小説集。 
東京・中日新聞 2014/01/26 

2013:11. / 179p 
978-4-10-131286-6
400 円〔本体〕+税 

*9784101312866*
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友 臼井吉見と古田晁と～出版に情熱を燃やした生涯～ 
柏原 成光 著 
紅書房 
唐木順三が「運命相互体」と名づけた臼井吉見と古田晁の友情は、中学時代から始ま

る。その友情は、1940 年に船出した筑摩書房を舞台に、戦中・戦後の激動する出版界

の中で古田の急死まで続く。波乱に満ちた二人の軌跡を辿る。 
東京・中日新聞 2014/01/26 

2013:11. / 243p 
978-4-89381-290-2
2,000 円〔本体〕+税

*9784893812902*

 

眠りの庭 
千早 茜 著 
KADOKAWA 
白い肌に、長い髪、そして細い身体。彼女に関わる男たちは、みないつのまにか魅了

されていく。そしてやがて明らかになる彼女に隠された真実。2 つの物語がひとつにつ

ながったとき、衝撃の真実が明らかになる。 
東京・中日新聞 2014/01/26、読売新聞 2014/01/26 

2013:11. / 228p 
978-4-04-110612-9
1,500 円〔本体〕+税

*9784041106129*

 

上岡龍太郎話芸一代 
戸田 学 著 
青土社 
上岡龍太郎「ご挨拶」収録／付録 CD・「上岡流講談『ロミオとジュリエット』」 
読売新聞 2014/01/05 

2013:10. / 289p 
978-4-7917-6727-4
2,200 円〔本体〕+税

*9784791767274*

 

翻訳万華鏡 
池 央耿 著 
河出書房新社 
翻訳とは何か。翻訳大国「日本」を支えてきた著者が初めて明かす仕事の極意と翻訳

の醍醐味、読書の愉楽。瞠目のエッセイ！ 
読売新聞 2014/01/05 

2013:12. / 212p 
978-4-309-02240-6
1,800 円〔本体〕+税

*9784309022406*

 

白隠禅師～仏を求めて仏に迷い～(河出文庫 あ 23-1) 
秋月 龍珉 著 
河出書房新社 
坐禅和讃を唱え、人間臭い書画を交え、大地に根ざした庶民禅で、衆生を地獄の苦し

みから救おうとした白隠禅の絶好の入門書。 
読売新聞 2014/01/05 

2013:10. / 221p 
978-4-309-41251-1
760 円〔本体〕+税 

*9784309412511*

 

データを紡いで社会につなぐ～デジタルアーカイブのつくり方～(講談社現代新書 
2234) 
渡邉 英徳 著 
講談社 
長崎や広島の原爆の記録アーカイブ、東日本大震災デジタルアーカイブなどで注目

の著者が語る、「データをどう社会にいかすか」 
読売新聞 2014/01/05 

2013:11. / 268p 
978-4-06-288234-7
800 円〔本体〕+税 

*9784062882347*

 

座談の思想(新潮選書) 
鶴見 太郎 著 
新潮社 
座談には、大切な思想が隠されている――。菊池寛、柳田国男、丸山眞男らの対話の

記録から、近代日本思想史を捉え直す画期的評論。 
読売新聞 2014/01/05 

2013:11. / 319p 
978-4-10-603736-8
1,400 円〔本体〕+税

*9784106037368*
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勝負心(文春新書 950) 
渡辺 明 著 
文藝春秋 
羽生善治が も恐れる男。ゲンは担がない、将棋に運や調子は関係ない、すべて実力

…現役で唯一羽生善治と互角に渡り合うトップ棋士が勝負を制する極意を語る。 
読売新聞 2014/01/05 

2013:11. / 190p 
978-4-16-660950-5
750 円〔本体〕+税 

*9784166609505*

 

天使のひと言～わが子がくれた、言葉の贈り物～ 新版(祥伝社黄金文庫 G せ 1-3) 
全労済 編 
祥伝社 
「パパはおうちで一番えらいんだから、会社でえらくなんなくてもいいんだよ!」 子どもの

純粋で感性豊かな発想から生まれた、大人には想像もつかない 383 の「ひと言」を集

録。 
読売新聞 2014/01/05 

2013:12. / 251p 
978-4-396-31626-6
590 円〔本体〕+税 

*9784396316266*

 

愛ぬすびと 完全版 
藤子 不二雄 A 著 
復刊ドットコム 
若い独身女性を相手に、次々とハンティングを続ける青年。愛を盗む、その謎めいた行

為の目的は? 男女の恋愛心理の機微を、深くアダルトなタッチで描いた藤子不二雄 A
の異色コミック。 
読売新聞 2014/01/05 

2013:10. / 269p 
978-4-8354-4974-6
2,800 円〔本体〕+税

*9784835449746*

 

くいしんぼう(ちくま文庫 た 73-1) 
高橋 みどり 著 
筑摩書房 
一番の好物ってなんですか? 私は「のり」、そして「大根おろし」。外で食べるなら「寿

司」もいい…。気取らなくて本当においしい、スタイリスト高橋みどりのくいしんぼうな

日々を綴る。 
読売新聞 2014/01/05 

2013:11. / 191p 
978-4-480-43121-9
900 円〔本体〕+税 

*9784480431219*

 

その後の不自由～「嵐」のあとを生きる人たち～(シリーズケアをひらく)  
上岡 陽江/ 大嶋 栄子 著 
医学書院 
暴力をはじめとする理不尽な体験そのものを生き延びたその後、今度は生きつづける

ためにさまざまな不自由を抱える人たちの現実を描く。「普通の生活」の有り難さをめぐ

る当事者研究の 前線。 
読売新聞 2014/01/05 

2010:09. / ２６１ｐ 
978-4-260-01187-7
2,000 円〔本体〕+税

*9784260011877*

 

愛たずねびと 完全版 
藤子 不二雄 A 著 
復刊ドットコム 
流行作家の夫と別れた美貌のヒロイン、愛子。傷つきながらさすらう彼女に、真実の愛

はいつ訪れるのか? 男女の恋愛心理の機微を、深くアダルトなタッチで描いた藤子不

二雄 A の異色コミック。 
読売新聞 2014/01/05 

2013:12. / 287p 
978-4-8354-4975-3
2,800 円〔本体〕+税

*9784835449753*
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海女、このすばらしき人たち 
川口 祐二 著 
北斗書房（江戸川区） 
元祖「あまちゃん」、僅か 50 秒に命をかける。久慈小袖から玄界灘の小呂島まで、日本

各地の海女たち 18 人をたずねた聴き書き集。「万葉集」の海女、俳句に詠まれた海女

に関する考察も収録。 
読売新聞 2014/01/05 

2013:10. / 225p 
978-4-89290-025-9
1,600 円〔本体〕+税

*9784892900259*

 

「粗食」のきほん～ごはんと味噌汁だけ、あればいい～ 
佐藤 初女/ 幕内 秀夫/ 冨田 ただすけ 著 
ブックマン社 
健康になりたい。幸せになりたい。長生きしたい。そう願うのであれば、普通の食事をす

ればいい-。世代の違う 3 人が教えてくれる、「粗食」のきほん。珠玉の言葉と、春夏秋

冬のごはん&味噌汁レシピを紹介します。 
読売新聞 2014/01/05 

2013:10. / 223p 
978-4-89308-809-3
1,400 円〔本体〕+税

*9784893088093*

 

新結婚時代 
王 海鴒/ 陳 建遠/ 加納 安實 著 
日本僑報社 
都会で生まれ育った妻と農村出身の夫。その親族や周囲の人々の人間模様が、夫婦

の生活に波紋をもたらす…。北京を舞台に、現代中国の抱える都市・農村間の格差や

都会での貧富の格差などの問題を、軽快なタッチで描く。 
読売新聞 2014/01/05 

2013:09. / 361p 
978-4-86185-150-6
2,200 円〔本体〕+税

*9784861851506*

 

平和構築入門～その思想と方法を問いなおす～(ちくま新書 1033) 
篠田 英朗 著 
筑摩書房 
冷戦終結後も、世界各地で武力紛争が絶えない。平和は本当に構築できるものなの

か。平和構築の方法や思想を根源から問いなおし、目まぐるしく変わる平和構築の実

際的手法を解説。その背景にある考え方を体系的に描き出す。 
読売新聞 2014/01/05 

2013:10. / 263p 
978-4-480-06741-8
840 円〔本体〕+税 

*9784480067418*

 

日本の社会を埋め尽くすカエル男の末路(講談社+α 新書 612-2A) 
深尾 葉子 著 
講談社 
タガメ女に箍めとられてカネと社会的リソースを搾取される「カエル男」たちが、日本の

政治、経済を動かし、部下や下請け会社といった周囲の関係者を搾取の“倍返し”で支

配するさまを、豊富なケーススタディをもとに紐解く。 
読売新聞 2014/01/05 

2013:11. / 206p 
978-4-06-272826-3
840 円〔本体〕+税 

*9784062728263*

 

「はだしのゲン」創作の真実 
大村 克巳 著 
中央公論新社 
不朽の名作「はだしのゲン」はどのように誕生したのか。中沢啓治が伝えたかったことと

は。初代担当編集者や妻・中澤ミサヨの証言をもとに、その真相に迫る。幻の東京上京

編の草稿、「ゲン」の原点「黒い雨にうたれて」も収録。 
読売新聞 2014/01/05 

2013:11. / 205p 
978-4-12-004566-0
1,400 円〔本体〕+税

*9784120045660*
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少年少女昭和 SF 美術館～表紙でみるジュヴナイル SF の世界～ 
大橋 博之 著 
平凡社 
流線形のロケット、奇怪な宇宙生物、タイムマシン、輝く未来都市。昭和の子供たちを

魅了し、科学への関心や想像力を育んだ児童書 SF 約 350 点の表紙をオールカラー

で紹介。挿絵画家列伝、戦後児童向け SF 全集リストも収録。 
読売新聞 2014/01/05 

2013:01. / 159p 
978-4-582-83591-5
3,800 円〔本体〕+税

*9784582835915*

 

男性論～ECCE HOMO～(文春新書 934) 
ヤマザキ マリ 著 
文藝春秋 
ハドリアヌス、プリニウス、ラファエロ、スティーブ・ジョブズ、安部公房…。「テルマエ・ロ

マエ」の著者が、古今東西、理想の男たちの魅力を語り尽くす。自身の漫画的日常や、

女性論、日本論なども収録。 
読売新聞 2014/01/05、朝日新聞 2014/01/12 

2013:12. / 229p 
978-4-16-660934-5
760 円〔本体〕+税 

*9784166609345*

 

物語岩波書店百年史<1> 「教養」の誕生 
紅野 謙介 著 
岩波書店 
岩波茂雄はどのような思想的軌跡をたどって岩波書店を創業するにいたったのか。岩

波茂雄と友人たち、夏目漱石とその門人たちが織りなす、創業期の日々を、綿密な考

証に基づいて生き生きと描く。 
読売新聞 2014/01/05、朝日新聞 2014/01/19 

2013:09. / 8p,310p 
978-4-00-025314-7
2,200 円〔本体〕+税

*9784000253147*

 

物語岩波書店百年史<3> 「戦後」から離れて 
苅部 直 著 
岩波書店 
1970 年代にかけて岩波書店も「思想大系」や「広辞苑」の改訂版など大型企画を続々

と送りだしたが、依拠してきた古典的教養の足元は崩れはじめていた。「戦後」からの離

陸を模索し苦闘した編集者たちの軌跡を追う。 
読売新聞 2014/01/05、朝日新聞 2014/01/19 

2013:11. / 
8p,255p,43p 
978-4-00-025316-1
2,200 円〔本体〕+税

*9784000253161*

 

物語岩波書店百年史<2> 「教育」の時代 
佐藤 卓己 著 
岩波書店 
「岩波文化」という言葉さえ生みだした岩波書店の出版活動は、敗戦をまたいだ 1930
年代から 60 年代にかけて 高潮に達した。重要な論点をたどりながら、国民国家日本

の「人を教育する文化」を担い続けた軌跡をたどる。 
読売新聞 2014/01/05、朝日新聞 2014/01/19 

2013:11. / 9p,378p 
978-4-00-025315-4
2,400 円〔本体〕+税

*9784000253154*

 

国立競技場の 100 年～明治神宮外苑から見る日本の近代スポーツ～ 
後藤 健生 著 
ミネルヴァ書房 
ビッグスタジアムから日本近代史を読み解く 
読売新聞 2014/01/05、日本経済新聞 2014/01/12 

2013:12. / 
10p,379p,11p 
978-4-623-06739-8
2,500 円〔本体〕+税

*9784623067398*
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魚は痛みを感じるか? 
ヴィクトリア・ブレイスウェイト/ 高橋 洋 著 
紀伊國屋書店出版部 
なぜこれまで問われてこなかったのか? 
読売新聞 2014/01/12 

2012:02. / 259p 
978-4-314-01093-1
2,000 円〔本体〕+税

*9784314010931*

 

めぐりあったひとびと～色川大吉人物論集～ 
色川 大吉 著 
日本経済評論社 
交わった 50 人の生涯を歴史家の目で振り返る 
読売新聞 2014/01/12 

2013:11. / 8p,245p 
978-4-8188-2306-8
2,800 円〔本体〕+税

*9784818823068*

 

REAL BONES 
湯沢 英治/ 東野 晃典 著 
早川書房 
キリン、シマウマ、ゾウ、クジラ等の入手困難な大型獣の骨格を多数収録。スタイリッシュ

な標本写真と精緻な解説が魅力の写真図鑑 
読売新聞 2014/01/12 

2013:11. / 261p 
978-4-15-209417-9
9,000 円〔本体〕+税

*9784152094179*

 

