
 

 

from MARUZEN 
 

 

 ● ご注文の際には，タイトル・出版社名・価格のほか、資料 No.，ISBN も併せてお知らせください。 

 ● 原価の改定、為替相場の変動などの理由により価格を変更する場合がございます。予めご了承の程お願い申し上げます。 

 ● ご注文、ご照会は弊社 本・支店・営業部（課）までお申し付けください。 

 ● 表示価格は全て税抜表示となっております。 

 

 丸善株式会社 ［学術情報ソリューション事業部 仕入物流センター 和書統括部 和書企画グループ］ 

 〒105-0022 東京都港区海岸 1－9－18 国際浜松町ビル 8F 
 TEL 03-6367-6077 FAX 03-6367-6207  http://www.maruzen.co.jp/ 
 営業部・支店・営業所＝横浜・八王子・大宮・筑波／札幌・盛岡・仙台・名古屋・岐阜・ 
 金沢・京都・大阪・神戸・岡山・松山・広島・福岡・長崎・熊本・沖縄／ニュージャージー 

2014 年 3 月分新聞書評 

 

波平は「相続」であわてない!～磯野家に学ぶ 33 ケ条～ 
長谷川 裕雅 著 
文藝春秋 
2015 年から新相続税が施行され、課税の網はさらに広がる。家を守りトラブルを避け

るためのツボを、磯野家でケーススタディする。 
産経新聞 2014/03/01 

2014:02. / 285p 
978-4-16-390026-1 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784163900261*

 

長女たち 
篠田 節子 著 
新潮社 
たとえ「毒」でも、親を見捨てることができない――それが長女の宿命か。親の変容と

介護に振り回される女たちを描く、国民総介護時代に必読の連作短編。 
産経新聞 2014/03/01 

2014:02. / 280p 
978-4-10-313363-6 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784103133636*

 

シェール革命 繁栄する企業、消える産業～想像を越えたエネルギーコストの低下

が直撃～ 
財部 誠一 著 
実業之日本社 
米国がシェール革命で世界を圧倒した理由、シェール革命が求める日本の技術、頭

をもたげる環境問題と対策…。経済ジャーナリストがシェール革命の現場を伝える。 
産経新聞 2014/03/01 

2014:01. / 223p 
978-4-408-11025-7 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784408110257*

 

「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 
産経新聞 2014/03/02 

2013:12. / 222p 
978-4-309-24644-4 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784309246444*

 

「闇学」入門(集英社新書 0723) 
中野 純 著 
集英社 
蛍狩り、百物語、真夜中の富士登山…。古来、日本人は「闇遊び」の達人だった。風

俗、文学、信仰など多様な視点から、五感を再生する豊かな闇の世界を解説する。 
産経新聞 2014/03/02 

2014:01. / 204p 
978-4-08-720723-1 
720 円〔本体〕+税 

*9784087207231*

 

ヤバい予測学～「何を買うか」から「いつ死ぬか」まであなたの行動はすべて読まれ

ている～ 
エリック・シーゲル/ 矢羽野 薫 著 
阪急コミュニケーションズ 
データから学習して個人の未来の振る舞いを予測し、より良い決断に導く技術である

「予測分析」の入門書。事例をふんだんに交え、予測分析とデータ社会の可能性を

語る。 
産経新聞 2014/03/02 

2013:12. / 386p,50p 
978-4-484-13125-2 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784484131252*
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さよなら、ぼくのひみつ(心といのちを守る 5 つの童話) 
漆原 智良/ 進藤 かおる 著 
国土社 
いま、学校や子どもたちが悩んでいることを題材にした童話を、悩み問題の解決の糸

口となる解説とともに収録。「交通安全・虐待・アトピー・学習しょうがい・校内安全」の

5 つのテーマを取り上げる。 
産経新聞 2014/03/02 

2014:02. / 125p 
978-4-337-11302-2 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784337113022*

 

すべては朝日新聞から始まった「慰安婦問題」(WAC BUNKO B-190) 
山際 澄夫 著 
ワック 
様々な角度から「慰安婦問題」を考え、朝日新聞と朝日文化人とでもいうべき学者や

国連人権活動家、「慰安婦」弁護士らが果たした特異な役割や彼らの見解について

も論じる。『WiLL』掲載を軸に単行本化。 
産経新聞 2014/03/02 

2014:01. / 227p 
978-4-89831-690-0 
950 円〔本体〕+税 

*9784898316900*

 

アイ・ウェイウェイ主義 
艾 未未 著, ラリー・ウォーシュ 編 
ブックエンド 
世界的アーティストにして人権活動家、アイ・ウェイウェイの個人の権利と表現の自由

に関する考えを、北京オリンピック、四川大地震、中国政府による身柄拘束などの出

来事に際して語った本人の言葉から抽出した語録。 
産経新聞 2014/03/02 

2013:11. / 135p,8p 
978-4-907083-07-6 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784907083076*

 

1 つ 3000 円のガトーショコラが飛ぶように売れるワケ～4 倍値上げしても売れる仕

組みの作り方～(SB 新書 247) 
氏家 健治 著 
SB クリエイティブ 
1 店 1 品主義の真髄とは? 扱う商品はガトーショコラだけ。値段もサイズもお店もたっ

た 1 つしかない。驚異のビジネスモデルでスイーツをトッププランドに育てた著者が、

どの業界にも通じる儲けのカラクリを公開する。 
産経新聞 2014/03/02 

2014:01. / 194p 
978-4-7973-7510-7 
730 円〔本体〕+税 

*9784797375107*

 

なついた羚羊(20 世紀英国モダニズム小説集成) 
バーバラ・ピム/ 井伊 順彦 著 
風濤社 
イギリスの穏やかな村に暮らすビード姉妹は、ともに 50 代で独身。姉は妻帯者に 30
年来の恋心を抱き、妹は異性との微妙な関係を楽しんでいた。そこへ新任の副牧師

が赴任してきて…。ユーモアと風刺をこめて描く珠玉の喜劇。 
産経新聞 2014/03/02 

2014:01. / 379p 
978-4-89219-376-7 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784892193767*

 

ザ・ワースト中学生<[3]> ブロッコリーとヘビといじめからのサバイバル大作戦 
ジェームズ・パターソン/ クリス・テベッツ/ ローラ・パーク/ たから しげる 著 
ポプラ社 
ぼくたち“負け犬”どもと、ホントに卑怯なクールガイ連中とが出会ったら、どうなると思

う? 何もかもが、しっちゃかめっちゃかなキャンプの始まりさ! レイフ・キャチャドリアン

の“ありえない”中学校生活の物語、第 3 弾。 
産経新聞 2014/03/02 

2013:09. / 311p 
978-4-591-13542-6 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784591135426*
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中国再考～その領域・民族・文化～(岩波現代文庫 Ｇ(学術) 309) 
葛 兆光 著 
岩波書店 
現在の中国は歴史的にいかに形成されたのか。歴史を考察して得られる理性によっ

て民族主義的情緒を批判し、他国民と敬意をもって共存し、尊重しあう道を探る。 
産経新聞 2014/03/02、日本経済新聞 2014/03/16 

2014:02. / 
9p,160p,50p 
978-4-00-600309-8 
960 円〔本体〕+税 

*9784006003098*

 

絶望の裁判所(講談社現代新書 2250) 
瀬木 比呂志 著 
講談社 
一人の学者裁判官が目撃した司法荒廃・崩壊の黙示録-。なぜ日本の裁判所、裁判

官は、「国民、市民支配のための道具・装置」に甘んじているのか。裁判所組織と裁

判官個人の観点から説き明かし、「苦い真実」を明らかにする。 
産経新聞 2014/03/08 

2014:02. / 238p 
978-4-06-288250-7 
760 円〔本体〕+税 

*9784062882507*

 

あなたは半年前に食べたものでできている 
村山 彩 著 
サンマーク出版 
「サラダを食べていれば太らないは大間違い」「冷蔵庫の代謝は自分の代謝と同じ」 
アスリートフードマイスターが、食べたいものを食べたいだけ食べても、太らず、健康

に生きていく方法を伝授する。体が変わる簡単レシピ付き。 
産経新聞 2014/03/08 

2013:12. / 205p 
978-4-7631-3316-8 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784763133168*

 

知ればどや顔よくわからない日本語 
東郷 吉男 著 
有楽出版社 
「有象無象」ってどんな象? 「惚れた腫れた」はどこが腫れた? 「ピンキリ」のキリって何

だ? 日常の言語生活のなかでふつうに用いていながら、ちょっと深く考えるとどこかわ

かりにくい語句を選び、その意味や由来を解説。 
産経新聞 2014/03/08 

2014:02. / 367p 
978-4-408-59405-7 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784408594057*

 

震災考～2011.3-2014.2～ 
赤坂 憲雄 著 
藤原書店 
東日本大震災から３年、その発言の全記録。 
産経新聞 2014/03/09 

2014:02. / 381p 
978-4-89434-955-1 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784894349551*

 

佐高信の百人百話～私が出会ったこの人あの話～ 
佐高 信 著 
平凡社 
人間、生きていれば偏る。どう偏るかは出会う人しだい、本しだい。３．１１以後の日本

人に向けておくる「人間を読む旅」の決定版。 
産経新聞 2014/03/09 

2014:01. / 341p 
978-4-582-83639-4 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784582836394*
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心に湯気をたてて 
和合 亮一 著 
日本経済新聞出版社 
詩人の身体からあふれだす想いは、いま、ここを抱きしめる言葉となって、明るい場所

をまなざす-。福島で生きる、福島を生きる詩人が 10 年書き継いだ 150 篇を収めたエ

ッセイ集。 
産経新聞 2014/03/09 

2013:12. / 305p 
978-4-532-16899-5 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784532168995*

 

大和心の鏡像～日本と西洋二つの空が溶け合うとき～ 
竹本 忠雄 著 
勉誠出版 
大和心-日本的霊性は西洋、特にフランス精神にどう映じたかを、過去百年間の「鏡

像」として集約的にとらえる。アインシュタインからレヴィ=ストロースに至る全 14 人の

代表的日本論の名言も収録。 
産経新聞 2014/03/09 

2014:03. / 17p,338p 
978-4-585-21020-7 
3,600 円〔本体〕+税 

*9784585210207*

 

巨大地震～なぜ起こる?そのときどうする?～(楽しい調べ学習シリーズ) 
京都大学防災研究所 著 
ＰＨＰ研究所 
東日本大震災、スマトラ島沖地震・津波、ハイチ大地震など、世界中で巨大地震が多

発している。なぜ地震は起きるのか、被害を減らすためにどんなことをすればよいの

かを、写真とイラストを交えて解説する。 
産経新聞 2014/03/09 

2014:02. / 63p 
978-4-569-78378-9 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784569783789*

 

震災裁判傍聴記～3.11 で罪を犯したバカヤローたち～(扶桑社新書 156) 
長嶺 超輝 著 
扶桑社 
マスコミが報じなかった大震災の舞台裏とは? 石巻ニセ医者ボランティア、「被災地に

帰りたい」詐欺、被災住宅を狙った窃盗団…。東日本大震災や福島第一原発事故に

付け込んだ犯罪の被害と実態を、裁判を通して描く。 
産経新聞 2014/03/09 

2014:03. / 254p 
978-4-594-07004-5 
800 円〔本体〕+税 

*9784594070045*

 

片山正通教授の「好きなこと」を「仕事」にしよう(CASA BOOKS) 
片山 正通 著 
マガジンハウス 
憧れの先輩たちが教えてくれた、「夢」を「現実」にするための教科書。武蔵野美術大

学にて著者が企画・ホストを務め、佐藤可士和、中田英寿、本広克行などトップクリエ

イターをゲストに対談形式で行われた特別講義をまとめる。 
産経新聞 2014/03/09 

2013:11. / 291p 
978-4-8387-2621-9 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784838726219*

 

動物たちの心の科学～仲間に尽くすイヌ、喪に服すゾウ、フェアプレイ精神を貫くコ

ヨーテ～ 
マーク・ベコフ/ 高橋 洋 著 
青土社 
動物たちは喜怒哀楽を感じるだけでなく、他者への共感能力まで身につけている。

動物行動学の第一人者がさまざまな逸話や科学的検証をもとに、動物たちの豊かな

感情世界を解明し、種を超えた共存に向けて提言する。 
産経新聞 2014/03/09 

2014:02. / 274p,28p 
978-4-7917-6765-6 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784791767656*
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地図で読む東京大空襲～両国生まれの実体験をもとに～ 
菊地 正浩 著 
草思社 
東京下町は一夜にして、どのように焼失したか。昭和 20 年 3 月 10 日の東京大空襲

を 6 歳のとき体験した両国生まれの著者が、40 葉の地図・図版で空襲を再現。戦前

のサラリーマン一家の暮しなど、失われた両国も回想する。 
産経新聞 2014/03/09、朝日新聞 2014/03/09 

2014:02. / 142p 
978-4-7942-2037-0 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784794220370*

 

あの日起きたこと～東日本大震災ストーリー311～(角川つばさ文庫 D ひ 1-1) 
ひうら さとる/ ななじ 眺/ さちみ りほ/ 樋口 橘/ うめ/ 山室 有紀子 著 
KADOKAWA 
2011 年 3 月 11 日、大切なものがたくさん消えてしまった。東日本をおそった大地

震。あの日から全てが変わった、被災地の「本当のすがた」をえがいた 5 つの物語。

あの日のことを、私たちは絶対に忘れない――！ 
産経新聞 2014/03/09、朝日新聞 2014/03/16 

2014:02. / 157p 
978-4-04-631376-8 
600 円〔本体〕+税 

*9784046313768*

 

こうして女性は強くなった。～家庭面の 100 年～ 
読売新聞生活部 編 
中央公論新社 
日本社会の中で時代に翻弄され、日々悩みながら強く生きていく女たち-。その変化

と進化を、100 年にわたる家庭面の記事から読み解いた、『読売新聞』連載「家庭面

の一世紀」を再編集して書籍化。 
産経新聞 2014/03/15 

2014:01. / 197p 
978-4-12-004583-7 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784120045837*

 

警備員の山田さんが 4 年で 1 億 8000 万円の資産を築いたヒミツ 
山田 勤 著 
すばる舎 
会社倒産で警備員になった著者が、妻がひき逃げされた事件をきっかけに始めたア

パート経営で資産 1.8 億円超を築いた方法を初公開! 経済的にも精神的にも自由な

生活を手に入れるために、今すぐ使えるノウハウが満載。 
産経新聞 2014/03/15 

2014:03. / 207p 
978-4-7991-0324-1 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784799103241*

 

銀座 Hanako 物語～バブルを駆けた雑誌の 2000 日～ 
椎根 和 著 
紀伊國屋書店出版部 
幾多のブームを生んだ雑誌の舞台裏 
産経新聞 2014/03/16 

2014:02. / 336p 
978-4-314-01114-3 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784314011143*

 

母ふたり 
窪島 誠一郎 著 
白水社 
実母と養母への拒絶から描く壮絶な家族物語 
産経新聞 2014/03/16 

2013:12. / 326p 
978-4-560-08340-6 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784560083406*
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ボンバストゥス博士の世にも不思議な植物図鑑 
イバン・バレネチェア/ 宇野 和美 著 
西村書店 
奇想天外な空想世界の植物たち。BIB 金牌作 
産経新聞 2014/03/16 

2014:02. / [48p] 
978-4-89013-946-0 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784890139460*

 

愛妻納税墓参り～家族から見た三宅久之回想録～ 
三宅 眞 著 
イーストプレス 
男はヤセ我慢が肝心だ-。半世紀にわたって国内政治の中枢を垣間見、歯に衣着せ

ぬ政治評論家として活躍した三宅久之の全軌跡を、息子である著者が綴る。 
産経新聞 2014/03/16 

2014:02. / 251p 
978-4-7816-1136-5 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784781611365*

 

ソヴィエト文明の基礎 
アンドレイ・シニャフスキー/ 沼野 充義/ 平松 潤奈/ 中野 幸男/ 河尾 基/ 奈倉 

有里 著 
みすず書房 
ロシア革命からペレストロイカ、形而上学から町の卑俗な噂話までを往還し、ソヴィエ

ト文明というピラミッドの巨大な石の塊を白日の下にさらす精神史的考察。 
産経新聞 2014/03/16 

2013:12. / 416p,22p 
978-4-622-07732-9 
5,800 円〔本体〕+税 

*9784622077329*

 

極北の大地に住む(地球ものがたり) 
関野 吉晴 著 
ほるぷ出版 
「グレートジャーニー」で世界を旅した探検家・関野吉晴がいま子どもたちに語る、人

間が豊かに生きる知恵とは。極北の大地で、たくましく生活する人びとの暮らしを、迫

力ある写真とともに紹介する。 
産経新聞 2014/03/16 

2014:02. / 59p 
978-4-593-58695-0 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784593586950*

 

安倍晋三プレゼンテーション進化・成功の極意 
佐藤 綾子 著 
学研教育出版 
安倍首相の東京オリンピック招致プレゼンを分析し、ビジネスと人間関係を劇的に変

化させる、プレゼン力増強のヒントを浮き彫りにするほか、人を動かすリーダーのプレ

ゼン鉄則、ロジカルプレゼンの組み立て方などを紹介する。 
産経新聞 2014/03/16 

2014:03. / 178p 
978-4-05-405942-9 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784054059429*

 