記憶のしくみ<下> 脳の記憶貯蔵のメカニズム(ブルーバックス B-1843) 
ラリー・R.スクワイア/ エリック・R.カンデル 著 
講談社 
意識的に思い出そうとする記憶と無意識に行動にあらわれる記憶を巧妙に仕分けてい

る海馬のメカニズムを、分子レベルで解き明かす！ 
読売新聞 2014/01/12 

2013:12. / 300p 
978-4-06-257843-1
1,600 円〔本体〕+税

*9784062578431*

 

記憶のしくみ～脳の認知と記憶システム～<上>(ブルーバックス B-1842) 
ラリー・R.スクワイア/ エリック・R.カンデル/ 小西 史朗/ 桐野 豊/ [伊藤 悦朗/ [宋 時

栄 著 
講談社 
記憶には短期記憶と長期記憶がある。脳の中でどのように振り分けられるのか。神経細

胞に作用して記憶を操る分子のしくみを解き明かす 
読売新聞 2014/01/12 

2013:11. / 298p 
978-4-06-257842-4
1,600 円〔本体〕+税

*9784062578424*

 

ヤノマミ(新潮文庫 こ-59-1) 
国分 拓 著 
新潮社 
僕たちは深い森の中で、ひたすら耳を澄ました――。アマゾンで、今なお原初の暮らし

を営む先住民との 150 日間にわたる同居の記録。 
読売新聞 2014/01/12 

2013:11. / 375p 
978-4-10-128191-9
710 円〔本体〕+税 

*9784101281919*

 

馬の世界史(中公文庫 も 33-1) 
本村 凌二 著 
中央公論新社 
馬は、人間社会のなかで、多種多様な役割を担わされてきた。人が馬を乗りこなさなか

ったら、歴史はもっと緩やかに流れていただろう。馬から歴史を捉え直す。 
読売新聞 2014/01/12 

2013:11. / 307p 
978-4-12-205872-9
743 円〔本体〕+税 

*9784122058729*



 29  

 

歴史をつかむ技法(新潮新書 541) 
山本 博文 著 
新潮社 
欠けていたのは、「歴史知識」ではなく、それを活かす「技法」だった。歴史用語の扱い

方から歴史学の変遷まで、歴史をつかむための技法を 新の研究成果を踏まえて説

く。 
読売新聞 2014/01/12 

2013:10. / 255p 
978-4-10-610541-8
760 円〔本体〕+税 

*9784106105418*

 

意識は傍観者である～脳の知られざる営み～ 
デイヴィッド・イーグルマン/ 大田 直子 著 
早川書房 
あなたの頭にある脳は、じつはほとんどあなたのものじゃない! ブライトな脳神経学者

が、心と脳の予想に反したあり方を平易かつみずみずしく活写する、?然・呆然の 新

脳科学読本。 
読売新聞 2014/01/12 

2012:04. / 368p 
978-4-15-209292-2
2,400 円〔本体〕+税

*9784152092922*

 

岩波講座日本歴史<第 1 巻> 原始・古代 
岩波書店 
アジアの中での日本という視点から日本の歴史を考え、その大きな流れを描き出す。日

本史研究の成果・到達点を提示。1 は、旧石器時代から 5-6 世紀倭国までの原始・古

代を取り上げる。 
読売新聞 2014/01/12 

2013:11. / 12p,305p
978-4-00-011321-2
3,200 円〔本体〕+税

*9784000113212*

 

日本史の謎は「地形」で解ける(PHP 文庫 た 94-1) 
竹村 公太郎 著 
ＰＨＰ研究所 
京都が日本の都となったのはなぜか。頼朝が狭く小さな鎌倉に幕府を開いたのはなぜ

か。日本全国の地形を熟知する著者が、歴史の専門家にはない独自の視点で日本史

の様々な謎を解き明かす。 
読売新聞 2014/01/12 

2013:10. / 379p 
978-4-569-76084-1
743 円〔本体〕+税 

*9784569760841*

 

無限の始まり～ひとはなぜ限りない可能性をもつのか～ 
デイヴィッド・ドイッチュ/ 熊谷 玲美/ 田沢 恭子/ 松井 信彦 著 
合同出版 
宇宙において人間とはなにか? 物理学、天文学のみならず、生物学、数学、コンピュ

ーターサイエンス、政治学、心理学、哲学、美学までを織りなし、世界と宇宙の新たなヴ

ィジョンを描く。 
読売新聞 2014/01/12 

2013:10. / 611p,2p 
978-4-7726-9537-4
3,700 円〔本体〕+税

*9784772695374*

 

一〇〇年目の書体づくり～「秀英体平成の大改刻」の記録～ 
大日本印刷株式会社 著 
大日本印刷 
大日本印刷の前身である秀英舎が独自に開発し、多くの出版物に使われてきた書体、

秀英体。議論と試行錯誤を繰り返し、2005 年から 7 年の月日をかけて行われた秀英体

の改刻の軌跡を紹介する。 
読売新聞 2014/01/12 

2013:10. / 145p 
978-4-88752-257-2
2,000 円〔本体〕+税

*9784887522572*
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ブラック企業は国賊だ～雇用再生への処方箋～ 
薗浦 健太郎 著 
中央公論新社 
新聞記者や国会議員としての経験から、これまでの日本型雇用の功罪について考える

とともに、時代の変化に対応した新たな日本型雇用を提言。政府でどのような雇用対策

が行われてきたかについても示す。 
読売新聞 2014/01/12 

2013:11. / 245p 
978-4-12-004561-5
1,500 円〔本体〕+税

*9784120045615*

 

機械より人間らしくなれるか?～AI との対話が、人間でいることの意味を教えてくれる

～ 
ブライアン・クリスチャン/ 吉田 晋治 著 
草思社 
AI の人間らしさを測る「チューリングテスト」の大会。そこに人間代表として参加し、勝利

することを誓った著者が探究した、「人間らしさ」の正体とは? 人間を見る目が変わる科

学ノンフィクション。 
読売新聞 2014/01/12 

2012:06. / 413p 
978-4-7942-1900-8
2,800 円〔本体〕+税

*9784794219008*

 

言語が違えば、世界も違って見えるわけ 
ガイ・ドイッチャー/ 椋田 直子 著 
合同出版 
言語は思考・知覚をどう変えるのか? 古代ギリシャの色世界から、未開社会の驚くべき

空間感覚、母語が知覚に影響する脳の仕組みまで、多彩な領野をかけわたりながら、

言語と世界観とのかかわりを鮮やかに実証する。 
読売新聞 2014/01/12 

2012:12. / 337p 
978-4-7726-9533-6
2,400 円〔本体〕+税

*9784772695336*

 

すゞしろ日記<2> 
山口 晃 著 
羽鳥書店 
画家・山口晃の“どうでもいいけど楽しげなこと”が満載! 編集の Y 女史によるコメント付

きエッセー漫画「『UP』版すゞしろ日記」をはじめ、雑誌・新聞などに掲載された各バー

ジョンの「すゞしろ日記」を収録する。 
読売新聞 2014/01/12 

2013:11. / 135p 
978-4-904702-43-7
2,200 円〔本体〕+税

*9784904702437*

 

誕生日を知らない女の子～虐待-その後の子どもたち～ 
黒川 祥子 著 
集英社 
“お化けの声”が聞こえてくる美由。家族を知らず、周囲はすべて敵だった拓海…。心

の傷と闘う子どもたちと、彼らに寄り添い、再生へと導く医師や里親たち。家族とは、生

きるとは何か。人間の可能性を見つめた感動の記録。 
読売新聞 2014/01/12 

2013:11. / 293p 
978-4-08-781541-2
1,600 円〔本体〕+税

*9784087815412*

 

めぐり糸 
青山 七恵 著 
集英社 
九段の花街で芸者の子として育った<わたし>。小学 2 年生のとき、<わたし>は置屋「鶴

ノ家」に住む子・哲治と出会う。それは不可思議な運命の糸が織りなす長い物語の始ま

りだった…。『すばる』連載を加筆修正し単行本化。 
読売新聞 2014/01/12 

2013:12. / 557p 
978-4-08-771543-9
1,900 円〔本体〕+税

*9784087715439*
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不死細胞ヒーラ～ヘンリエッタ・ラックスの永遠なる人生～ 
レベッカ・スクルート/ 中里 京子 著 
講談社 
貧しい黒人のタバコ農婦の身体から本人の同意なく採取された癌細胞は医学界の重

要なツールとなるが…。倫理、人種、医学上の争い、科学的発見と信仰療法、そして亡

き母への想いと葛藤に苦しむ娘の物語を綴るノンフィクション。 
読売新聞 2014/01/12 

2011:06. / 461p 
978-4-06-216203-6
2,800 円〔本体〕+税

*9784062162036*

 

ピグマリオン(光文社古典新訳文庫 KA ハ 5-1) 
バーナード・ショー 著 
光文社 
強烈な訛りを持つ花売り娘イライザに、6 カ月で上流階級のような話し方を教え込むこと

は可能か? 言語学者ヒギンズと盟友ピカリング大佐の試みは成功を収めるが…。戯曲

作品。登場人物たちのその後を描いた「後日譚」も収録。 
読売新聞 2014/01/12 

2013:11. / 297p 
978-4-334-75281-1
920 円〔本体〕+税 

*9784334752811*

 

金子光晴デュオの旅 
鈴村 和成/ 野村 喜和夫 著 
未来社 
放浪の詩人・金子光晴の足跡を追って、現代のふたりの詩人が、光晴の詩や紀行文に

書き残された地名や風景を実地に確認しつつ、金子文学の内実を克明に辿る。交換ノ

ートのかたちで記された追跡の記録。『すばる』掲載を書籍化。 
読売新聞 2014/01/12 

2013:12. / 251p 
978-4-624-60114-0
2,600 円〔本体〕+税

*9784624601140*

 

アジア映画で<世界>を見る～越境する映画、グローバルな文化～ 
野崎 歓 編 
作品社 
グローバリズムの中、越境し変容するアジア各国と日本の映画。「今、アジア映画を見る

こと」の意味を問いながら、歴史・政治・社会状況を読み解きつつ、映画・映像の可能性

を探り、批評の文脈を刷新する。対談や座談会も収録。 
読売新聞 2014/01/12 

2013:12. / 303p 
978-4-86182-461-6
2,800 円〔本体〕+税

*9784861824616*

 

独占禁止法と日本経済 
後藤 晃 著 
ＮＴＴ出版 
この本の内容 独占禁止法は、日本経済を活性化する! 
読売新聞 2014/01/12、日本経済新聞 2014/01/26 

2013:12. / 3p,243p 
978-4-7571-2329-8
2,400 円〔本体〕+税

*9784757123298*

 

甲賀忍法帖(角川文庫)  
山田 風太郎 著 
角川書店 
読売新聞 2014/01/19 

2010:06. / ３４１ｐ 
978-4-04-135653-1
590 円〔本体〕+税 

*9784041356531*
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格闘する者に○(新潮文庫)  
三浦 しをん 著 
新潮社 
読売新聞 2014/01/19 

2005:03. / ２７９ｐ 
978-4-10-116751-0
520 円〔本体〕+税 

*9784101167510*

 

人間臨終図巻<1>(徳間文庫 や 4-15) 
山田 風太郎 著 
徳間書店 
読売新聞 2014/01/19 

2011:11. / 445p 
978-4-19-893466-8
686 円〔本体〕+税 

*9784198934668*

 

人間臨終図巻<4>(徳間文庫 や 4-18) 
山田 風太郎 著 
徳間書店 
読売新聞 2014/01/19 

2011:12. / 469p 
978-4-19-893483-5
686 円〔本体〕+税 

*9784198934835*

 

住まいを再生する～東北復興の政策・制度論～ 
斎藤 浩 編 
岩波書店 
復旧プロセスに精通する執筆陣による渾身の提言 
読売新聞 2014/01/19 

2013:11. / 
16p,232p,4p 
978-4-00-001081-8
2,900 円〔本体〕+税

*9784000010818*

 

幽界森娘異聞(講談社文芸文庫 し L2) 
笙野 頼子 著 
講談社 
文豪の娘にして耽美の祖。「森娘」に、ある日私は雑司ヶ谷で運命的に出会った。時空

を超えて響き合う作家の魂。泉鏡花文学賞受賞作。 
読売新聞 2014/01/19 

2013:12. / 341p 
978-4-06-290213-7
1,400 円〔本体〕+税

*9784062902137*

 

街場の憂国論(犀の教室) 
内田 樹 著 
晶文社 
このままでは日本はどうなる? 脱グローバリズム、贈与経済への回帰、連帯の作法から

廃県置藩論まで、国を揺るがす危機への備え方。 
読売新聞 2014/01/19 

2013:10. / 354p 
978-4-7949-6811-1
1,700 円〔本体〕+税

*9784794968111*

 

余生返上 
大谷 晃一 著 
編集工房ノア 
余生を止めよう、返上しよう-。徹底した取材追求で、独自の評伝文学を築いた著者が、

妻の死、自らの 90 歳に取材し、その悲嘆と立ち直りを容赦なく描く。 
読売新聞 2014/01/19 

2014:01. / 244p 
978-4-89271-206-7
2,000 円〔本体〕+税

*9784892712067*
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フランス文学と愛(講談社現代新書 2228) 
野崎 歓 著 
講談社 
愛のあらゆる相を描き出し、他国にも“アムールの教育装置”として深く浸透したフランス

文学。古典から現代の名作までを「愛」で辿る。文芸誌『群像』連載に加筆訂正して新

書化。 
読売新聞 2014/01/19 

2013:10. / 268p 
978-4-06-288228-6
780 円〔本体〕+税 

*9784062882286*

 

いつも彼らはどこかに 
小川 洋子 著 
新潮社 
森の彼方此方に不思議な気配を残すビーバー、村のシンボルの兎、万華鏡のように発

色する蝸牛…。人の孤独を包み込むかのような気高い動物たちの美しさ、優しさを描く

連作小説。『新潮』連載を書籍化。 
読売新聞 2014/01/19 

2013:05. / 216p 
978-4-10-401307-4
1,400 円〔本体〕+税

*9784104013074*

 

私たちがプロポーズされないのには、101 の理由があってだな 
ジェーン・スー 著 
ポプラ社 
独身は麻薬!? 未婚のプロ、ジェーン・スーが、「結婚している友人が幸せそうに見えな

い」「女子力が高まりすぎている」など、プロポーズされない 101 の理由を紹介する。世

界一役に立たない結婚指南書。 
読売新聞 2014/01/19 

2013:10. / 229p 
978-4-591-13620-1
1,200 円〔本体〕+税

*9784591136201*

 

東京オリンピック～文学者の見た世紀の祭典～(講談社文芸文庫 こ S1) 
講談社 編 
講談社 
世紀の祭典が生んだ、煌びやかな文学者の競演! 三島由紀夫、井上靖、檀一雄、小

田実、安岡章太郎、大江健三郎…。錚々たる名手たちが、文学者の視点で五輪に沸

いた 1964 年東京のすべてを活写した全記録。 
読売新聞 2014/01/19 

2014:01. / 396p 
978-4-06-290217-5
1,600 円〔本体〕+税

*9784062902175*

 

「おネエことば」論 
クレア・マリィ 著 
青土社 
あらゆるメディアにいつの間にかあふれ始めた「おネエことば」。テレビ、タレント本、テロ

ップ、アニメなどさまざまな分野の具体的な「おネエことば」を取り上げながら、言語学者

がそのヒミツと真実に鋭く迫る。 
読売新聞 2014/01/19 

2013:12. / 210p 
978-4-7917-6756-4
2,000 円〔本体〕+税

*9784791767564*

 

アメリカ西漸史～《明白なる運命》とその未来～ 
ブルース・カミングス/ 渡辺 将人 著 
東洋書林 
都市、産業、軍備、強権が氾濫する大国(マシーン)の運動律(ダイナミクス)-。アメリカの

対外関係における太平洋的な視点を浮き彫りにして、西部の起源と発展から中国内部

に至るまでの、直線的な道程を描く。 
読売新聞 2014/01/19 

2013:10. / 718p 
978-4-88721-806-2
8,000 円〔本体〕+税

*9784887218062*
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東京ドヤ街盛衰記～日本の象徴・山谷で生きる～(中公新書ラクレ 479) 
風樹 茂 著 
中央公論新社 
生活保護の増加、老齢化、人口減少…。元祖非正規雇用者の街・山谷の「今日」は、

日本の「明日」だ! 昭和 30 年代のはじめに山谷に流れ着き、今世紀初めに死んでい

った男の半生に託して、山谷の変貌を描き出す。 
読売新聞 2014/01/19 

2013:12. / 254p 
978-4-12-150479-1
800 円〔本体〕+税 

*9784121504791*

 

ザ・タイガース～世界はボクらを待っていた～(集英社新書 0714) 
磯前 順一 著 
集英社 
1960 年代後半の音楽ブーム「グループ・サウンズ」を牽引したザ・タイガース。ジュリー

こと沢田研二をはじめメンバー達の上京からグループ解散まで、約 5 年にわたる軌跡

を膨大な資料で活写し、彼らの真実に迫る。 
読売新聞 2014/01/19 

2013:11. / 286p 
978-4-08-720714-9
780 円〔本体〕+税 

*9784087207149*

 

何者 
朝井 リョウ 著 
新潮社 
就活の情報交換をきっかけに集まった拓人たち。自分を生き抜くためにほんとうに必要

なことは何なのか。この世界を組み変える力はどこから生まれ来るのか。就活大学生の

自意識をあぶり出す、リアルで切実な長編小説。 
読売新聞 2014/01/19 

2012:11. / 286p 
978-4-10-333061-5
1,500 円〔本体〕+税

*9784103330615*

 

歴史の読み解き方～江戸期日本の危機管理に学ぶ～(朝日新書 434) 
磯田 道史 著 
朝日新聞出版 
幕末日本で唯一 GDP を計算していた長州藩のリテラシーの高さ、実践的な「郷中教

育」に育まれた薩摩藩。大地震、大津波、大火災…。迫りくる巨大な危機への備えを怠

る現代日本人が学ぶべき、歴史の教訓を明らかにする。 
読売新聞 2014/01/19 

2013:11. / 235p 
978-4-02-273534-8
760 円〔本体〕+税 

*9784022735348*

 

存在しない小説 
いとう せいこう 著 
講談社 
東京、フィラデルフィア、クロアチアの浜辺…。世界各地で未知の小説が発見された! 
はたして「作者」は誰なのか? 国境をこえた声なき声が同時代のリアルを映す、新たな

「地球文学」の誕生。『群像』掲載を単行本化。 
読売新聞 2014/01/19 

2013:11. / 272p 
978-4-06-218683-4
1,400 円〔本体〕+税

*9784062186834*

 

囚われない練習～人生を変える禅の教え～ 
平井 正修 著 
宝島社 
政財界のキーマンたちが耳を傾けてきた住職の言葉には、“いい人生”をつかむヒント

があった-。自由に自分らしく生き、自分なりの成功を手にしたいと望む人に、全生庵第

7 世住職・平井正修が贈る、48 の禅語の読み解き。 
読売新聞 2014/01/19 

2013:12. / 223p 
978-4-8002-1749-3
1,500 円〔本体〕+税

*9784800217493*



 35  

 

池上彰のニュースの学校～情報を 200％活かす～(朝日新書 427) 
池上 彰 著 
朝日新聞出版 
日々のニュースや情報にどのように接すれば、池上さんのように博覧強記で説明上手

になれるか? 必要な基礎知識や教養、新聞やネット・本などの使い方、1 日の過ごし方

などについて「池上式」を伝授。佐藤優との対談も収録。 
読売新聞 2014/01/19 

2013:10. / 255p 
978-4-02-273527-0
780 円〔本体〕+税 

*9784022735270*

 

小津安二郎と「東京物語」(ちくま文庫 き 18-2) 
貴田 庄 著 
筑摩書房 
主人公はなぜ老夫婦になったのか。脚本はどんなふうに書かれ、撮影はどんなふうに

進められたのか。小津安二郎の代表作「東京物語」の完成までを、当時の小津の日

記、出演俳優の発言、スタッフの証言などをもとに明らかにする。 
読売新聞 2014/01/19 

2013:12. / 253p 
978-4-480-43129-5
700 円〔本体〕+税 

*9784480431295*

 

てっちゃん～ハンセン病に感謝した詩人～ 
権 徹 著 
彩流社 
ハンセン病(らい病)は、てっちゃんから手を奪い、光を奪い、声帯を冒し、家族も奪っ

た。59 歳で詩作と出会い、ユーモアあふれる魂の叫びを詠い、多くの人々の心をつか

んだ詩人・桜井哲夫の素顔に迫るフォト・ドキュメント。 
読売新聞 2014/01/19 

2013:11. / 142p 
978-4-7791-1954-5
2,000 円〔本体〕+税

*9784779119545*

 

巨大地震の科学と防災(朝日選書 912) 
金森 博雄 著 
朝日新聞出版 
大きな被害、さまざまな揺れ方…。巨大地震はなぜ起こる? 世界の地震学をリードする

泰斗「地震職人」金森博雄の地震学入門。予知、予測の可能性など、科学がどのように

警鐘を鳴らせるか、社会との関わり方も考える。 
読売新聞 2014/01/19、日本経済新聞 2014/01/19 

2013:12. / 218p,5p 
978-4-02-263012-4
1,300 円〔本体〕+税

*9784022630124*

 

浮世絵美人解体新書 
安村 敏信 著 
世界文化社 
浮世絵美人画に特化した一冊。美人画を通して江戸を知る、時代を感じる、そして現

代と嗜好が実はよく似ていることに気づかされます。 
読売新聞 2014/01/19、毎日新聞 2014/01/19 

2013:12. / 207p 
978-4-418-13255-3
2,400 円〔本体〕+税

*9784418132553*

 

果無 
近藤 洋太 著 
思潮社 
間断なく桜が散る 桜散る サクラチル こころの油断をつくように 訃報の電話あり(「ア

ナキスト斉藤の死」より) 2011 年・2012 年に著者のなかを通り過ぎた、今は亡き人たち

への鎮魂の詩集。 
読売新聞 2014/01/21 

2013:10. / 89p 
978-4-7837-3393-5
2,400 円〔本体〕+税

*9784783733935*
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ブック・エンド 
新川 和江 著 
思潮社 
ぶぅぶぅ紙を ぶぅぶぅ吹いてた かぞえ年 九つの頃(「ぶぅぶぅ紙を…」より) まどろみの

中に浮かぶ幼年の頃の思い出、若き日の恋、かつて見た夢。いま、ひとときこのいのち

を慈しみ、ことばに託す 25 篇。 
読売新聞 2014/01/21 

2013:10. / 133p 
978-4-7837-3392-8
2,500 円〔本体〕+税

*9784783733928*

 

彫刻家の娘  
トーベ・ヤンソン/ 富原 真弓 著 
講談社 
読売新聞 2014/01/26 

1991:11. / ２３７ｐ 
978-4-06-205584-0
1,400 円〔本体〕+税

*9784062055840*

 

ムーミンパパの思い出 新装版(講談社文庫 や１６-１１） 
ヤンソン 著 
講談社 
読売新聞 2014/01/26 

2011:05. / 294p 
978-4-06-276934-1
581 円〔本体〕+税 

*9784062769341*

 

ムーミン谷の仲間たち(講談社文庫 や 16-14) 
ヤンソン/ 山室 静 著 
講談社 
読売新聞 2014/01/26 

2011:07. / 282p 
978-4-06-276937-2
581 円〔本体〕+税 

*9784062769372*

 

ムーミン谷の十一月(講談社文庫 や 16-16) 
ヤンソン/ 鈴木 徹郎 著 
講談社 
読売新聞 2014/01/26 

2011:08. / 318p 
978-4-06-276939-6
581 円〔本体〕+税 

*9784062769396*

 

小さなトロールと大きな洪水(講談社文庫 や 16-17) 
ヤンソン/ 冨原 眞弓 著 
講談社 
読売新聞 2014/01/26 

2011:09. / 109p 
978-4-06-276940-2
448 円〔本体〕+税 

*9784062769402*

 

シュトヘル<１>(ビッグスピリッツコミックススペシャル)  
伊藤悠 著 
小学館 
読売新聞 2014/01/26 

2009:03. / ２１４ｐ 
978-4-09-182529-2
590 円〔本体〕+税 

*9784091825292*
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シュトヘル<８>(ビッグスピリッツコミックススペシャル) 
伊藤悠 著 
小学館 
読売新聞 2014/01/26 

2013:07. / 188p 
978-4-09-185447-6
590 円〔本体〕+税 

*9784091854476*

 

レオナルド・ダ・ヴィンチ論全三篇 
ポール・ヴァレリー/ 恒川 邦夫/ 今井 勉 著 
平凡社 
テクスト生成の現場と背景を詳細に解明する 
読売新聞 2014/01/26 

2013:11. / 385p 
978-4-582-28504-8
3,500 円〔本体〕+税

*9784582285048*

 

ヤンソンとムーミンのアトリエ 
木之下 晃 著 
講談社 
ムーミンの作者、トーベ・ヤンソン。ヘルシンキのアトリエで撮影を許された日本人カメラ

マンによる貴重な写真集。 
読売新聞 2014/01/26 

2013:11. / 31p 
978-4-06-218606-3
2,000 円〔本体〕+税

*9784062186063*

 

ホームレス歌人のいた冬(文春文庫 み 46-1) 
三山 喬 著 
文藝春秋 
表現することのできる人は、幸せだ――朝日歌壇に忽然と現われ、多くの共感を読者

に残して消えた〈ホームレス〉の投稿歌人、公田耕一。その姿を求めさまよい歩いた記

録。 
読売新聞 2014/01/26 

2013:12. / 276p 
978-4-16-783896-6
610 円〔本体〕+税 

*9784167838966*

 

向かい風で飛べ! 
乾 ルカ 著 
中央公論新社 
完全アウェーの転校生、さつき。スキージャンプの天才美少女、理子との出会いが、孤

独で憂鬱な日々を塗り変えていく…。わくわく、ハラハラ、うるうる。全部が詰まった青春

小説。 
読売新聞 2014/01/26 

2013:12. / 299p 
978-4-12-004576-9
1,500 円〔本体〕+税

*9784120045769*

 

独居老人スタイル 
都築 響一 著 
筑摩書房 
あえて独居老人でいること。それは老いていくこの国で生きのびるための、きわめて有

効なスタイルかもしれない-。16 人の魅力的な独居老人たちを取材・紹介する。ヌード

写真あり。 
読売新聞 2014/01/26 

2013:12. / 351p 
978-4-480-87870-0
2,700 円〔本体〕+税

*9784480878700*



 38  

 

森浩一の古代史・考古学 
『歴史読本』集部 編 
KADOKAWA 
考古学者・森浩一の学問への情熱に満ちた 85 年の人生をたどる書。生涯をかけて追

究したテーマのなかから厳選し、その足あとを紹介するほか、交友録、単行本未収録の

論文・講演などを収録する。 
読売新聞 2014/01/26 

2014:01. / 207p 
978-4-04-600145-0
1,800 円〔本体〕+税

*9784046001450*

 

心の力(集英社新書 0722) 
姜 尚中 著 
集英社 
不確実きわまりない時代の中、私たちはどうすれば充実した生を取り戻せるのか。漱石

の「こころ」をヒントに考え抜く。「こころ」とトーマス・マン「魔の山」の後日談を描いた実験

的な小説も収録。 
読売新聞 2014/01/26 

2014:01. / 206p 
978-4-08-720722-4
720 円〔本体〕+税 

*9784087207224*

 