実録テレビ時代劇史(ちくま文庫 の 12-1) 
能村 庸一 著 
筑摩書房 
「鬼平」「剣客商売」など、日本人の心に沁み入る時代劇を作り続けたプロデューサー

が、テレビ時代劇の初期から全盛期、民放から時代劇のレギュラー番組がなくなるま

でを描き出す時代劇クロニクル。テレビ時代劇放送記録付き。 
産経新聞 2014/03/16 

2014:01. / 652p 
978-4-480-43125-7 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784480431257*
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きょうの料理七十二候 
小山 薫堂 著 
講談社 
日々の食卓を代表する 365 日のメニューを、NHK「きょうの料理」の半世紀の歴史か

ら厳選。日本の季節を 72 分割した七十二候にふさわしい料理を写真やイラストで紹

介する。 
産経新聞 2014/03/16 

2013:11. / 318p 
978-4-06-218686-5 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784062186865*

 

新たな反日包囲網を撃破する日本 
渡部 昇一 著 
徳間書店 
靖国参拝で明確になったアメリカの劣化。アメリカは本当に日本を守るのか? 中国・

韓国の反日にどう対抗すべきか? 激化する日本叩きに仕掛けられた罠を見抜く。エ

ネルギーの安全保障体制にも言及する。 
産経新聞 2014/03/22 

2014:03. / 236p 
978-4-19-863777-4 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784198637774*

 

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…。 
産経新聞 2014/03/22 

2013:11. / 314p 
978-4-569-81506-0 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784569815060*

 

集団的自衛権の行使～憲法・国際法・防衛法制・政府解釈と答弁を踏まえ、立ちふ

さがる諸問題を考察する～ 
里永 尚太郎 著 
内外出版 
産経新聞 2014/03/23 

2013:10. /  
978-4-905285-26-7 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784905285267*

 

楽しく遊ぶ学ぶよのなかの図鑑(小学館の子ども図鑑プレ NEO) 
寺本 潔 著 
小学館 
身近な世の中の「はてな?」が楽しくわかる 
産経新聞 2014/03/23 

2014:03. / 191p 
978-4-09-213188-0 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784092131880*

 

帰ってきたヒトラー<上> 
ティムール・ヴェルメシュ/ 森内 薫 著 
河出書房新社 
世界的ベストセラー！ついに日本上陸。現代に突如よみがえったヒトラーが巻き起こ

す爆笑騒動の連続を描く話題の風刺小説。 
産経新聞 2014/03/23 

2014:01. / 249p 
978-4-309-20640-0 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784309206400*

 

帰ってきたヒトラー<下> 
ティムール・ヴェルメシュ/ 森内 薫 著 
河出書房新社 
総統、ついに芸人になる！ 奇想天外、空前絶後の爆笑風刺小説。危険な笑いに満

ちた本書の評価をめぐりドイツでは賛否両論に。 
産経新聞 2014/03/23 

2014:01. / 258p 
978-4-309-20641-7 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784309206417*
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無念なり～近衛文麿の闘い～ 
大野 芳 著 
平凡社 
政治家として芳しくない評価が定着している近衛文麿。彼は本当に無能だったのか。

その生涯と周辺の群像に光をあて、再評価を試みる。 
産経新聞 2014/03/23 

2014:01. / 367p 
978-4-582-83640-0 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784582836400*

 

誰も書かなかった自民党～総理の登竜門「青年局」の研究～(新潮新書 561) 
常井 健一 著 
新潮社 
多くの総理大臣を輩出した「青年局」とはなにか? 元総理や小泉進次郎前青年局長

など当事者たちの貴重な証言と徹底取材で、知られざる組織の実像を浮かび上がら

せる。 
産経新聞 2014/03/23 

2014:03. / 236p 
978-4-10-610561-6 
740 円〔本体〕+税 

*9784106105616*

 

中国的建築処世術 
東福 大輔/ 市川 紘司 著 
彰国社 
中国で生活するうえで生じる問題から、中国建築を取り巻く法制度や慣習、さらには

特有の概念まで中国で建築をつくるうえで知っておきたいトピックを事例をまじえ解説

する。 
産経新聞 2014/03/23 

2014:03. / 223p 
978-4-395-32008-0 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784395320080*

 

ヘンリー・ミラーの八人目の妻 
ホキ徳田 著 
水声社 
文豪ヘンリー・ミラーの 後の妻が、1960、70 年代ロサンゼルスを駆け巡る! 自由人

ミラーの私生活と、ハリウッドの古き良き時代、そしてナイトクラブ開店騒動を描くドタ

バタエッセイ集。 
産経新聞 2014/03/23 

2013:12. / 409p 
978-4-8010-0006-3 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784801000063*

 

ニッポンの懸案～韓・中との衝突にどう対処するか～(小学館新書 201) 
櫻井 よしこ 著 
小学館 
韓・中との歴史認識、領土問題の軋轢が増すなか、時に両国は協力の姿勢を見せ、

日本に圧力をかけている。こうした国益侵害にどう対処すべきか。櫻井よしこが、ダラ

イ・ラマ法王ほか 6 人の論客と語り尽くす。 
産経新聞 2014/03/23 

2014:02. / 252p 
978-4-09-825201-5 
740 円〔本体〕+税 

*9784098252015*

 

貶める韓国脅す中国～新帝国時代 試される日本～ 
産経新聞「新帝国時代」取材班 著 
産経新聞出版 
日本を脅す中国。反日運動を煽り、日本を貶める韓国。挑発にさらされ、試される日

本。「新帝国時代」を日本はどう生き抜くべきなのか。日本が置かれた現場を伝えるル

ポ。『産経新聞』連載「新帝国時代」を単行本化。 
産経新聞 2014/03/23 

2014:03. / 252p 
978-4-8191-1238-3 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784819112383*
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柴犬マイちゃんへの手紙～無謀運転でふたりの男の子を失った家族と愛犬の物語

～(世の中への扉) 
柳原 三佳 著 
講談社 
歩道に乗用車がつっこみ、祖父母と犬の散歩の途中、信号待ちをしていた男の子ふ

たりの命を奪った。事故の取り調べ、裁判の様子、のこされた家族の悲しみと怒り、そ

して彼らを支える愛犬マイちゃんの存在を、丹念な取材で描く。 
産経新聞 2014/03/23 

2013:11. / 189p 
978-4-06-218637-7 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784062186377*

 

世界の読者に伝えるということ(講談社現代新書 2255) 
河野 至恩 著 
講談社 
クールジャパンを唱える前に、日本文化の発信に大切なことは何だろう? 日本発の文

化を世界の読者の視点から見るために、比較文学と地域研究の視点から考える。 
産経新聞 2014/03/29 

2014:03. / 246p 
978-4-06-288255-2 
800 円〔本体〕+税 

*9784062882552*

 

資本主義の終焉と歴史の危機(集英社新書 0732) 
水野 和夫 著 
集英社 
長期にわたるゼロ金利が示すのは、投資しても利潤の出ない資本主義の「死」。この

現実を無視して、成長戦略を追求すれば日本は沈む! 大転換期に立つ今、日本が

取るべき道を展望する。 
産経新聞 2014/03/29 

2014:03. / 218p 
978-4-08-720732-3 
740 円〔本体〕+税 

*9784087207323*

 

カタツムリが食べる音 
エリザベス・トーヴァ・ベイリー/ 高見 浩 著 
飛鳥新社 
難病に苦しむ著者に、生きる希望の灯をともしたもの、それは病床に偶然やってきた

一匹の小さな生きものが、生を奏でる微かな音だった。一人の女性と一匹のカタツム

リの絆を描いたノンフィクション。 
産経新聞 2014/03/29 

2014:02. / 178p 
978-4-86410-301-5 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784864103015*

 

笑えるほどたちが悪い韓国の話～また「竹田恒泰チャンネル」を本にしてみた!～ 
竹田 恒泰 著 
ビジネス社 
ウソで塗り固めるのが韓国流、民族まるごとモンスター・クレイマー、“理”よりも“情”の

判決連発…。韓国の正体を論理的に暴きつつ、そのアホらしさを笑い飛ばす。ニコニ

コ動画『竹田恒泰チャンネル』をもとに書籍化。 
産経新聞 2014/03/29 

2014:03. / 258p 
978-4-8284-1744-8 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784828417448*

 

ノモンハン 1939～第二次世界大戦の知られざる始点～ 
スチュアート・D.ゴールドマン/ 山岡 由美 著 
みすず書房 
ノモンハン事件は単なる極東の紛争ではなく、ヒトラーのポーランド侵攻、モスクワ攻

防戦における赤軍の勝利、真珠湾攻撃などの導火線-。日英米露独の史料から、第

二次世界大戦の重要な契機としてノモンハン事件をとらえ直す。 
産経新聞 2014/03/29 

2013:12. / 312p,19p 
978-4-622-07813-5 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784622078135*
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時計がわかる本 
矢玉 四郎 著 
岩崎書店 
時計がわからない子供がわかるようになる本！短針と長針を分けて読むなど、随所に