骨を彩る 
彩瀬 まる 著 
幻冬舎 
何も喪わず、傷つかず生きている人なんていない-。なかったことにできない、色とりどり

の記憶がいま、あなたに降り注ぐ。色彩をなくした過去、記憶、日々に、あらためて向き

合い、彩ってゆく希望の物語。 
読売新聞 2014/01/26 

2013:11. / 239p 
978-4-344-02490-8
1,400 円〔本体〕+税

*9784344024908*

 

3D ラテアート!!～みてカワイイ!つくって楽しい!～ 
山本 員揮 著 
集英社 
真っ白な泡がふくふく盛り上がると楽しい、うれしいカタチが見えてくる。著者オリジナル

のアイデアと工夫をいっぱい詰め込んだ、3D ラテアートの作品集。3D 誕生秘話や、家

でトライできる方法なども紹介。 
読売新聞 2014/01/26 

2014:01. / 63p 
978-4-08-781545-0
1,200 円〔本体〕+税

*9784087815450*

 

大学のウソ～偏差値 60 以上の大学はいらない～(角川 one テーマ 21 A-177) 
山内 太地 著 
KADOKAWA 
世界中が競う大競争社会のなかで、日本の大学教育はその期待にまったく答えていな

い。このままでは、欧米はおろかアジアの国々にも教育水準で大きく劣ってしまう！ 日

本の大学教育の現状と対策を考える警告の書。 
読売新聞 2014/01/26 

2013:11. / 213p 
978-4-04-110622-8
781 円〔本体〕+税 

*9784041106228*

 

権力と社会～政治研究の枠組～ 
ハロルド・D.ラスウェル/ エイブラハム・カプラン/ 堀江 湛/ 加藤 秀治郎/ 永山 博之 
著 
芦書房 
政治学者ラスウェルと哲学者カプランの共同研究による名著の全訳。政治におけるイ

デオロギーの役割や、自由な社会の確立・維持にとって好ましい条件等を検討しなが

ら、政治学の研究を行うための枠組みを提唱する。 
読売新聞 2014/01/26 

2013:10. / 343p 
978-4-7556-1257-2
3,000 円〔本体〕+税

*9784755612572*
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食と建築土木～たべものをつくる建築土木～ 
後藤 治/ 後藤 治/ 二村 悟/ 小野 吉彦 著 
ＬＩＸＩＬ出版 
丸干し大根の大根櫓、覆下茶園、海苔ヒビ…。全国の農林漁業の従業者たちが自らの

手で作った構築物と、その構築物と関係する農作物や水産物、さらには農林漁業の実

態について、写真とともに紹介する。対談も収録。 
読売新聞 2014/01/26 

2013:11. / 207p 
978-4-86480-007-5
2,300 円〔本体〕+税

*9784864800075*

 

歴史でわかる科学入門([ヒストリカル・スタディーズ] 08) 
ウィリアム・F.バイナム 著 
太田出版 
初学者に向けやさしい言葉で書かれた科学史の物語。“科学”という概念が成立するは

るか以前の古代から 21 世紀まで、ヒポクラテス、ガリレオなどその時代の“科学者”にス

ポットを当てながら科学の歴史を紹介する。 
読売新聞 2014/01/26 

2013:12. / 362p 
978-4-7783-1385-2
1,800 円〔本体〕+税

*9784778313852*

 

生活保護から考える(岩波新書 新赤版 1459) 
稲葉 剛 著 
岩波書店 
社会保障制度の、そして生きるための 後の砦である生活保護制度が重大な岐路に

直面している。生活保護制度にどのような事態が起ころうとしているのか。当事者の声と

現場の状況を紹介するとともに、問題の根源を問う。 
読売新聞 2014/01/26 

2013:11. / 
10p,206p,3p 
978-4-00-431459-2
720 円〔本体〕+税 

*9784004314592*

 

李陵・山月記 改版(新潮文庫)  
中島 敦 著 
新潮社 
日本経済新聞 2014/01/05 

2003:12. / ２１８ｐ 
978-4-10-107701-7
400 円〔本体〕+税 

*9784101077017*

 

女には向かない職業(ハヤカワ・ミステリ文庫 HM 129-1) 
P.D.ジェイムズ/ 小泉 喜美子 著 
早川書房 
日本経済新聞 2014/01/05 

1987:09. / 379p 
978-4-15-076601-6
840 円〔本体〕+税 

*9784150766016*

 

ミラノ霧の風景～須賀敦子コレクション～(白水Ｕブックス)  
須賀 敦子 著 
白水社 
イタリアでの遠い日々を追想するエッセイ 
日本経済新聞 2014/01/05 

2001:12. / ２２２ｐ 
978-4-560-07357-5
870 円〔本体〕+税 

*9784560073575*

 

気骨稜々なり 
火坂 雅志 著 
小学館 
秀吉の朝鮮出兵に異を唱えた博多商人の生涯 
日本経済新聞 2014/01/05 

2013:10. / 366p 
978-4-09-386365-0
1,800 円〔本体〕+税

*9784093863650*
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野生の思考  
クロ－ド・レヴィ・ストロ－ス/ 大橋保夫 著 
みすず書房 
文明社会の思考に野生の思考を対峙させ、戦後思想に革命的転換をもたらした、構造

主義の原点。 
日本経済新聞 2014/01/05 

1976:03. / ３６６，ｐ 
978-4-622-01972-5
4,800 円〔本体〕+税

*9784622019725*

 

文明崩壊～滅亡と存続の命運を分けるもの～<下巻>(草思社文庫 ダ 1-4) 
ジャレド・ダイアモンド 著 
草思社 
イースター島やマヤ文明など、消えた文明が辿った運命とは。新たに新章「アンコール

の興亡」を加えて待望の文庫化。 
日本経済新聞 2014/01/05 

2012:12. / 547p 
978-4-7942-1940-4
1,200 円〔本体〕+税

*9784794219404*

 

文明崩壊～滅亡と存続の命運を分けるもの～<上巻>(草思社文庫 ダ 1-3) 
ジャレド・ダイアモンド/ 楡井 浩一 著 
草思社 
イースター島やマヤ文明など、消えた文明が辿った運命とは。繁栄が環境に与える負

荷の恐るべき結末を歴史的事例で検証する。 
日本経済新聞 2014/01/05 

2012:12. / 553p 
978-4-7942-1939-8
1,200 円〔本体〕+税

*9784794219398*

 

アラブ 500 年史～オスマン帝国支配から「アラブ革命」まで～<上> 
ユージン・ローガン/ 白須 英子 著 
白水社 
オスマン帝国から現代まで、5 世紀にわたって醸成されてきたアラブ世界の「内在的論

理」から説き起こす、中東近現代史の決定版。 
日本経済新聞 2014/01/05 

2013:10. / 437p 図

版 12p 
978-4-560-08328-4
3,300 円〔本体〕+税

*9784560083284*

 

アラブ 500 年史～オスマン帝国支配から「アラブ革命」まで～<下> 
ユージン・ローガン/ 白須 英子 著 
白水社 
オスマン帝国から現代まで、5 世紀にわたって醸成されてきたアラブ世界の「内在的論

理」から説き起こす、中東近現代史の決定版。 
日本経済新聞 2014/01/05 

2013:10. / 375p,34p
978-4-560-08329-1
3,300 円〔本体〕+税

*9784560083291*

 

赤ヘル 1975 
重松 清 著 
講談社 
読むと一生消えない炎が灯る。“奇跡の年”１９７５年に広島に生きる人たちは、皆譲れ

ないものを抱えていた。著者渾身の感動長編。 
日本経済新聞 2014/01/05 

2013:11. / 507p 
978-4-06-218704-6
1,800 円〔本体〕+税

*9784062187046*

 

木材と文明～ヨーロッパは木材の文明だった。～ 
ヨアヒム・ラートカウ/ 山縣 光晶 著 
築地書館 
文明の基礎である「木材」を利用するため、ヨーロッパはどのように森林、河川、農地、

都市を管理したのか。膨大な資料をもとに描く。 
日本経済新聞 2014/01/05 

2013:12. / 349p 
978-4-8067-1469-9
3,200 円〔本体〕+税

*9784806714699*
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爆速経営～新生ヤフーの 500 日～ 
蛯谷 敏 著 
日経ＢＰ社 
201X 年までに営業利益 2 倍。その目標に「高速」を超えた「爆速」で挑む! 高収益だ

がつまらない会社。そんなヤフーを変えた若き経営陣の改革の軌跡を辿る。 
日本経済新聞 2014/01/05 

2013:11. / 255p 
978-4-8222-7429-0
1,500 円〔本体〕+税

*9784822274290*

 

そして、それから 
村上 香住子 著 
現代思潮新社 
明けない夜はない。老漁師がみた 3・11 とは? 南三陸の海辺から語りかけてくるリアル

で繊細な心の描写。報道からは伝わってこない荒廃と倦怠の向こうに一条の光が射

す。 
日本経済新聞 2014/01/05 

2013:11. / 141p 
978-4-329-00488-8
1,000 円〔本体〕+税

*9784329004888*

 

日本経済図説 第 4 版(岩波新書 新赤版 1447) 
宮崎 勇/ 本庄 真/ 田谷 禎三 著 
岩波書店 
バブル崩壊、規制緩和、少子高齢化、グローバリズムの進展など、激変する国際的・社

会的環境のなかで日本経済をどう位置づけどう考えてゆくのか。その全体像を豊富な

データでわかりやすく解説する。 
日本経済新聞 2014/01/05 

2013:10. / 
8p,222p,6p 
978-4-00-431447-9
800 円〔本体〕+税 

*9784004314479*

 

近大マグロの奇跡～完全養殖成功への 32 年～(新潮文庫 は-59-1) 
林 宏樹 著 
新潮社 
2002 年 6 月、近畿大学水産研究所において、「海のダイヤ」と称されるクロマグロの完

全養殖が世界ではじめて達成された。熊井英水所長を中心とした 32 年に及ぶ研究の

道筋、挑戦の日々を描き出す。 
日本経済新聞 2014/01/05 

2013:11. / 234p 
978-4-10-127961-9
490 円〔本体〕+税 

*9784101279619*

 

北朝鮮経済のカラクリ(日経プレミアシリーズ 222) 
山口 真典 著 
日本経済新聞出版社 
なぜ国際社会の反発を無視して武力挑発を繰り返すのか。なぜ、餓死者がでるほど経

済が窮しているのに体制が崩壊しないのか。北朝鮮の謎に満ちた政治経済システム

に、日本経済新聞前ソウル支局長が迫る。 
日本経済新聞 2014/01/05 

2013:12. / 219p 
978-4-532-26222-8
850 円〔本体〕+税 

*9784532262228*

 

民主主義のつくり方(筑摩選書 0076) 
宇野 重規 著 
筑摩書房 
無力感と政治不信が広がる今、民主主義を再生させるには何が必要か? “習慣”と“信

じようとする権利”を重視する「プラグマティズム型」の民主主義モデルを提示し、“社会

を変える”道筋を探る希望の書。 
日本経済新聞 2014/01/05 

2013:10. / 218p 
978-4-480-01583-9
1,500 円〔本体〕+税

*9784480015839*
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監獄の誕生～監視と処罰～  
ミシェル・フ－コ－/ 田村俶 著 
新潮社 
肉体をいじめる刑から魂を罰する刑へ、今日の監獄は、いかなる歴史的・社会的背景

のなかに生まれ、変遷をとげてきたか。国家権力の集中機構としての監獄を、独得の考

古学的手法により、その本質と特徴を摘出する。 
日本経済新聞 2014/01/05 

1977:09. / ３１８， 
978-4-10-506703-8
5,300 円〔本体〕+税

*9784105067038*

 

ひこばえに咲く 
玉岡 かおる 著 
ＰＨＰ研究所 
津軽の大地が生んだ画家ケンの個展を開催するため、香魚子は、ケンを「オヤブン」と

慕う、絵描き仲間の女性フクの協力を得て奔走する。だがケンとフクの 2 人には、戦前

から現在に至る“知られざる過去”があった…。 
日本経済新聞 2014/01/05 

2013:11. / 314p 
978-4-569-81506-0
1,700 円〔本体〕+税

*9784569815060*

 

経済覇権のゆくえ～米中伯仲時代と日本の針路～(中公新書 2240) 
飯田 敬輔 著 
中央公論新社 
国際経済秩序はアメリカの衰退と中国など BRICS 諸国の躍進を経て、米中が勢力伯

仲する時代に入りつつある。戦後の世界経済をめぐる興亡を「経済覇権」という視点で

読み解き、この難局に日本がとるべき針路を探る。 
日本経済新聞 2014/01/05 

2013:11. / 5p,272p 
978-4-12-102240-0
840 円〔本体〕+税 

*9784121022400*

 

政治の代償 
ボブ・ウッドワード/ 伏見 威蕃 著 
日本経済新聞出版社 
オバマ大統領就任以降、混迷を極める米国の中央政界で何が起きているのか。「決め

られない政治」に陥ったワシントンの現状を、米国を代表するジャーナリストが、オバマ

大統領への単独インタビューを交えて解き明かす。 
日本経済新聞 2014/01/05 

2013:11. / 613p 図

版 16p 
978-4-532-16893-3
2,600 円〔本体〕+税

*9784532168933*

 

経済論(中公クラシックス J55) 
高橋 是清 著, 上塚 司 編 
中央公論新社 
国債の整理と外資輸入、貿易と金融機関の役割、わが国物価高の原因、戦後におけ

る予算編成の方針…。財政健全化のために軍と闘い非命に倒れた高橋是清が、生涯

を通じて求め続けた国運の伸張のための経済論を収録した書。 
日本経済新聞 2014/01/05 

2013:12. / 
23p,3p,497p 
978-4-12-160145-2
2,100 円〔本体〕+税

*9784121601452*

 