矢玉流の工夫が。教える大人のための頁も。 
産経新聞 2014/03/30 

2014:01. / 48p 
978-4-265-83016-9 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784265830169*

 

護身武道空手概論～女性のための武道への招待～(現代社白鳳選書 104) 
朝霧 華刃/ 神橘 美伽 著 
現代社 
現代では学校や家庭ではほとんど教わらなくなった本当の武道の内実、そして護身

の知識、実践、指導等の内容を紹介した、女性のための武道書。護身武道空手、約

束組手などを取り上げる。 
産経新聞 2014/03/30 

2013:12. / 220p 
978-4-87474-156-6 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784874741566*

 

アップル vs.グーグル～どちらが世界を支配するのか～ 
フレッド・ボーゲルスタイン/ 依田 卓巳 著 
新潮社 
「革命的な」製品とプラットフォームの開発をめぐるアップルとグーグルの対決を中心

にすえて、IT やメディアの現状と将来をわかりやすく示す。巨人同士の死闘をリアル

に描いたインサイド・ドキュメント。 
産経新聞 2014/03/30 

2013:12. / 314p 
978-4-10-506571-3 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784105065713*

 

小林信彦萩本欽一ふたりの笑タイム～名喜劇人たちの横顔・素顔・舞台裏～ 
小林 信彦/ 萩本 欽一 著 
集英社 
クレイジー・キャッツ、ドリフ、タモリ…。エンターテイメントの世界を熟知した作家・小林

信彦と天才コメディアン・萩本欽一が、半世紀にわたって見続けてきた喜劇人達の魅

力的な素顔を語り合う。コント 55 号の秘話も収録。 
産経新聞 2014/03/30 

2014:01. / 254p 
978-4-08-781544-3 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784087815443*

 

リトル・バイ・リトル(講談社文庫)  
島本 理生 著 
講談社 
朝日新聞 2014/03/02 

2006:01. / １７５ｐ 
978-4-06-275295-4 
419 円〔本体〕+税 

*9784062752954*

 

中学性日記<１>(アクションコミックス) 
シモダアサミ 著 
双葉社 
朝日新聞 2014/03/02 

2014:02. / 156p 
978-4-575-84341-5 
620 円〔本体〕+税 

*9784575843415*

 

仏独共同通史第一次世界大戦<下>  9p,228p,31p 2012 
ジャン=ジャック・ベッケール/ ゲルト・クルマイヒ 著 
岩波書店 
国民国家の枠組みを超える画期的通史 
朝日新聞 2014/03/02 

2012:03. / 
9p,228p,31p 
978-4-00-023797-0 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784000237970*
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例のプール 
例のプール研究会 編 
アスペクト 
男性必見！ 日本一有名な“例のプール”を徹底解剖！ 
朝日新聞 2014/03/02 

2014:01. / 64p 
978-4-7572-2275-5 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784757222755*

 

表具を楽しむ 
池 修 著 
光村推古書院 
表具とは何か、またその楽しみ方をわかりやすく解説。実例は春夏秋冬ごとにカラー

写真で掲載。 
朝日新聞 2014/03/02 

2013:12. / 127p 
978-4-8381-0498-7 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784838104987*

 

グローバリゼーション・パラドクス～世界経済の未来を決める三つの道～ 
ダニ・ロドリック/ 柴山 桂太/ 大川 良文 著 
白水社 
ハイパーグローバリゼーション、民主主義、国民的自己決定の三つを同時に満たすこ

とはできない。この究極の三択はいかに？ 
朝日新聞 2014/03/02 

2013:12. / 329p,25p 
978-4-560-08276-8 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784560082768*

 

父吉田健一 
吉田 暁子 著 
河出書房新社 
いまだに多くの読者をひきつける吉田健一。愛娘が父をめぐって綴った文章を集成。

あざやかな言葉によって刻まれた絶後の文学者の肖像 
朝日新聞 2014/03/02 

2013:12. / 139p 
978-4-309-02250-5 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784309022505*

 

振り込め犯罪結社～200 億円詐欺市場に生きる人々～ 
鈴木 大介 著 
宝島社 
捕まるのは末端だけ。金主は絶対に捕まらない! 暴力制裁、関東連合との関係、資

金洗浄と詐欺マネーの行方…。振り込め詐欺 10 年の興亡を追ったノンフィクション。 
朝日新聞 2014/03/02 

2013:12. / 254p 
978-4-8002-1897-1 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784800218971*

 

愛と日本語の惑乱(講談社文庫 し 31-43) 
清水 義範 著 
講談社 
愛は言葉か、言葉が愛か? 恋多き大女優と同棲するコピーライターが、失われつつ

ある愛に惑乱し、奇妙な言語障害に陥っていく…。言葉と日本語をめぐる話題が縦横

無尽に交錯する長編小説。 
朝日新聞 2014/03/02 

2014:02. / 267p 
978-4-06-277759-9 
770 円〔本体〕+税 

*9784062777599*

 

<世界史>の哲学<東洋篇> 
大澤 真幸 著 
講談社 
政治、経済、軍事、すべての面で他を圧倒していた中国文明。人類の未来が託され

るべきだった東洋が西洋の後塵を拝した理由を、中国という不思議の国のルーツに

探る。『群像』連載を単行本化。 
朝日新聞 2014/03/02 

2014:01. / 710p 
978-4-06-218756-5 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784062187565*
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減速して自由に生きる～ダウンシフターズ～(ちくま文庫 こ 45-1) 
高坂 勝 著 
筑摩書房 
「小さく自営し、人と交流し、やりたいことをしたい」 そう考えて、小さなオーガニック・

バーを開業した著者が、開業までの道のりと開業に関する様々な具体的なコツ、考え

方、生き方を綴る。 
朝日新聞 2014/03/02 

2014:01. / 295p 
978-4-480-43123-3 
760 円〔本体〕+税 

*9784480431233*

 

オーストリア＝ハンガリーとバルカン戦争～第一次世界大戦への道～  
馬場 優 著 
法政大学出版局 
なぜオーストリア＝ハンガリーは軍事的手段に訴えたのか。各国の外交文書や膨大

な未公刊一次資料を駆使して、「世界の火薬庫」といわれたバルカン半島の歴史的

背景を踏まえながら詳細に描き出す。 
朝日新聞 2014/03/02 

2006:02. / ３４４，３９

ｐ 
978-4-588-62515-2 
5,900 円〔本体〕+税 

*9784588625152*

 

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。 
朝日新聞 2014/03/02 

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

*9784087207224*

 

「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。 
朝日新聞 2014/03/02 

2014:01. / 222p 
978-4-267-01968-5 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784267019685*

 

第一次世界大戦と社会主義者たち(岩波人文書セレクション) 
西川 正雄 著 
岩波書店 
第一次世界大戦は社会民主主義と共産主義にとっても決定的な分岐点であった。ロ

ーザ・ルクセンブルク、ジョレス、カウツキー、レーニンら社会主義者たちの反戦平和

活動を綿密な史料的裏付けのもとに描く。 
朝日新聞 2014/03/02 

2013:10. / 
12p,240p,36p 
978-4-00-028672-5 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784000286725*

 

詩人のポケット～ちょっと私的な詩人論～ 
小笠原 眞 著 
ふらんす堂 
詩人のポケットには、素敵な言葉がいっぱい詰まっています。さて、どんな言葉に出

会えるのでしょうか-。中村俊亮、山之口貘、金子光晴など 11 人の詩人論を収録。同

人誌『朔』掲載に加筆訂正し単行本化。 
朝日新聞 2014/03/02 

2014:01. / 260p 
978-4-7814-0640-4 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784781406404*
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子育てがプラスを生む「逆転」仕事術～産休・復帰・両立、すべてが不安なあなたへ

～(メンターBOOKS) 
小室 淑恵 著 
朝日新聞出版 
「日本人の働き方を変える」という課題に挑む著者が、従来の常識を覆す仕事術を伝

授。妊娠中、産休中、育休中にできること、育児とキャリアアップの両立などを解説す

る。実践に役立つワークシートと実例付き。 
朝日新聞 2014/03/02 

2014:01. / 207p 
978-4-02-331232-6 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784023312326*

 

欲と収納(角川文庫 む 5-23) 
群 ようこ 著 
KADOKAWA 
欲に流されれば、物あふれる。とかく収納はままならない。母の大量の着物、捨てられ

ないテーブルの脚に、すぐ落下するスポンジ入れ。家の中には「収まらない」ものばか

り。日常生活のプロが描く整理整頓エッセイ。 
朝日新聞 2014/03/02 

2014:01. / 181p 
978-4-04-101183-6 
440 円〔本体〕+税 

*9784041011836*

 