中東経済ハブ盛衰史～19 世紀のエジプトから現在のドバイ、トルコまで～(世界歴史

叢書) 
山口 直彦 著 
明石書店 
19 世紀のエジプトから、現在のドバイやトルコに至るまでの中東・北アフリカ地域におけ

る経済ハブの変遷を辿り、それぞれの成功と失敗の要因を比較、検討。民主化と経済

発展が両立しうるのかどうかについても考察する。 
日本経済新聞 2014/01/05 

2013:11. / 324p 
978-4-7503-3927-6
4,200 円〔本体〕+税

*9784750339276*
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高度成長－昭和が燃えたもう一つの戦争(朝日新書 412) 
保阪 正康 著 
朝日新聞出版 
高度成長とは何だったのか? 常に目標に向かって突き進む国民性は「一億一心火の

玉」となって敗れた、あの戦争の頃と変わらない。なぜもう一つの戦争には勝ち、経済

大国になれたのか。昭和史研究の第一人者が徹底検証する。 
日本経済新聞 2014/01/05 

2013:07. / 299p 
978-4-02-273460-0
820 円〔本体〕+税 

*9784022734600*

 

角栄のお庭番朝賀昭 
中澤 雄大 著 
講談社 
その生涯にわたって「田中角栄秘書」の 6 文字を背中に刻んだ朝賀昭。彼への長時間

インタビューに加え、戦後日本の内政・外交、社会情勢を踏まえて、朝賀昭の生きざ

ま、天才政治家・田中角栄と彼を取り巻いた人々について綴る。 
日本経済新聞 2014/01/05 

2013:12. / 351p 
978-4-06-218750-3
1,800 円〔本体〕+税

*9784062187503*

 

花森安治伝～日本の暮しをかえた男～ 
津野 海太郎 著 
新潮社 
画期的な編集で戦後 大の《国民雑誌》となった『暮しの手帖』。花森はなぜ、この雑

誌を創刊したのか？ 希代の出版人の決定版評伝。 
日本経済新聞 2014/01/05、東京・中日新聞 2014/01/12、読売新聞 2014/01/19 

2013:11. / 318p 
978-4-10-318532-1
1,900 円〔本体〕+税

*9784103185321*

 

会えてよかった 
安野 光雅 著 
朝日新聞出版 
高峰秀子、井上ひさし、阿川佐和子、河合隼雄…。安野光雅画伯が、多年の幅広い友

人から 50 人を選び、その交友や人物を描く連続エッセイ。『週刊朝日』連載を単行本

化。 
日本経済新聞 2014/01/05、読売新聞 2014/01/26 

2013:12. / 311p 
978-4-02-251131-7
1,900 円〔本体〕+税

*9784022511317*

 

天皇と葬儀～日本人の死生観～(新潮選書) 
井上 亮 著 
新潮社 
初めて火葬された持統、散骨された淳和、葬儀もなかった後土御門……一二四代の

「葬られ方」を総覧し、見えてくる日本の死生観。 
日本経済新聞 2014/01/12 

2013:11. / 363p 
978-4-10-603737-5
1,600 円〔本体〕+税

*9784106037375*

 

JENGA 
レスリー・スコット/ 雨宮 寛/ 今井 章子 著 
東洋経済新報社 
発売以来、世界で 5000 万個を超えて売れ続ける大ヒット！ジェンガが「どこの家庭にも

必ず置いてあるゲーム」になるまでの物語。 
日本経済新聞 2014/01/12 

2013:12. / 255p 
978-4-492-55739-6
2,200 円〔本体〕+税

*9784492557396*

 

いにしえの光(CREST BOOKS) 
ジョン・バンヴィル 著 
新潮社 
初老の俳優と若い人気女優の奇妙な逃避行。少年時代の恋の記憶と、命を絶った娘

への思いが男を翻弄する。ブッカー賞作家の 新長篇。 
日本経済新聞 2014/01/12 

2013:11. / 332p 
978-4-10-590105-9
2,100 円〔本体〕+税

*9784105901059*
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グローバル・スーパーリッチ～超格差の時代～ 
クリスティア・フリーランド/ 中島 由華 著 
早川書房 
世界の富を独占する〇・一％のスーパーリッチはどのように生まれ、いかに格差を広げ

たか？フィナンシャル・タイムズ年間ベストブック 
日本経済新聞 2014/01/12 

2013:11. / 430p 
978-4-15-209419-3
2,000 円〔本体〕+税

*9784152094193*

 

問いのない答え 
長嶋 有 著 
文藝春秋 
震災発生直後にネムオがツイッター上で始めた言葉遊び。その場で緩やかに交流する

人々の切実な生を描く、著者四年振りの長篇群像劇。 
日本経済新聞 2014/01/12 

2013:12. / 262p 
978-4-16-382830-5
1,450 円〔本体〕+税

*9784163828305*

 

なぜ日本は若者に冷酷なのか～そして下降移動社会が到来する～ 
山田 昌弘 著 
東洋経済新報社 
若者に冷たい日本の将来はどうなる？ 親世代よりも貧しくなる下降移動社会の到来が

避けられない。家族社会学の視点からの警告の書。 
日本経済新聞 2014/01/12 

2013:11. / 254p 
978-4-492-22335-2
1,500 円〔本体〕+税

*9784492223352*

 

ジェネレーショノミクス～経済は世代交代で動く～ 
松田 久一 著 
東洋経済新報社 
経済が世代の特性を作り、その世代が経済を変え、新しい世代を作る。社会科学として

の世代論の誕生が、すべての世代論を過去にする。 
日本経済新聞 2014/01/12 

2013:11. / 219p,11p
978-4-492-39598-1
1,800 円〔本体〕+税

*9784492395981*

 

富士山(日本の美 5) 
高階 秀爾/ 高階 秀爾 著 
美術年鑑社 
歴史的名作から現代作家まで、絵画を中心とした富士山の作品集。350 点をカラーで

掲載。絵画・信仰・文学・工芸など各界著名執筆陣による論考や、関連資料も収録す

る。 
日本経済新聞 2014/01/12 

2013:10. / 431p 
978-4-89210-197-7
4,000 円〔本体〕+税

*9784892101977*

 

地方が輝くために～創造と革新に向けての地域戦略 15 章～(ネプチューン<ノンフィク

ション>シリーズ) 
小磯 修二 著 
柏艪舎 
戦略産業としての観光、地域からのエネルギー政策、雇用創出…。疲弊が進む「地方」

の活性化に向けて活動を続けてきた著者が、豊かな経験と分析を交えて地域戦略を提

言する。 
日本経済新聞 2014/01/12 

2013:11. / 247p 
978-4-434-18553-3
1,500 円〔本体〕+税

*9784434185533*
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大人が知らない「さとり世代」の消費とホンネ～不思議な若者マーケットのナゾを解く!
～ 
牛窪 恵 著 
ＰＨＰ研究所 
涙袋、なんちゃって制服、ニコファーレ、美白男子、キュン死、強制入籍セット…。気鋭

のマーケティングライターが、「さとり世代=17 歳?26 歳」のホンネと「次の市場を開くカ

ギ」を読み解く。 
日本経済新聞 2014/01/12 

2013:10. / 279p 
978-4-569-81340-0
1,600 円〔本体〕+税

*9784569813400*

 

シグナル&ノイズ～天才データアナリストの「予測学」～ 
ネイト・シルバー 著 
日経ＢＰ社 
米大統領選で「オバマの勝利」を完璧に予想した希代のデータアナリストが、情報の洪

水のなかから真実(シグナル)を見つけ出す統計分析理論と予測技法を紹介する。ビッ

グデータ分析のための貴重なヒントが満載。 
日本経済新聞 2014/01/12 

2013:12. / 6p,591p 
978-4-8222-4980-9
2,400 円〔本体〕+税

*9784822249809*

 

さとり世代～盗んだバイクで走り出さない若者たち～(角川 one テーマ 21 C-254) 
原田 曜平 著 
KADOKAWA 
「さとり世代」という言葉が流行語となっている。消費をしない、上昇志向がない、恋愛に

淡白、などの特徴を持つ現代の若者たちは、現実を受け入れ「悟っている」のだという。

30 時間超の徹底討論でその実態に迫る 
日本経済新聞 2014/01/12 

2013:10. / 243p 
978-4-04-110543-6
781 円〔本体〕+税 

*9784041105436*

 

IMF 
ポール・ブルースタイン/ 東方 雅美 著 
楽工社 
中国台頭を加速させ、その後の世界に大きな影響を与えた“アジア通貨危機”を舞台

に、世界経済 高司令部「IMF」の内幕をドラマチックに描く。上は、1997 年のタイ、イ

ンドネシア、韓国への対処を取り上げる。 
日本経済新聞 2014/01/12 

2013:12. / 315p 
978-4-903063-62-1
1,900 円〔本体〕+税

*9784903063621*
2013:12. / 315p 
978-4-903063-63-8
1,900 円〔本体〕+税

*9784903063638*

 

旅はゲストルーム<2> 測って描いたホテル探検記(光文社知恵の森文庫 c う 2-2) 
浦 一也 著 
光文社 
セレブが集うホテルから海辺のリゾート、旅客船まで。世界の客室に泊まり、実測図を描

き続けてきた著者による、ユニークなホテル探検記の続編。新しい旅の楽しみが発見で

きる本。『TOTO 通信』連載をもとに書籍化。 
日本経済新聞 2014/01/12 

2013:12. / 251p 
978-4-334-78636-6
840 円〔本体〕+税 

*9784334786366*

 

ユダヤ教 キリスト教 イスラーム～一神教の連環を解く～(ちくま新書 1048) 
菊地 章太 著 
筑摩書房 
出発点であるユダヤ教と、そこから枝分かれしたキリスト教とイスラーム。「聖戦」「不寛

容」「平等」などの題材に触れながら、歴史に決定的な影響を与えた三宗教の連環を解

き、一神教の光と闇にせまる比較宗教学の入門書。 
日本経済新聞 2014/01/12 

2013:12. / 227p 
978-4-480-06754-8
780 円〔本体〕+税 

*9784480067548*
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生物の大きさはどのようにして決まるのか～ゾウとネズミの違いを生む遺伝子～

(DOJIN 選書 56) 
大島 靖美 著 
化学同人 
生物の体の大きさはどのような遺伝子により、どのようにして決められるのだろうか。現

在までに明らかになった大きさ決定の遺伝子レベルの話から、ペットの大きさを自由に

変えるような応用的な話まで、わかりやすく解説する。 
日本経済新聞 2014/01/12 

2013:11. / 206p 
978-4-7598-1356-2
1,600 円〔本体〕+税

*9784759813562*

 

池上彰のアフリカビジネス入門 
池上 彰 著 
日経ＢＰ社 
アフリカの経済が立ち上がろうとする今、国際協力の段階から、いよいよ投資の機会、

ビジネスの機会が、アフリカに訪れようとしています。池上彰が、物流、農業、電力、消

費市場にスポットをあてた現地取材をレポートします。 
日本経済新聞 2014/01/12 

2013:11. / 311p 
978-4-8222-7434-4
1,500 円〔本体〕+税

*9784822274344*

 

五峰の鷹 
安部 龍太郎 著 
小学館 
三島清十郎の額には、幼い頃に三島家が落城するときに負った刀傷がある。16 歳にな

った清十郎は、明国の海商・王直に会いに行くことになり…。海を奔る男たちの壮大な

る戦国叙事詩。『週刊ポスト』連載を加筆修正し単行本化。 
日本経済新聞 2014/01/12 

2013:12. / 599p 
978-4-09-379855-6
1,800 円〔本体〕+税

*9784093798556*

 

私の文学遍歴～独白的回想～ 
秋山 駿 著 
作品社 
文芸評論家の著者が、文学との出会いから「死」を見つめる現在の心境までを記した自

伝。2013 年 10 月 2 日に逝去した著者の遺作。 
日本経済新聞 2014/01/12、東京・中日新聞 2014/01/26 

2013:12. / 211p 
978-4-86182-462-3
1,800 円〔本体〕+税

*9784861824623*

 

ボブ・ディラン～ロックの精霊～(岩波新書 新赤版 1453) 
湯浅 学 著 
岩波書店 
深読みを誘う、謎多き現代の吟遊詩人ボブ・ディランは、数々の名曲で人びとを魅了し

ながらも、つねに人びとの理解を超えていく。その人生の足跡と作品の軌跡をたどり、

幻惑するトリックスターの核心に迫る。 
日本経済新聞 2014/01/12、読売新聞 2014/01/19 

2013:11. / 
4p,262p,2p 
978-4-00-431453-0
760 円〔本体〕+税 

*9784004314530*

 

貧しき人びと 改版(新潮文庫)  
ドストエフスキー/ 木村 浩 著 
新潮社 
日本経済新聞 2014/01/19 

1993:01. / ２６０ｐ 
978-4-10-201006-8
438 円〔本体〕+税 

*9784102010068*
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虐げられた人びと 改版(新潮文庫)  
ドストエフスキー/ 小笠原 豊樹 著 
新潮社 
日本経済新聞 2014/01/19 

2005:10. / ６８６ｐ 
978-4-10-201020-4
840 円〔本体〕+税 

*9784102010204*

 

宇宙旅行学～新産業へのパラダイム・シフト～ 
パトリック・コリンズ 著 
東海大学出版会 
ビジネス経済学の視点から宇宙旅行学を展望 
日本経済新聞 2014/01/19 

2013:11. / 254p 
978-4-486-01925-1
2,800 円〔本体〕+税

*9784486019251*

 

中国経済史 
岡本 隆司 編 
名古屋大学出版会 
現在だけ見ていては中国はわからない。先史時代から改革開放までを一望する、わが

国初の画期的通史。 
日本経済新聞 2014/01/19 

2013:10. / 5p,344p 
978-4-8158-0751-1
2,700 円〔本体〕+税

*9784815807511*

 

ケプラーとガリレイ～書簡が明かす天才たちの素顔～ 
トーマス・デ・パドヴァ/ 藤川 芳朗 著 
白水社 
科学史上に輝く巨星の対照的な生涯と大発見、時代背景を活写した評伝。独の科学

ジャーナリストによる「 良の科学書」。 
日本経済新聞 2014/01/19 

2013:12. / 401p,24p
978-4-560-08339-0
3,400 円〔本体〕+税

*9784560083390*

 

オバマの医療改革～国民皆保険制度への苦闘～ 
天野 拓 著 
勁草書房 
増え続ける医療難民にアメリカはどう立ち向かうのか。無保険者削減をめざす制度の全

体像、意義と課題、今後の展望について考察。 
日本経済新聞 2014/01/19 

2013:08. / 6p,353p 
978-4-326-70079-0
3,800 円〔本体〕+税

*9784326700790*

 

コンピュータって～機械式計算機からスマホまで～ 
ポール・E.セルージ/ 山形 浩生 著 
東洋経済新報社 
機械式計算機からスマートフォンまで、ハードウェアの進化を手短にまとめた概説書。コ

ンピュータの過去・現在・未来の姿を描く。 
日本経済新聞 2014/01/19 

2013:11. / 228p,34p
978-4-492-76213-4
2,200 円〔本体〕+税

*9784492762134*

 

今上天皇つくらざる尊厳～級友が綴る明仁親王～ 
明石 元紹 著 
講談社 
この１２月に８０歳を迎える明仁天皇と、幼稚園以来、疎開、英語、馬術などいつもおそ

ばにいた著者が初めて書き下ろす「素顔の天皇」 
日本経済新聞 2014/01/19 

2013:12. / 285p 
978-4-06-218747-3
1,900 円〔本体〕+税

*9784062187473*
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「つながり」の戦後文化誌～労音、そして宝塚、万博～ 
長崎 励朗 著 
河出書房新社 
かつて日本 大の音楽鑑賞団体であった「労音」。大阪労音の軌跡を軸に、戦後文化

における〈つながり〉を読み解く、気鋭のデビュー作 
日本経済新聞 2014/01/19 

2013:12. / 222p 
978-4-309-24644-4
2,200 円〔本体〕+税

*9784309246444*

 

事業継続計画による企業分析 
野田 健太郎 著 
中央経済社 
事業継続計画(BCP)が経営行動や資本市場に対してどのような開示効果を持つのか

を、実証分析と企業へのアンケートやインタビューを通じて得られた知見の両面から明

らかにする。 
日本経済新聞 2014/01/19 

2013:11. / 
4p,6p,212p 
978-4-502-08320-4
3,800 円〔本体〕+税

*9784502083204*

 

香夜(かぐや) 
高樹 のぶ子 著 
集英社 
月が満ち、香りたつ夜、流奈が思いを馳せるのは「どうしても会わなければ」と願う人々

との逢瀬。死への道程を妖しく鋭く甘やかに描きだす、哀悼と鎮魂の物語。『すばる』掲

載を単行本化。 
日本経済新聞 2014/01/19 

2013:12. / 253p 
978-4-08-771536-1
1,500 円〔本体〕+税

*9784087715361*

 

「沖縄シマ豆腐」物語 
林 真司 著 
潮出版社 
沖縄の伝統食材が語りかける、日本からアジアへ「人と食」をつなぐ旅-。「沖縄シマ豆

腐」が秘める奥深く豊かな歴史と、人と人との出会いが食文化を伝播させてきた事実を

伝えるノンフィクション。 
日本経済新聞 2014/01/19 

2014:01. / 222p 
978-4-267-01968-5
1,400 円〔本体〕+税

*9784267019685*

 

フランソワ・トリュフォーの映画 
アネット・インスドーフ/ 和泉 涼一/ 二瓶 恵 著 
水声社 
みずみずしい初期の作品から自伝的なドワネル・シリーズ、そして晩年の傑作「終電

車」まで、師と仰ぐヒッチコック/ルノワールとの比較を通してトリュフォー映画の魅力をあ

ますところなく論じ尽くす。 
日本経済新聞 2014/01/19 

2013:12. / 497p 
978-4-89176-975-8
4,800 円〔本体〕+税

*9784891769758*

 

初歩からの世界経済(日経プレミアシリーズ 216) 
日本経済新聞社 編 
日本経済新聞出版社 
シェールガス革命、米中の「クール・ウォー」、LIBOR 問題…。現代世界を理解するた

め「これだけは知っておきたい」論点を、国際部の記者がやさしく解説する。『日本経済

新聞』連載に加筆して書籍化。 
日本経済新聞 2014/01/19 

2013:10. / 251p 
978-4-532-26216-7
850 円〔本体〕+税 

*9784532262167*
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イエレンの FRB～世界同時緩和の次を読む～ 
藤井 彰夫 著 
日本経済新聞出版社 
2014 年 2 月に誕生する FRB 初の女性議長は、「出口」を決断できるのか? 米国を中

心に進む中央銀行の革命とそれがもたらすもの、今後の世界の金融政策の行方につ

いて、現場リポートも交えて読み解く。 
日本経済新聞 2014/01/19 

2013:12. / 287p 
978-4-532-35587-6
1,700 円〔本体〕+税

*9784532355876*

 

宇宙探査機はるかなる旅路へ～宇宙ミッションをいかに実現するか～(DOJIN 選書 
53) 
山川 宏 著 
化学同人 
地球を周回する人工衛星から、太陽系を航行する惑星探査機、さらには宇宙ごみへの

対処まで。数々の宇宙ミッションの「飛行計画」に焦点を当て、これまでの宇宙開発を振

り返り、これからの宇宙利用の方向性を占う。 
日本経済新聞 2014/01/19 

2013:06. / 252p 図

版 16p 
978-4-7598-1353-1
2,000 円〔本体〕+税

*9784759813531*

 

絵でわかる宇宙開発の技術(絵でわかるシリーズ) 
藤井 孝藏/ 並木 道義 著 
講談社 
ロケットと飛行機は何が違うのか？ＪＡＸＡと企業は何をどう分担しているのか？案外身

近にある技術とは？壮大で繊細、遠くて身近な宇宙開発の技術を幅広く紹介する。一

晩で「ここがすごい」を人に語れるようになる。 
日本経済新聞 2014/01/19 

2013:10. / 6p,185p 
978-4-06-154766-7
2,200 円〔本体〕+税

*9784061547667*

 

ニクソンとキッシンジャー～現実主義外交とは何か～(中公新書 2244) 
大嶽 秀夫 著 
中央公論新社 
アメリカ大統領ニクソンとその側近キッシンジャーは、ソ連との関係修復、米中和解、ベ

トナム戦争終結という外交上の大きな成果を挙げた。2 人が構築した現実主義に基づく

外交戦略とは何だったのか、その真髄に迫る。 
日本経済新聞 2014/01/19 

2013:12. / 2p,212p 
978-4-12-102244-8
800 円〔本体〕+税 

*9784121022448*

 

ここまでわかった!縄文人の植物利用(歴博フォーラム) 
国立歴史民俗博物館 編 
新泉社 
狩猟・採集・漁労生活を送っていた縄文時代は、現代よりもはるかに植物を利用してい

た。 新の考古学と理化学研究の成果を取り入れ、全点カラーの写真・図版を用い

て、縄文人の暮らしと植物の関係を明らかにしていく。 
日本経済新聞 2014/01/19 

2013:12. / 223p 
978-4-7877-1317-9
2,500 円〔本体〕+税

*9784787713179*

 

ムーミンを読む(ちくま文庫 と 19-3) 
冨原 眞弓 著 
筑摩書房 
ムーミンの物語には謎が多い。次々と起こる事件、冒険、旅、そして断片的に語られる

過去…。9 つの物語をひとつの作品世界として読み解き、ムーミン谷の小さな出来事の

連なりが大きな意味を醸成していくさまを明らかにする。 
日本経済新聞 2014/01/19 

2014:01. / 222p 
978-4-480-43133-2
680 円〔本体〕+税 

*9784480431332*
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冷血(新潮文庫)  
カポーティ/ 佐々田 雅子 著 
新潮社 
日本経済新聞 2014/01/26 

2006:06. / ６２３ｐ 
978-4-10-209506-5
940 円〔本体〕+税 

*9784102095065*

 

トロツキ－伝三部作  
アイザック・ドイッチャ－/ 田中西二郎 著 
新評論 
日本経済新聞 2014/01/26 

1992:02. / ３冊 
978-4-7948-0124-1
29,000 円〔本体〕+
税 

*9784794801241*

 

親元暮らしという戦略～アコーディオン・ファミリーの時代～ 
キャサリン・S.ニューマン/ 萩原 久美子/ 桑島 薫 著 
岩波書店 
パラサイト・シングル概念を超えて 
日本経済新聞 2014/01/26 

2013:11. / 
12p,296p,38p 
978-4-00-025926-2
3,600 円〔本体〕+税

*9784000259262*

 

<図説>虹の文化史 
杉山 久仁彦 著 
河出書房新社 
古今東西の科学、思想、美術、文学……虹をめぐる知と表現の系譜を通覧する一大ス

ペクタクル！ オールカラー 図版約５００点。 
日本経済新聞 2014/01/26 

2013:12. / 351p 
978-4-309-25293-3
4,600 円〔本体〕+税

*9784309252933*

 

現代アラブ社会～「アラブの春」とエジプト革命～ 
加藤 博/ 岩崎 えり奈 著 
東洋経済新報社 
今、アラブ社会に何が起こっているのか。エジプトでの世論調査の結果をふまえ、現代

アラブ社会の動きと今後の展望を長期的に描く。 
日本経済新聞 2014/01/26 

2013:12. / 14p,303p
978-4-492-44401-6
2,800 円〔本体〕+税

*9784492444016*

 

マリー・クワント 
マリー・クワント/ 野沢 佳織 著 
晶文社 
洋服、デザイン、子育て、起業……60 年代にミニスカートを流行させたファッションブラ

ンドのカリスマが、そのすべてを語る回想録 
日本経済新聞 2014/01/26 

2013:12. / 358p,7p 
978-4-7949-6836-4
2,600 円〔本体〕+税

*9784794968364*

 

原発メルトダウンへの道～原子力政策研究会 100 時間の証言～ 
NHK ETV 特集取材班 著 
新潮社 
官僚、学者、電力会社の重鎮など「原子力ムラ」の住人による極秘会合「原子力反省

会」。その記録や新証言から原発事故の本質を探る。 
日本経済新聞 2014/01/26 

2013:11. / 396p 
978-4-10-334091-1
1,700 円〔本体〕+税

*9784103340911*
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ユーザーイノベーション～消費者から始まるものづくりの未来～ 
小川 進 著 
東洋経済新報社 
イノベーションの主役が消費者に変わる。製品・サービスづくりの未来像と経営を、 先

端の研究と多くの先進事例を紹介しながら説く。 
日本経済新聞 2014/01/26 

2013:09. / 
11p,214p,19p 
978-4-492-53335-2
1,800 円〔本体〕+税

*9784492533352*

 

少女たちの 19 世紀～人魚姫からアリスまで～ 
脇 明子 著 
岩波書店 
冒険する少女たちの目はなにを見たのか。アンデルセンの「人魚姫」を斬新に読み解

き、19 世紀ヨーロッパの物語に登場する新しい少女の群像をたどることで、「アリス」誕

生の謎を明らかにする。 
日本経済新聞 2014/01/26 

2013:12. / 
8p,189p,7p 
978-4-00-025942-2
1,600 円〔本体〕+税

*9784000259422*

 

ジョブズの料理人～寿司職人、スティーブ・ジョブズとシリコンバレーとの 26 年～ 
[佐久間 俊雄 著, [佐久間 俊雄/ 日経 BP 社出版局 編 
日経ＢＰ社 
「トロ 5 つ、ハマチ 5 つ」 スティーブの注文はいつも同じ…。スティーブ・ジョブズがほ

れ込み、毎週通い続けた和食店。その店主の“ハングリー”な生き方と、誰も知らないジ

ョブズの素顔を綴る。 
日本経済新聞 2014/01/26 

2013:12. / 219p 
978-4-8222-4988-5
1,400 円〔本体〕+税

*9784822249885*

 

デモクラシーの生と死<上> 
ジョン・キーン/ 森本 醇 著 
みすず書房 
古代ギリシアに先立って「集会デモクラシー」を生み出していた東方の起源に始まり、ヨ

ーロッパやアメリカ合衆国、ラテンアメリカを舞台に「代表デモクラシー」の来し方を物語

る。デモクラシーの世界史。 
日本経済新聞 2014/01/26 

2013:11. / 
20p,453p,28p 
978-4-622-07743-5
6,500 円〔本体〕+税

*9784622077435*

 

東洋美術をめぐる旅～東京国立博物館東洋館～(コロナ・ブックス 189) 
東京国立博物館 著 
平凡社 
「東洋美術をめぐる旅」をコンセプトに、2013 年 1 月にリニューアルオープンした東京

国立博物館東洋館。中国・朝鮮からエジプトまで、アジア 高水準とも言われる所蔵品

を余すところなく紹介する公式ガイド。 
日本経済新聞 2014/01/26 

2013:12. / 143p 
978-4-582-63488-4
1,600 円〔本体〕+税

*9784582634884*

 

デモクラシーの生と死<下> 
ジョン・キーン/ 森本 醇 著 
みすず書房 
1945 年以降あらゆる大陸で起こったデモクラシーの数々など、「モニタリング・デモクラ