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。 
朝日新聞 2014/03/02 

2013:12. / 2p,212p 
978-4-12-102244-8 
800 円〔本体〕+税 

*9784121022448*

 

なぜ八幡神社が日本でいちばん多いのか～<最強 11 神社>八幡/天神/稲荷/伊勢/
出雲/春日/熊野/祇園/諏訪/白山/住吉の信仰系統～(幻冬舎新書 し-5-6) 
島田 裕巳 著 
幻冬舎 
全国の神社の数は約 8 万社。そのうち、八幡信仰は 7817 社、伊勢信仰は 4425 社

…。数において上位の神社の中から 11 の信仰系統を選び出し、その祭神について

個別に歴史と由緒、特徴、信仰の広がりを解説する。 
朝日新聞 2014/03/02 

2013:12. / 295p 
978-4-344-98327-4 
860 円〔本体〕+税 

*9784344983274*

 

「選挙フェス」17 万人を動かした新しい選挙のかたち(星海社新書 41) 
三宅 洋平/ 岡本 俊浩 著 
講談社 
「選挙フェス」で選挙をマツリへと変えた男、三宅洋平。彼はなぜ、無名の新人候補で

ありながら 17 万もの票を獲得することができたのか。選挙前・中・後、それぞれの三宅

を主観・客観両面から検証し、その是非を問う。 
朝日新聞 2014/03/02 

2014:01. / 268p 
978-4-06-138544-3 
840 円〔本体〕+税 

*9784061385443*

 

国際紛争～理論と歴史～ 
ジョセフ・S.ナイ・ジュニア/ デイヴィッド・A.ウェルチ/ 田中 明彦/ 村田 晃嗣 著 
有斐閣 
20 世紀の世界大戦や冷戦を経た後も、人類は地域紛争やテロに見舞われている。

複雑で混乱に満ちた「国際政治」を理論と歴史の相互検証を通して分析する。新たな

議論や資料、素材を盛り込んで改訂した原著第 9 版の翻訳。 
朝日新聞 2014/03/02 

2013:04. / 18p,446p 
978-4-641-14905-2 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784641149052*
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ラヴ・レター 
小島 信夫 著 
夏葉社 
「すべて倒れんとする者」「青ミドロ」「小さな講演のあと」「浅き夢」など、小島信夫 晩

年に書かれた短篇を中心に、単行本未収録の 9 作品を収めた短篇集。いまなお多く

の作家たちに影響を与える、唯一無二の文学世界。 
朝日新聞 2014/03/02 

2013:12. / 269p 
978-4-904816-11-0 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784904816110*

 

第一次世界大戦の起原 改訂新版  
ジェームズ・ジョル/ 池田 清 著 
みすず書房 
第一次世界大戦の複雑な経緯を、「７月危機」に焦点を絞って、ひとつひとつ検証す

る。初版刊行後８年間の研究を組み込み、とくに戦争の導火線といわれたイタリアの

動向をより深く掘り起こして戦争の起原を解明する改訂新版。 
朝日新聞 2014/03/02 

2007:06. / ３５７，２７

ｐ 
978-4-622-07321-5 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784622073215*

 

仏独共同通史第一次世界大戦<上>  19p,200p,20p 2012 
ジャン=ジャック・ベッケール/ ゲルト・クルマイヒ 著 
岩波書店 
政治・経済・軍事史から社会・文化史まで 新の成果を踏まえた、仏独の第一人者に

よる共同執筆通史。上は、普仏戦争から開戦までの国際関係をたどり、国内統合や

戦争文化、動員問題など仏独両国の戦時体制を明らかにする。 
朝日新聞 2014/03/02 

2012:03. / 
19p,200p,20p 
978-4-00-023796-3 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784000237963*

 

地球外生命～われわれは孤独か～(岩波新書 新赤版 1469) 
長沼 毅/ 井田 茂 著 
岩波書店 
銀河系の多くの星のまわりで惑星系が見つかっている。地球に似た惑星は、ごくふつ

うの存在らしい。この宇宙にはわれわれ以外にも生命が存在するのか? 生命科学と

惑星科学を総動員し、未来の科学を描く。 
朝日新聞 2014/03/02 

2014:01. / 11p,201p 
978-4-00-431469-1 
720 円〔本体〕+税 

*9784004314691*

 

種痘伝来～日本の<開国>と知の国際ネットワーク～ 
アン・ジャネッタ/ 廣川 和花/ 木曾 明子 著 
岩波書店 
牛痘種痘の 新技術を日本に伝え、広めようとする苦闘のなかで形成されていった

国内外の医師や学者の知的ネットワークを辿りながら、その後の日本の近代化を準

備することにもなった彼らの営みを生き生きと描き出す。 
朝日新聞 2014/03/02 

2013:12. / 
15p,216p,38p 
978-4-00-025936-1 
4,000 円〔本体〕+税 

*9784000259361*

 

「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。 
朝日新聞 2014/03/02 

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

*9784791767564*
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滅亡へのカウントダウン～人口大爆発とわれわれの未来～<上> 
アラン・ワイズマン/ 鬼澤 忍 著 
早川書房 
今世紀中に一〇〇億人を超える世界人口。はたして地球は増え続ける人類を支えき

れるのか？ 深刻化する「人口爆発」の実態に迫る傑作 
朝日新聞 2014/03/02、東京・中日新聞 2014/03/23 

2013:12. / 357p 
978-4-15-209425-4 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784152094254*

 

滅亡へのカウントダウン～人口大爆発とわれわれの未来～<下> 
アラン・ワイズマン/ 鬼澤 忍 著 
早川書房 
今世紀中に一〇〇億人を超える世界人口。はたして地球は増え続ける人類を支えき

れるのか？ 深刻化する「人口爆発」の実態に迫る傑作 
朝日新聞 2014/03/02、東京・中日新聞 2014/03/23 

2013:12. / 364p 
978-4-15-209426-1 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784152094261*

 

先生の白い嘘<１>(モ－ニングＫＣ) 
鳥飼茜 著 
講談社 
朝日新聞 2014/03/09 

2014:02. / 188p 
978-4-06-388304-6 
562 円〔本体〕+税 

*9784063883046*

 

青い花 
辺見 庸 著 
角川書店 
おお、神よ、この大災厄はまだ、まだつづくのですか――！？ 
朝日新聞 2014/03/09 

2013:05. / 179p 
978-4-04-110462-0 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784041104620*

 

ユリイカ～詩と批評～<第 45 巻第 14 号> 特集*武田百合子 
青土社 
没後 20 年、結晶度の高い随筆を多数残した武田百合子の作品と人物の魅力に迫

る。 
朝日新聞 2014/03/09 

2013:10. / 245p 
978-4-7917-0262-6 
1,238 円〔本体〕+税 

*9784791702626*

 

考証要集～秘伝!NHK 時代考証資料～(文春文庫 お 64-1) 
大森 洋平 著 
文藝春秋 
NHK 番組の時代考証を手がける著者が、身内の恥をかえりみずに指摘する「間違い

だらけの歴史常識」。目からウロコの薀蓄が満載。 
朝日新聞 2014/03/09 

2013:12. / 327p 
978-4-16-783894-2 
620 円〔本体〕+税 

*9784167838942*

 

デレク・ベイリー～インプロヴィゼーションの物語～ 
ベン・ワトソン/ 木幡 和枝/ 大熊 ワタル 著 
工作舎 
即興演奏の可能性を切り開き、多くのミュージシャンに影響を与えたベイリーの唯一

の研究本。その生涯、音楽観、演奏哲学を一望する！ 
朝日新聞 2014/03/09 

2014:01. / 580p 
978-4-87502-454-5 
4,800 円〔本体〕+税 

*9784875024545*
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神様 2011 
川上 弘美 著 
講談社 
くまにさそわれて散歩に出る。「あのこと」以来、初めて-。1993 年に書かれたデビュー

作「神様」を、福島原発事故を受けて改編。『群像』に掲載したものを単行本化。 
朝日新聞 2014/03/09 

2011:09. / 45p 
978-4-06-217232-5 
800 円〔本体〕+税 

*9784062172325*

 

八木重吉～雨があがるようにしずかに死んでゆこう～(永遠の詩)  
八木 重吉/ 井川 博年 著 
小学館 
詩をよんでいるうち、しぜんとこころに涙が流れてくる。それが八木重吉の詩だ?。人間

存在のかなしみを問う、夭逝した詩人の「奇蹟」の詩を、現代仮名遣い、鑑賞解説付

きで収録する。 
朝日新聞 2014/03/09 

2010:05. / １２５ｐ 
978-4-09-677218-8 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784096772188*

 

博物館のファントム～箕作博士のミステリ標本室～ 
伊与原 新 著 
集英社 
自然史博物館の「呪いのルビー」が狙われた。頻発する鉱物標本盗難事件と関連が? 
変人博物学者と新人分類学者の凸凹コンビが活躍する、連作ミステリ。『小説すばる』

掲載を書籍化。 
朝日新聞 2014/03/09 

2014:01. / 260p 
978-4-08-771545-3 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784087715453*

 

黙示録～イメージの源泉～(岩波新書 新赤版 1472) 
岡田 温司 著 
岩波書店 
禍々しくも強烈に惹きつける、謎めいた表象に溢れ返るテクスト「黙示録」。古代から

現代にいたる各種の芸術作品を参照しながら、この書が人間の想像力に与えてきた

影響の本質に迫る。 
朝日新聞 2014/03/09 

2014:02. / 6p,266p,7p
978-4-00-431472-1 
840 円〔本体〕+税 

*9784004314721*

 

俗都市化～ありふれた景観グローバルな場所～ 
フランセスク・ムニョス/ 竹中 克行/ 笹野 益生 著 
昭和堂 
世界中で進む都市化――そこにはいつのまにか「同じような風景」が立ち現れる。個

性的だったはずの著名な都市の景観の変容を分析し、均質化の底に潜む複雑なダ

イナミズムを解き明かす。 
朝日新聞 2014/03/09 

2013:12. / 
14p,258p,37p 
978-4-8122-1340-7 
4,000 円〔本体〕+税 

*9784812213407*

 

日本軍と日本兵～米軍報告書は語る～(講談社現代新書 2243) 
一ノ瀬 俊也 著 
講談社 
米陸軍軍事情報部が部内向けに毎月出していた戦訓広報誌に掲載された、日本軍

とその将兵、装備、士気に関する多数の解説記事を使って、戦闘組織としての日本

陸軍の姿や能力を明らかにする。 
朝日新聞 2014/03/09 

2014:01. / 263p 
978-4-06-288243-9 
800 円〔本体〕+税 

*9784062882439*
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ウクライナから愛をこめて 
オリガ・ホメンコ 著 
群像社 
ウクライナに生まれチェルノブイリ原発事故と重なる少女時代を過ごし日本の大学で

学んだ女性が忘れられない人々の思い出と故郷の魅力を日本語でつづる。ひまわり

の国から届いたエッセイの手紙。 
朝日新聞 2014/03/09 

2014:01. / 117p 
978-4-903619-44-6 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784903619446*

 

江戸幕府崩壊～孝明天皇と「一会桑」～(講談社学術文庫 2221) 
家近 良樹 著 
講談社 
薩摩、長州を中心とする反幕府勢力が、武力で倒幕を果たしたという「常識」は本当

か。王政復古というクーデタ方式が採られた理由とは。敗者の側から江戸幕府がいか

に、そしてなぜ崩壊したかを描き出す。 
朝日新聞 2014/03/09 

2014:02. / 269p 
978-4-06-292221-0 
920 円〔本体〕+税 

*9784062922210*

 

ヤンキー経済～消費の主役・新保守層の正体～(幻冬舎新書 は-10-1) 
原田 曜平 著 
幻冬舎 
若者がモノを買わない時代に、唯一旺盛な消費欲を示すヤンキー層。ヒアリング調査

と密着取材により、服装も精神もマイルドな新ヤンキーたちを徹底解明。今後の経済

を担う層のユニークな消費動向を紹介する。 
朝日新聞 2014/03/09 

2014:01. / 220p 
978-4-344-98336-6 
780 円〔本体〕+税 

*9784344983366*

 

神国日本のトンデモ決戦生活(ちくま文庫 は 43-1) 
早川 タダノリ 著 
筑摩書房 
総動員体制をつくりだすために、信じられないくらいトンデモな情報に覆われていた、

戦時下の神国日本。政府や軍や知識人が繰り出したプロパガンダの数々を、当時の

雑誌やパンフレットにもとづいて紹介する。 
朝日新聞 2014/03/09 

2014:02. / 297p 
978-4-480-43131-8 
950 円〔本体〕+税 

*9784480431318*

 

グルコサミンはひざに効かない～元気に老いる食の法則～(PHP 新書 906) 
山本 啓一 著 
ＰＨＰ研究所 
関節痛を和らげるためにグルコサミンは有効なのか。実際に効果のあるサプリメントと

はどういうものなのか。生化学者の立場から、食品に関する情報の真偽を見抜き、

新の研究成果をもとに食の新常識を明らかにする。 
朝日新聞 2014/03/09 

2014:01. / 206p 
978-4-569-81803-0 
780 円〔本体〕+税 

*9784569818030*

 

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 2014/03/09 

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

*9784478025819*
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明日死ぬかもしれない自分、そしてあなたたち 
山田 詠美 著 
幻冬舎 
ひとつの家族となるべく、東京近郊に移り住んだ 2 組の親子。それは幸せな人生作り

の、完璧な再出発かと思われた。しかし、“ある死”をきっかけに、家族は散り散りに行

き場を失い…。『ポンツーン』連載に加筆し書籍化。 
朝日新聞 2014/03/09 

2013:02. / 241p 
978-4-344-02337-6 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784344023376*

 

家庭の科学(新潮文庫 シ-38-13) 
ピーター・J.ベントリー 著 
新潮社 
風呂場での転倒、空から鳥の糞が降ってくる、大切な鞄を置き忘れる、敷物の上にワ

インをぶちまける…。日常生活で遭遇する小さなアクシデントは、なぜ起きてしまうの

か。イギリスの科学者が、その原因と対策を解明する。 
朝日新聞 2014/03/09 

2014:02. / 432p 
978-4-10-218481-3 
750 円〔本体〕+税 

*9784102184813*

 

睡眠のはなし～快眠のためのヒント～(中公新書 2250) 
内山 真 著 
中央公論新社 
なぜ眠くなるのか、どうして夢を見るのか、どのくらい眠れば健康的なのか…。素朴な

疑問から、不眠、睡眠障害、うつ病まで、臨床の現場に立つ第一人者が 新成果を

踏まえて人間学的にアプローチする、睡眠学入門の決定版。 
朝日新聞 2014/03/09 

2014:01. / 9p,188p 
978-4-12-102250-9 
760 円〔本体〕+税 

*9784121022509*

 

うち、カラスいるんだけど来る?～カラスの生態完全読本～ 
柴田 佳秀/ 中川 学 著 
実業之日本社 
収入はそこそこ、だけど住まいはワンルーム。脂っこいものが大好きで野菜は苦手

…。都会に住む若いサラリーマンのようなカラスの暮らしぶりを、平凡な 30 代の男とカ

ラスの交流を描いた漫画を交えてわかりやすく解説する。 
朝日新聞 2014/03/09 

2014:03. / 127p 
978-4-408-45493-1 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784408454931*

 

生命(ゼーレ)の哲学～知の巨人フェヒナーの数奇なる生涯～ 
岩渕 輝 著 
春秋社 
マーラーに崇拝され、フロイトに敬慕された大科学者は、なぜ忘れ去られたのか。19
世紀近代において精神物理学を築き、物理学・心理学・数学・哲学・宗教・進化論ま

で広範な領域を横断したフェヒナー思想の謎を解き明かす。 
朝日新聞 2014/03/09 

2014:01. / 
5p,369p,37p 図 版
16p 
978-4-393-36125-2 
4,000 円〔本体〕+税 

*9784393361252*

 

馬たちよ、それでも光は無垢で 
古川 日出男 著 
新潮社 
震災からひと月、作家は福島浜通りをめざす。失語する景色、不可視の放射線、傷

ついた馬たち。極限の現実の果て、ついに小説は導かれる。そして「彼」。被災地に

現れた「彼」は、作家に語りはじめた…。『新潮』掲載を書籍化。 
朝日新聞 2014/03/09 

2011:07. / 132p 
978-4-10-306073-4 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784103060734*



 19  

 

不二之山 
井賀 孝 著 
亜紀書房 
周囲に点在しているものは砂利と岩とわずかな植物のみ。光、風、霧、雲、月、太陽-
。富士山を取り巻くものたちは常にめまぐるしく変化を続ける。ふたつとしてない唯一

の山、富士に流れる時間というものを力強く捉えた写真集。 
朝日新聞 2014/03/09 

2014:02. / 1 冊(ペー

ジ付なし) 
978-4-7505-1401-7 
3,600 円〔本体〕+税 

*9784750514017*

 

1000 年後に生き残るための青春小説講座 
佐藤 友哉 著 
講談社 
若手作家・佐藤友哉が野間宏「暗い絵」、太宰治「十二月八日」などの戦後文学を現

代のコードで茶化しながら読み解き、時の流れに勝つ方法や、ネットと小説の関係に

ついて綴る。『群像』掲載を改稿・加筆・再構成して単行本化。 
朝日新聞 2014/03/09 

2012:12. / 237p 
978-4-06-218110-5 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784062181105*

 