シー」という領域に足を踏み入れ、デモクラシーの過去と現在のみならず、未来に導こう

と試みる。デモクラシーの世界史。 
日本経済新聞 2014/01/26 

2013:11. / 
4p,426p,33,25p 
978-4-622-07744-2
6,500 円〔本体〕+税

*9784622077442*
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時のイコン～東日本大震災の記憶～ 
六田 知弘 著 
平凡社 
誰かがタバコの空き箱で作ったボトルシップ。幼い子が小さな手でいろんな絵を描いた

であろうクレヨン。家族の思い出が詰まったアルバム…。東日本大震災の被災地に散

乱していたモノたちの記憶を写し撮った写真集。 
日本経済新聞 2014/01/26 

2013:12. / 95p 
978-4-582-27800-2
2,500 円〔本体〕+税

*9784582278002*

 

東海道新幹線運転席へようこそ(新潮文庫 に-28-1) 
にわ あつし 著 
新潮社 
初代 0 系「ひかり」号から 新型 N700A「のぞみ」号まで、懐かしのエピソードやウラ

話、日本が誇るハイテク装備やプロフェッショナルから見た車両発達史など、元東海道

新幹線運転士が初公開の話題も満載に綴る。 
日本経済新聞 2014/01/26 

2014:01. / 217p 
978-4-10-125471-5
520 円〔本体〕+税 

*9784101254715*

 

日本写真史<上> 幕末維新から高度成長期まで(中公新書 2247) 
鳥原 学 著 
中央公論新社 
19 世紀半ば、日本へ輸入された写真。西洋からもたらされた写真という視覚が、どのよ

うに普及し、日本化したのか、その経緯について多数の実例を引きながら辿る。上は、

1974 年までの 120 年に及ぶ歴史を描く。 
日本経済新聞 2014/01/26 

2013:12. / 6p,230p 
978-4-12-102247-9
780 円〔本体〕+税 

*9784121022479*

 

荒木飛呂彦論～マンガ・アート入門～(ちくま新書 1052) 
加藤 幹郎 著 
筑摩書房 
漫画史に傑出する長編作品「ジョジョの奇妙な冒険」。抒情的かつ異風的なこの作品

を、四半世紀にわたって描き続ける創造力の源泉はどこにあるのか。技法、歴史、理論

から、荒木飛呂彦の作風と物語の独創性を読み解く。 
日本経済新聞 2014/01/26 

2014:01. / 197p 
978-4-480-06758-6
740 円〔本体〕+税 

*9784480067586*

 

日本写真史<下> 安定成長期から 3・11 後まで(中公新書 2248) 
鳥原 学 著 
中央公論新社 
19 世紀半ば、日本へ輸入された写真。西洋からもたらされた写真という視覚が、どのよ

うに普及し、日本化したのか、その経緯について多数の実例を引きながら辿る。下は、

1975 年以降の黄金期とデジタルの衝撃の歴史を描く。 
日本経済新聞 2014/01/26 

2013:12. / 216p 
978-4-12-102248-6
760 円〔本体〕+税 

*9784121022486*

 

元素戦略～科学と産業に革命を起こす現代の錬金術～ 
中山 智弘 著 
ダイヤモンド社 
産業競争力の源泉である希少元素の供給が危ぶまれる「元素危機」に、日本はどう対

応すべきか? 産学官連携で進められている「元素戦略」プロジェクトについて、全体の

概要だけでなく、個別のプロジェクトについても解説する。 
日本経済新聞 2014/01/26 

2013:11. / 259p 
978-4-478-02337-2
1,900 円〔本体〕+税

*9784478023372*
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社会保障を立て直す～借金依存からの脱却～(日経プレミアシリーズ 225) 
八代 尚宏 著 
日本経済新聞出版社 
財政赤字拡大の 大の要因は社会保障費の膨張にある。高齢者を一律に弱者とする

政策を早くから批判してきた著者が、年金、医療保険、医療、介護、生活保護にわたり

現行制度の問題を鋭く追究し、抜本的な立て直し策を提示する。 
日本経済新聞 2014/01/26 

2013:12. / 230p 
978-4-532-26225-9
850 円〔本体〕+税 

*9784532262259*

 

ペテロの葬列 
宮部 みゆき 著 
集英社 
『誰か』『名もなき毒』に続く杉村三郎シリーズ、待望の第３弾！ 拳銃を持った老人によ

るバスジャックという事件に巻き込まれた杉村 
毎日新聞 2014/01/05 

2013:12. / 685p 
978-4-08-771532-3
1,800 円〔本体〕+税

*9784087715323*

 

殺意の構図～探偵の依頼人～ 
深木 章子 著 
光文社 
街の弁護士・衣田は、不慣れな殺人事件を担当することに。容疑者は知人の峰岸諒

一。彼は妻の父で、養父でもある巌雄宅に放火、殺害した疑いで逮捕された。現場に

は諒一のライターが落ちていて、彼の顔と手には火傷の跡が…。 
毎日新聞 2014/01/05 

2013:12. / 301p 
978-4-334-92920-6
1,700 円〔本体〕+税

*9784334929206*

 

強力伝・孤島 改版(新潮文庫 に-2-2) 
新田 次郎 著 
新潮社 
毎日新聞 2014/01/12 

2011:07. / 313p 
978-4-10-112202-1
520 円〔本体〕+税 

*9784101122021*

 

若き数学者のアメリカ 改版(新潮文庫)  
藤原 正彦 著 
新潮社 
毎日新聞 2014/01/12 

2003:09. / ３４２ｐ 
978-4-10-124801-1
550 円〔本体〕+税 

*9784101248011*

 

流れる星は生きている 改版(中公文庫)  
藤原 てい 著 
中央公論新社 
毎日新聞 2014/01/12 

2002:07. / ３２２ｐ 
978-4-12-204063-2
686 円〔本体〕+税 

*9784122040632*

 

ずばり東京(光文社文庫)  
開高 健 著 
光文社 
毎日新聞 2014/01/12 

2007:09. / ４３０ｐ 
978-4-334-74309-3
686 円〔本体〕+税 

*9784334743093*
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「テレビリアリティ」の時代 
大見 崇晴 著 
大和書房 
バラエティ番組から解き明かす 
毎日新聞 2014/01/12 

2013:12. / 393p 
978-4-479-39250-7
1,800 円〔本体〕+税

*9784479392507*

 

中国転換期の対話～オピニオンリーダー24 人が語る～ 
本田 善彦 著 
岩波書店 
中国社会はいま何に直面しているのか 
毎日新聞 2014/01/12 

2013:11. / 11p,322p
978-4-00-023881-6
2,800 円〔本体〕+税

*9784000238816*

 

日本降伏～迷走する戦争指導の果てに～ 
纐纈 厚 著 
日本評論社 
天皇制国家・日本はアジア太平洋戦争に突入、1945 年 8 月、「降伏」に至った。その

過程で何があったのか。真の姿を浮き彫りにする 
毎日新聞 2014/01/12 

2013:12. / 5p,352p 
978-4-535-58660-4
2,200 円〔本体〕+税

*9784535586604*

 

皇帝フリードリッヒ二世の生涯<上> 
塩野 七生 著 
新潮社 
シチリア王にして神聖ローマ帝国皇帝であり、後世に「世界の驚異」と呼ばれた男、フリ

ードリッヒ二世の生涯を描く。上は、幼少時代からロンバルディア同盟解体までを収録。 
毎日新聞 2014/01/12 

2013:12. / 301p 
978-4-10-309637-5
2,400 円〔本体〕+税

*9784103096375*

 

皇帝フリードリッヒ二世の生涯<下> 
塩野 七生 著 
新潮社 
シチリア王にして神聖ローマ帝国皇帝であり、後世に「世界の驚異」と呼ばれた男、フリ

ードリッヒ二世の生涯を描く。下は、ブレッシア攻防戦からフリードリッヒ二世の死後まで

を収録。 
毎日新聞 2014/01/12 

2013:12. / 258p,20p
978-4-10-309638-2
2,400 円〔本体〕+税

*9784103096382*

 

作家の住まい(コロナ・ブックス 185) 
コロナ・ブックス編集部 編 
平凡社 
日和下駄の音がする、永井荷風の終の住処。絵から抜け出したような、藤田嗣治のパリ

近郊のアトリエ。VAN 創立者・石津謙介の実験住宅…。作家が長年暮らした住まいを

紹介する。実測図面も掲載。 
毎日新聞 2014/01/12 

2013:10. / 135p 
978-4-582-63485-3
1,600 円〔本体〕+税

*9784582634853*

 

東京の片隅 
常盤 新平 著 
幻戯書房 
終のすみかとなった郊外の町、かつて住んだ川べりの町、ふと足が向く昔なじみの町、

愛読書から思いを馳せる古きよき町…。おもに著者の晩年の、単行本未収録の東京に

関する文章を精選して収録する。 
毎日新聞 2014/01/12 

2013:10. / 267p 
978-4-86488-034-3
2,500 円〔本体〕+税

*9784864880343*
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別れのワルツ(集英社文庫 ク 11-5) 
ミラン・クンデラ/ 西永 良成 著 
集英社 
亡命を決意したヤクブは、友人らに永遠の別れを告げるべく、温泉保養地にやってき

た。ふとした成り行きから薬の小壜に混入された毒薬。医師、若い女、アメリカ人湯治客

など、幾組もの男女がすれ違い…。 
毎日新聞 2014/01/12 

2013:12. / 362p 
978-4-08-760679-9
860 円〔本体〕+税 

*9784087606799*

 

和食のすべてがわかる本～たのしくつくれるレシピつき～<2> 郷土料理を知ろう 日

本各地の和食 
こどもくらぶ 編 
ミネルヴァ書房 
日本の気候・風土・歴史のなかではぐくまれてきた「和食」を総合的に学べる本。2 は、

ジンギスカンから卓袱料理まで、各地の郷土料理を解説し、4 つの郷土料理のレシピを

紹介。見返しに「各地の特色ある雑煮」等を掲載。 
毎日新聞 2014/01/12 

2014:01. / 39p 
978-4-623-06974-3
2,500 円〔本体〕+税

*9784623069743*

 

使命～証言・岩手県警察の 3・11～ 
岩手県警察本部 著, 岩手県警察本部/ 岩手日報社 編 
岩手日報社 
想像を絶する大規模災害に直面し、使命達成のため筆舌に尽くせない苦悩と葛藤が

続いた。救えた人命がある一方で、任務を阻む幾多の困難が立ちはだかり…。岩手県

警察本部警察官と他県からの特別出向警察官が震災体験を綴る。 
毎日新聞 2014/01/12 

2013:10. / 6p,195p 
図版 16 枚 
978-4-87201-412-9
1,200 円〔本体〕+税

*9784872014129*

 

寿命 100 歳以上の世界～20XX 年、仕事・家族・社会はこう変わる～ 
ソニア・アリソン/ 土屋 晶子 著 
阪急コミュニケーションズ 
科学技術の進歩により平均寿命が 100 歳を超える日が近づいている。誰もが健康なま

ま現在の 2 倍も長生きするようになったら、生活や環境はどうなるのか。テクノロジーア

ナリストが「長寿革命」の新時代へと案内する。 
毎日新聞 2014/01/12、朝日新聞 2014/01/19 

2013:11. / 291p,28p
978-4-484-13120-7
2,100 円〔本体〕+税

*9784484131207*

 

私のなかの彼女 
角田 光代 著 
新潮社 
ごく普通に恋愛していたはずなのに、どこかで何かがねじれた。母の呪詛。恋人の抑

圧。仕事の壁。もがきながら生きる彼女と私の物語。 
毎日新聞 2014/01/12、日本経済新聞 2014/01/19 

2013:11. / 294p 
978-4-10-434605-9
1,500 円〔本体〕+税

*9784104346059*

 

移動祝祭日(新潮文庫)  
ヘミングウェイ/ 高見 浩 著 
新潮社 
毎日新聞 2014/01/19 

2009:01. / ３３０ｐ 
978-4-10-210015-8
590 円〔本体〕+税 

*9784102100158*
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幸運の２５セント硬貨(新潮文庫)  
スティーヴン・キング/ 浅倉 久志 著 
新潮社 
毎日新聞 2014/01/19 

2004:05. / ４２５ｐ 
978-4-10-219336-5
710 円〔本体〕+税 

*9784102193365*

 

神社の起源と古代朝鮮(平凡社新書 704) 
岡谷 公二 著 
平凡社 
古代朝鮮に神社信仰の起源をたどる 
毎日新聞 2014/01/19 

2013:11. / 245p 
978-4-582-85704-7
800 円〔本体〕+税 

*9784582857047*

 

山の本をつくる 
中西 健夫 著 
ナカニシヤ出版 
山好き・本好きの出版人の山書づくり一代記 
毎日新聞 2014/01/19 

2013:08. / 6p,282p 
978-4-7795-0713-7
2,800 円〔本体〕+税

*9784779507137*

 

岩波世界人名大辞典 
岩波書店 著, 岩波書店辞典編集部 編 
岩波書店 
項目数 38,000 余、日本 大の外国人名辞典 
毎日新聞 2014/01/19 

2013:12. / 2 冊 
978-4-00-080315-1
28,000 円〔本体〕+
税 

*9784000803151*

 

光の子ども<1> 
小林 エリカ 著 
リトル・モア 
2011 年の日本に生まれた主人公“光”を通じて、“放射能”の歴史をひもとく物語。 
毎日新聞 2014/01/19 

2013:12. / 183p 
978-4-89815-375-8
1,400 円〔本体〕+税

*9784898153758*

 

放射能～キュリー夫妻の愛と業績の予期せぬ影響～ 
ローレン・レドニス/ 徳永 旻 著 
国書刊行会 
キュリー夫妻の愛と業績の予期せぬ影響の光と影を美しいアートと文で描く。アメリカ人

気鋭女性アーティストによる渾身の作品。 
毎日新聞 2014/01/19 

2013:11. / 205p 
978-4-336-05757-0
5,600 円〔本体〕+税

*9784336057570*

 