じゃっで方言なおもしとか(そうだったんだ!日本語) 
木部 暢子 著 
岩波書店 
質問するときは尻下がり、すぐ上の兄と姉だけ特別な呼び方…。方言に見つかる多

様な論理の表現は、標準語の言い方が自然という思い込みから解き放ってくれる! フ

ィールド調査をもとに、方言のおもしろさを伝える。 
朝日新聞 2014/03/09 

2013:12. / 14p,199p 
978-4-00-028629-9 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784000286299*

 

ルポ MOOC 革命～無料オンライン授業の衝撃～ 
金成 隆一 著 
岩波書店 
名門大学がインターネットを使って次々と講義の無料配信を始めた。日本の大学や

高校はどうするのか。無料オンライン授業の創設者から各地の利用者まで、徹底した

現場取材を敢行した瞠目のルポ。 
朝日新聞 2014/03/09 

2013:12. / 
14p,267p,9p 
978-4-00-002230-9 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784000022309*

 

ヤマネコ・ドーム 
津島 佑子 著 
講談社 
米兵と日本人との間に生まれたミッチとカズは、ママに引き取られて暮らすことにな

る。ある日、オレンジ色のスカートをはいたミキちゃんが池で溺死。ミッチたちはある少

年が殺したのではと疑っていた…。『群像』掲載を書籍化。 
朝日新聞 2014/03/09 

2013:05. / 329p 
978-4-06-218275-1 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784062182751*

 

震災後文学論～あたらしい日本文学のために～ 
木村 朗子 著 
青土社 
川上弘美「神様 2011」、高橋源一郎「恋する原発」…。「震災」以後の文学は、いった

い何を表現し、何を表現できなかったのか。「震災後文学」を読み続け、海外に紹介

し続けてきた気鋭の日本文学者による決意の書。 
朝日新聞 2014/03/09 

2013:11. / 241p,5p 
978-4-7917-6748-9 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784791767489*
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想像ラジオ 
いとう せいこう 著 
河出書房新社 
想像すれば、聴こえるはず――。文学にしかできないことがある。著者１６年の沈黙を

経て執筆された、鎮魂と再生の物語。 
朝日新聞 2014/03/09、読売新聞 2014/03/09 

2013:03. / 193p 
978-4-309-02172-0 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784309021720*

 

日ロ現場史～北方領土-終わらない戦後～ 
本田 良一 著 
北海道新聞社 
日ロ両国の対立のはざまで生きる根室漁民、戦後復興を支えた北洋漁業の光と影、

日ロ交渉の経過…。北方領土をめぐるさまざまな現状、問題を含めて戦後史を検証

する。『北海道新聞』連載を書籍化。見返しに地図と年表あり。 
朝日新聞 2014/03/09、読売新聞 2014/03/09 

2013:12. / 611p 
978-4-89453-714-9 
2,100 円〔本体〕+税 

*9784894537149*

 

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 2014/03/09、毎日新聞 2014/03/09 

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

*9784791767335*

 

Ｉｔ<４>(文春文庫)  
スティーヴン・キング/ 小尾 芙佐 著 
文芸春秋 
朝日新聞 2014/03/16 

1994:12. / ４５４ｐ 
978-4-16-714810-2 
790 円〔本体〕+税 

*9784167148102*

 

Ｉｔ<１>(文春文庫)  
スティーヴン・キング/ 小尾 芙佐 著 
文芸春秋 
朝日新聞 2014/03/16 

1994:12. / ４８４ｐ 
978-4-16-714807-2 
890 円〔本体〕+税 

*9784167148072*

 

山賊ダイアリー～リアル猟師奮闘記～<1>(イブニング KC 391) 
岡本 健太郎 著 
講談社 
朝日新聞 2014/03/16 

2011:12. / [126p] 
978-4-06-352391-1 
543 円〔本体〕+税 

*9784063523911*

 

山賊ダイアリー～リアル猟師奮闘記～<4>(イブニング KC 488) 
岡本 健太郎 著 
講談社 
朝日新聞 2014/03/16 

2013:11. / [126p] 
978-4-06-352488-8 
562 円〔本体〕+税 

*9784063524888*
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さよなら金太郎－伊達家の人々－(リュウコミックス) 
成松幸世 著 
徳間書店 
朝日新聞 2014/03/16 

2014:02. / 190p 
978-4-19-950384-9 
620 円〔本体〕+税 

*9784199503849*

 

戦乱の中の情報伝達～使者がつなぐ中世京都と在地～(歴史文化ライブラリー 
372) 
酒井 紀美 著 
吉川弘文館 
鄙と京をつなぐ情報伝達の実態を描く！ 
朝日新聞 2014/03/16 

2014:02. / 7p,232p 
978-4-642-05772-1 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784642057721*

 

国債リスク～金利が上昇するとき～ 
森田 長太郎 著 
東洋経済新報社 
アベノミクスで国債大暴落の可能性は”ほんの少し”高まった。その変化にこそ投資家

は注意すべきだ。国債市場の将来を冷徹に分析。 
朝日新聞 2014/03/16 

2014:01. / 13p,249p 
978-4-492-73309-7 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784492733097*

 

「若作りうつ」社会(講談社現代新書 2249) 
熊代 亨 著 
講談社 
アンチエイジング志向が強まるばかりで、「成熟」の手本となる層が薄い日本社会。

「年の取り方がわからない」窮状を詳らかにする。 
朝日新聞 2014/03/16 

2014:02. / 204p 
978-4-06-288249-1 
760 円〔本体〕+税 

*9784062882491*

 

ブラックホールに近づいたらどうなるか? 
二間瀬 敏史 著 
さくら舎 
２０１４年春ブラックホールがガス雲を飲み込み爆発的に輝く！常識を超える漆黒の

穴ブラックホールの謎と魅力に引きずり込まれる本！ 
朝日新聞 2014/03/16 

2014:02. / 230p 
978-4-906732-65-4 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784906732654*

 

彼女の家計簿 
原田 ひ香 著 
光文社 
その家に遺されていたのは、日々の暮らしが記された家計簿。そこには「男と駆け落

ちして心中した女」の秘密が隠されていた-。世代を超えた女たちの物語。 
朝日新聞 2014/03/16 

2014:01. / 221p 
978-4-334-92925-1 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784334929251*

 

第五の権力～Google には見えている未来～ 
エリック・シュミット/ ジャレッド・コーエン/ 櫻井 祐子 著 
ダイヤモンド社 
2025 年、世界 80 億人がオンラインで?がる。新しい力を手にする私たちは、いったい

どこへ向かうのか? Google の会長らが思い描く未来を説明する。 
朝日新聞 2014/03/16 

2014:02. / 7p,405p 
978-4-478-01788-3 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784478017883*
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0 葬～あっさり死ぬ～ 
島田 裕巳 著 
集英社 
「葬式も墓も要らない」という人のための、迷惑をかけない死に方入門。「葬送の自由

をすすめる会」の会長である著者が、あっさり死ぬための「0 葬」を提唱する。 
朝日新聞 2014/03/16 

2014:01. / 206p 
978-4-08-781532-0 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784087815320*

 

手のひらの音符 
藤岡 陽子 著 
新潮社 
不器用でもいい、間違いでもいい。ひたむきな全力が私を強くした-。45 歳、服飾デ

ザイナー、独身。バブルから現在へ、時代の荒波をひたむきに乗り越えた女性の仕

事と恋を描く。 
朝日新聞 2014/03/16 

2014:01. / 259p 
978-4-10-334871-9 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784103348719*

 

Intimacy 
森 栄喜 著 
ナナロク社 
男が男に向けるまなざし。そのまなざしの先に見えてくる男たちの間の欲望とその欲

望に基づく生活の機微が、あまりに「普通」であること-。夏から新しい夏へ、一年間の

記録を収録した写真集。 
朝日新聞 2014/03/16 

2013:12. / 1 冊(ペー

ジ付なし) 
978-4-904292-39-6 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784904292396*

 

生殖技術～不妊治療と再生医療は社会に何をもたらすか～ 
柘植 あづみ 著 
みすず書房 
生殖技術の数十年間の歴史を振り返りながら、妊娠・出産を促すための不妊治療や

生殖補助技術(ART)と呼ばれる生殖技術に焦点を当て、その進展が女性や社会・文

化に何をもたらしたのかを考察する。 
朝日新聞 2014/03/16 

2012:09. / 263p,13p 
978-4-622-07706-0 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784622077060*

 

昭和の子供だ君たちも 
坪内 祐三 著 
新潮社 
世代を語ることは歴史を語ること-。昭和ひとケタと旧制高校、予科練帰りの戦争体

験、全共闘世代と新人類など、世代から「昭和の精神史」を描く長篇評論。『新潮 45』

連載を加筆・修正して単行本化。 
朝日新聞 2014/03/16 

2014:01. / 281p 
978-4-10-428104-6 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784104281046*

 

日本ロングトレイルガイドブック 
山と渓谷社 
日帰りで楽しむセクションハイク。数日かけて挑戦するスルーハイク。ロングトレイルを

自由に歩こう! 日本にある 8 つのロングトレイルを実地調査し、コースガイドやマップ、

詳細なトレイル情報を掲載する。 
朝日新聞 2014/03/16 

2014:02. / 175p 
978-4-635-15027-9 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784635150279*
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ウェクスラー家の選択～遺伝子診断と向きあった家族～  
アリス・ウェクスラー/ 武藤 香織/ 額賀 淑郎 著 
新潮社 
母の命を奪ったハンチントン病。その遺伝子は娘の私にも存在するのか？ 原因遺

伝子の発見に尽力した家族に突きつけられた「遺伝子診断」という過酷な現実。ゲノ

ムの世紀、家族の行動と葛藤を描くノンフィクション。 
朝日新聞 2014/03/16 

2003:09. / ３６１ｐ 
978-4-10-543401-4 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784105434014*

 

下北半島野生博物館 
石毛 良明/ 小宮 輝之 著 
朝日新聞出版 
「原始と原子がある」本州 北、野生の旅へ-。厳しくも美しい地、下北半島に生きる動

物の素顔に出会えるフォトブック。日本の固有種や天然記念物の貴重な写真が満

載。『朝日新聞』青森版の不定期連載をもとに構成・加筆。 
朝日新聞 2014/03/16 

2014:02. / 79p 
978-4-02-251140-9 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784022511409*

 

ある幕臣の戊辰戦争～剣士伊庭八郎の生涯～(中公新書 2256) 
中村 彰彦 著 
中央公論新社 
名門・伊庭道場の嫡男に生まれた八郎は、鳥羽・伏見の戦いを皮切りに各地を転

戦。蝦夷地で旧幕府軍に合流し、死の間際まで抗戦を続けた。天才剣士を戦いへ駆

り立てた思いとは何だったのか。26 年の短くも鮮烈な生涯を描く。 
朝日新聞 2014/03/16 

2014:02. / 3p,238p 
978-4-12-102256-1 
820 円〔本体〕+税 

*9784121022561*

 

シャイニング・ガール(ハヤカワ文庫 NV 1300) 
ローレン・ビュークス/ 木村 浩美 著 
早川書房 
1931 年、別の時代への通路である「家」に辿りついた犯罪者ハーパーは、時を超え

て次々と女性を殺し始める。彼の魔の手を逃れた少女カービーは、1992 年、独自に

犯人の調査を始め…。タイムトラベル・サイコサスペンス。 
朝日新聞 2014/03/16 

2014:02. / 477p 
978-4-15-041300-2 
940 円〔本体〕+税 

*9784150413002*

 

ヴィクラム・ラルの狭間の世界 
M.G.ヴァッサンジ/ 小沢 自然 著 
岩波書店 
あざやかな自然と激しい革命、二つの大陸、愛と裏切り、生と死。ヴィクラムが生きた

世界は常にその「狭間」にあった。「私」は一体何者なのか? 革命期のケニアを舞台

に瑞々しく美しい文章でつづる、一つの生の物語。 
朝日新聞 2014/03/16 

2014:01. / 7p,494p 
978-4-00-022226-6 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784000222266*

 

誰も知らないわたしたちのこと 
シモーナ・スパラコ/ 泉 典子 著 
紀伊國屋書店出版部 
出生前診断で胎児に重大な疾患が発見された女性が、苦悩の末現実を受け入れる

までを描いて大きな反響を呼んだイタリアのベストセラー 
朝日新聞 2014/03/16、産経新聞 2014/03/30 

2013:11. / 277p 
978-4-314-01112-9 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784314011129*
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しぐさの日本文化(講談社学術文庫 2219) 
多田 道太郎 著 
講談社 
ふとした「変な格好」に日本人の「深み」がある-。すぐれた観察眼で小さなしぐさをひ

ろいあげ、その裏にある「無意識の構造」をあざやかに展開する。「しぐさ研究」の先駆

的著作。 
朝日新聞 2014/03/16、読売新聞 2014/03/16 

2014:02. / 269p 
978-4-06-292219-7 
920 円〔本体〕+税 

*9784062922197*

 

映画術～その演出はなぜ心をつかむのか～ 
塩田 明彦 著 
イーストプレス 
観る者を魅了する人物はどのように作られるのか? 映画監督の著者が、偏愛するさま

ざまなシーンを取り上げながら、心をつかむ「演技と演出」の核心に迫る。2012 年に

映画美学校で行われた連続講義の採録。 
朝日新聞 2014/03/16、読売新聞 2014/03/16 

2014:01. / 255p 
978-4-7816-1100-6 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784781611006*

 

原発敗戦～危機のリーダーシップとは～(文春新書 956) 
船橋 洋一 著 
文藝春秋 
全体の 適解を見出せないリーダー、「 悪のシナリオ」の不在…。福島原発事故を

検証、危機下にあるべきガバナンスとリーダーシップを探る。チャールズ・カストー、増

田尚宏、折木良一、野中郁次郎、半藤一利との対談も収録。 
朝日新聞 2014/03/16、読売新聞 2014/03/16 

2014:02. / 284p 
978-4-16-660956-7 
800 円〔本体〕+税 

*9784166609567*

 

教誨師 
堀川 惠子 著 
講談社 
死刑囚に仏の教えをさとし、執行直前までその魂を救う役目を負った教誨師。半世紀

にわたり教誨の仕事を続けた僧侶の人生と苦悩を描く 
朝日新聞 2014/03/16、日本経済新聞 2014/03/30 

2013:12. / 286p 
978-4-06-218741-1 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784062187411*

 

ＬＯＶＥ理論<４>(アクションコミックス) 
佐藤まさき／水野敬也 著 
双葉社 
朝日新聞 2014/03/22 

2014:02. / 172p 
978-4-575-84359-0 
600 円〔本体〕+税 

*9784575843590*

 

メカスの映画日記～ニュ－・アメリカン・シネマの起源１９５９－１９７１～ 改訂版  
ジョナス・メカス/ 飯村昭子 著 
フィルムアート社 
朝日新聞 2014/03/23 

1993:09. / ３９８ｐ 
978-4-8459-7406-1 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784845974061*

 

カクレキリシタンの実像～日本人のキリスト教理解と受容～ 
宮崎 賢太郎 著 
吉川弘文館 
日本民衆のキリスト教受容の実像に迫る！ 
朝日新聞 2014/03/23 

2014:02. / 15p,226p 
978-4-642-08100-9 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784642081009*
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「なんで英語やるの?」の戦後史～《国民教育》としての英語、その伝統の成立過程

～ 
寺沢 拓敬 著 
研究社 
英語はいつ、どのように必修になったのか 
朝日新聞 2014/03/23 

2014:02. / 13p,285p 
978-4-327-41088-9 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784327410889*

 

うめぼしリモコン  
まど みちお/ 元永 定正 著 
理論社 
今年 92 歳になる詩人まどさんの書下ろし詩集 
朝日新聞 2014/03/23 

2001:09. / １０５ｐ 
978-4-652-07702-3 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784652077023*

 

相倉久人ジャズ著作大全<上巻> 言葉によるジャズ行為の草創章 
相倉 久人 著 
DU BOOKS 
相倉久人による処女作『モダン・ジャズ鑑賞』と 2 作目『現代ジャズの視点』を 1 冊に

まとめ、久しぶりの復刊。 
朝日新聞 2014/03/23 

2013:12. / 574p 
978-4-925064-99-6 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784925064996*

 

岩本素白～人と作品～ 
来嶋 靖生 著 
河出書房新社 
失われた明治の面影を伝え、庶民の心の襞につつましく分け入る素白随筆。文業に

精通した著者による「素白ワールド」への招待。 
朝日新聞 2014/03/23 

2014:03. / 206p 
978-4-309-92015-3 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784309920153*

 

潮の騒ぐを聴け～Fishes,Vegetables & Funny Fellows～ 
小川 雅魚 著 
風媒社 
ふるさと渥美半島が育んできた食材を糸口として、多彩な顔を見せる風土、そして悪

友たちとの抱腹絶倒の交流を描いた痛快エッセイ 
朝日新聞 2014/03/23 

2014:01. / 304p 
978-4-8331-3165-0 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784833131650*

 

岡本太郎という思想(講談社文庫 あ 126-1) 
赤坂 憲雄 著 
講談社 
岡本太郎は画家であり、彫刻家であり、エッセイストであり、しかし何よりも思想家であ

った。パリに学び、バタイユの弟として生きた“考える人”の思想の核心に迫る。 
朝日新聞 2014/03/23 

2014:01. / 340p 
978-4-06-277741-4 
890 円〔本体〕+税 

*9784062777414*

 

フォトグラフ(ShoPro Books) 
エマニュエル・ギベール/