オレがマリオ 
俵 万智 著 
文藝春秋 
絶望かと思える風景と、新たな南の土地で芽生えた新たな光の兆しを見つめる。東日

本大震災から現在に至るまでの作品と震災前の作品、341 首を収めた第 5 歌集。 
毎日新聞 2014/01/19 

2013:12. / 158p 
978-4-16-382810-7
1,250 円〔本体〕+税

*9784163828107*
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あまからカルテット(文春文庫 ゆ 9-2) 
柚木 麻子 著 
文藝春秋 
恋の悩みも仕事のストレスも、女の友情でおいしく解決! ピアノ講師の咲子、編集者の

薫子、美容部員の満里子、料理上手な由香子。仲良し 4 人組のコミカル・ミステリー。 
毎日新聞 2014/01/19 

2013:11. / 270p 
978-4-16-783202-5
560 円〔本体〕+税 

*9784167832025*

 

開幕ベルは華やかに(文春文庫 あ 3-7) 
有吉 佐和子 著 
文藝春秋 
人間ドラマを堪能！ ベストセラーミステリー復刊。名女優と歌舞伎界の大物の舞台中

に、殺人事件が。舞台裏の壮絶な人間ドラマと、驚愕の幕切れに酔いしれる不朽の傑

作ミステリー。 
毎日新聞 2014/01/19 

2013:12. / 447p 
978-4-16-713712-0
750 円〔本体〕+税 

*9784167137120*

 

岡倉天心『茶の本』を読む(岩波現代文庫) 
若松 英輔 著 
岩波書店 
東洋の霊性を伝える茶道を、西洋に初めて伝えた岡倉天心の代表作を、タゴール、内

村鑑三、井筒俊彦ら人間の叡知を追究した東西の思想家との接点を探りながら読み解

き、新たな天心像を提示する。 
毎日新聞 2014/01/19 

2013:12. / 4p,218p 
978-4-00-600302-9
900 円〔本体〕+税 

*9784006003029*

 

エネルギーから経済を考える 
鈴木 悌介 著 
合同出版 
「エネルギーから経済を考える経営者ネットワーク会議」の世話役代表が、自治体首長

やエコノミスト、政治家、研究者、経済人たちと対話し、個性ゆたかで、持続可能な地域

経済と地域の自立を導き出す。 
毎日新聞 2014/01/19 

2013:11. / 226p 
978-4-7726-1109-1
1,500 円〔本体〕+税

*9784772611091*

 

戦略史としてのアジア冷戦 
赤木 完爾/ 今野 茂充 著 
慶應義塾大学出版会 
複雑化する対立構造のなかで、国家はいかに生き残りを図ったか? 朝鮮戦争やヴェト

ナム戦争などの「熱戦」を経験したアジアを舞台に、核戦争の恐怖の下、諸国家が繰り

広げたパワー・ゲームを鋭く描き出す。 
毎日新聞 2014/01/19 

2013:09. / 5p,232p 
978-4-7664-2068-5
3,600 円〔本体〕+税

*9784766420685*

 

月日の残像 
山田 太一 著 
新潮社 
疎開先で亡くなった母、早世した 4 人の兄、父の晩酌、松竹撮影所時代、木下恵介・

寺山修司・向田邦子の思い出…。さまざまな記憶、去っていった人びとについて練達

の文章で描く。『考える人』連載を単行本化。 
毎日新聞 2014/01/19 

2013:12. / 261p 
978-4-10-360608-6
1,600 円〔本体〕+税

*9784103606086*
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日本語に生まれて～世界の本屋さんで考えたこと～ 
中村 和恵 著 
岩波書店 
「世界の端っこ」を歩きながら考える 
毎日新聞 2014/01/19、朝日新聞 2014/01/26 

2013:11. / 7p,221p 
978-4-00-024299-8
1,900 円〔本体〕+税

*9784000242998*

 

朝鮮紀行～英国婦人の見た李朝末期～(講談社学術文庫)  
イザベラ・バード/ 時岡 敬子 著 
講談社 
毎日新聞 2014/01/26 

1998:08. / ５８３ｐ 
978-4-06-159340-4
1,650 円〔本体〕+税

*9784061593404*

 

古典落語(講談社学術文庫)  
興津 要 著 
講談社 
毎日新聞 2014/01/26 

2002:12. / ４３６ｐ 
978-4-06-159577-4
1,250 円〔本体〕+税

*9784061595774*

 

近代世界システム<1> 農業資本主義と「ヨーロッパ世界経済」の成立 
I.ウォーラーステイン/ 川北 稔 著 
名古屋大学出版会 
資本主義史の 高傑作 
毎日新聞 2014/01/26 

2013:10. / 
24p,423p,35p 
978-4-8158-0743-6
4,800 円〔本体〕+税

*9784815807436*

 

近代世界システム<4> 中道自由主義の勝利 
I.ウォーラーステイン/ 川北 稔 著 
名古屋大学出版会 
19 世紀史を書換える待望久しい名著の新刊 
毎日新聞 2014/01/26 

2013:10. / 
6p,343p,80p 
978-4-8158-0746-7
4,800 円〔本体〕+税

*9784815807467*

 

燃えつまみれつ～映画監督今井正物語～ 
高部鐵也 著 
文芸社 
日本を代表する社会派映画監督の生涯を綿密な取材と膨大な資料によって脚本化し

た力作 
毎日新聞 2014/01/26 

2013:04. / 537p 
978-4-286-13757-5
1,000 円〔本体〕+税

*9784286137575*

 

老残/死に近く～川崎長太郎老境小説集～(講談社文芸文庫 か N4) 
川崎 長太郎 著 
講談社 
６０歳で若い妻を迎えた私小説作家の、結婚前夜から死の床までを描いた短篇を時系

列でまとめた短編集。絶筆「死に近く」収録。 
毎日新聞 2014/01/26 

2013:12. / 317p 
978-4-06-290216-8
1,400 円〔本体〕+税

*9784062902168*
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ビッグの終焉～ラディカル・コネクティビティがもたらす社会の未来～ 
ニコ・メレ/ 遠藤 真美 著 
東洋経済新報社 
高度なネットワークの発達で、政治・ビジネス・文化などの権威が崩壊する。その開かれ

た未来と、混迷する社会を描いた警世の書。 
毎日新聞 2014/01/26 

2014:01. / 
9p,447p,21p 
978-4-492-22337-6
1,800 円〔本体〕+税

*9784492223376*

 

露出せよ、と現代文明は言う～「心の闇」の喪失と精神分析～ 
立木 康介 著 
河出書房新社 
犯罪のたび語られる「心の闇」。だがそれを失ったことこそ現代の危機ではないの

か！？ 亀山郁夫、市川真人氏絶賛、衝撃の長篇評論。 
毎日新聞 2014/01/26 

2013:11. / 301p 
978-4-309-24637-6
2,400 円〔本体〕+税

*9784309246376*

 

西行全歌集(岩波文庫 黄版 23-2) 
西行 著 
岩波書店 
「山家集」「聞書集」「残集」「御裳濯河歌合」など、現在知られている西行の和歌のすべ

て約 2300 首を集成。脚注のほか、詳細な補注・校訂一覧を付す。 
毎日新聞 2014/01/26 

2013:12. / 524p 
978-4-00-300232-2
1,260 円〔本体〕+税

*9784003002322*

 

独裁者に原爆を売る男たち～核の世界地図～(文春新書 941) 
会川 晴之 著 
文藝春秋 
北朝鮮の実態と核の闇ビジネスを追う  テポドン、ノドン……止まらない北朝鮮の暴

走。パキスタンの英雄カーン博士による「核の闇ビジネス」の驚くべき実態とは？ 
毎日新聞 2014/01/26 

2013:10. / 249p 
978-4-16-660941-3
890 円〔本体〕+税 

*9784166609413*

 

生きる。死ぬ。 
土橋 重隆/ 玄侑 宗久 著 
ディスカヴァー・トゥエンティワン 
死と闘わない生き方とは? 芥川賞作家の禅僧と、ガン医療の第一人者が、生きることと

死ぬことの本質について語り合う。「生」「老」「病」「死」の常識を取り払う対談集。 
毎日新聞 2014/01/26 

2013:12. / 249p 
978-4-7993-1434-0
1,500 円〔本体〕+税

*9784799314340*

 

詩の波詩の岸辺(五柳叢書 99) 
松浦 寿輝 著 
五柳書院 
今日の日本社会での「現代詩」の孤立ぶりを危惧する著者の、現代詩をテーマにした

啓蒙的な講演や、新聞に掲載した時評などを収録。現代詩の現場と読書人との間の溝

に、平易な言葉で橋を架ける。 
毎日新聞 2014/01/26 

2013:11. / 285p 
978-4-901646-24-6
2,300 円〔本体〕+税

*9784901646246*

 

福祉と贈与～全身性障害者・新田勲と介護者たち～ 
深田 耕一郎 著 
生活書院 
助けを請わなければ生存がままならないという負い目を主体的に生きた、全身性障害

者・新田勲。公的介護保障の実現を求めて社会運動にかかわったその生の軌跡と、矛

盾と葛藤に満ちた「福祉」の世界を描く。 
毎日新聞 2014/01/26 

2013:10. / 674p 
978-4-86500-016-0
2,800 円〔本体〕+税

*9784865000160*
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過労死は何を告発しているか～現代日本の企業と労働～(岩波現代文庫) 
森岡 孝二 著 
岩波書店 
なぜ過労死は減らないのか。過労死問題の第一人者がこの四半世紀を踏まえて、働き

すぎのメカニズムを検証。過重労働とストレスがもたらされる要因を具体的に解明し、過

労死・過労自殺をなくす方策を展望する。 
毎日新聞 2014/01/26 

2013:08. / 4p,338p 
978-4-00-603262-3
1,240 円〔本体〕+税

*9784006032623*

 

辺境から訪れる愛の物語～沈従文小説選～ 
沈 従文/ 小島 久代 著 
勉誠出版 
大らかな愛を謳いつづけた作家・沈従文。不遇の時代を越えてノーベル文学賞候補と

もなったその作品群から、川沿いの町の悲恋を描く代表作「辺境の町」など全 9 篇を収

める。巻末に、沈従文と作品についての解説も収載。 
毎日新聞 2014/01/26 

2013:11. / 10p,387p
978-4-585-29059-9
2,800 円〔本体〕+税

*9784585290599*

 

燃ゆる海峡～NDU と布川徹郎の映画/運動に向けて～ 
安井 喜雄 編 
インパクト出版会 
1970 年代ドキュメンタリー映画界にあって、島から島へと流浪する<国境>の映画を先

駆的に生み出した伝説の映画集団 NDU と布川徹郎。沖縄、朝鮮、台湾…。NDU と布

川徹郎の作品と運動を論じ、その軌跡をまとめる。 
毎日新聞 2014/01/26 

2013:11. / 331p 
978-4-7554-0237-1
3,000 円〔本体〕+税

*9784755402371*

 

オリーヴ・キタリッジの生活(ハヤカワ epi 文庫 70) 
エリザベス・ストラウト 著 
早川書房 
傍若無人な数学教師オリーヴが、一見静かな町に生きる人々の心を、ときには激しく、

ときにはひそやかに揺りうごかしていく…。小さな港町の住人がかかえる後悔、苦しみ、

喜び、希望。かけがえのない人生を静かな筆致で描く。 
毎日新聞 2014/01/26 

2012:10. / 460p 
978-4-15-120070-0
940 円〔本体〕+税 

*9784151200700*

 

伴侶種宣言～犬と人の「重要な他者性」～ 
ダナ・ハラウェイ/ 永野 文香 著 
以文社 
セクシュアリティや種の違いのみならず、サイボーグのように生命と非生命の違いすら

乗り越えて共に寄り添う<重要な他者>としての伴侶種。その伴侶としての犬との関係性

を描き、「人間主義」を超える新しい思想を凝縮する。 
毎日新聞 2014/01/26 

2013:11. / 178p 
978-4-7531-0317-1
2,400 円〔本体〕+税

*9784753103171*

 

真珠湾収容所の捕虜たち～情報将校の見た日本軍と敗戦日本～(ちくま学芸文庫 

ケ 8-1) 
オーテス・ケーリ 著 
筑摩書房 
ホノルル捕虜収容所に、べらんめえ口調で日本人捕虜たちの度肝をぬいた海軍将校

がいた。日本兵の階級意識を破壊し、捕虜は恥ではないことを徹底して説く彼の姿は、

やがて捕虜たちの自発性を促す。日本人の本質を喝破した名著。 
毎日新聞 2014/01/26 

2013:07. / 365p 
978-4-480-09560-2
1,400 円〔本体〕+税

*9784480095602*
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遺伝子がわかれば人生が変わる。 
四元 淳子 著 
ポプラ社 
遺伝子とは何か、遺伝子検査とは一体どんな検査で、どんなことがわかり、どういった影

響が考えられるのか。ダイエット検査、がん予防、出生前診断など、遺伝子検査の基本

からリアルな現場までを認定遺伝カウンセラーが教える。 
毎日新聞 2014/01/26 

2013:11. / 228p 
978-4-591-13675-1
1,200 円〔本体〕+税

*9784591136751*

 

近衛文麿～教養主義的ポピュリストの悲劇～(岩波現代文庫)  
筒井 清忠 著 
岩波書店 
戦前の人気政治家が、傑出した支持を獲得した理由とは何か。戦争の時代にいかなる

リーダーシップを発揮したのか。なぜ宰相として日本を破局の淵から救えなかったの

か。貴族政治家の知性と教養、大衆的人気に着目してその栄光と挫折を考察した本書

は、気鋭の歴史社会学者による待望の書き下ろし。現代文庫オリジナル版。 
毎日新聞 2014/01/26 

2009:05. / ３６６，９

ｐ 
978-4-00-600218-3
1,100 円〔本体〕+税

*9784006002183*

 


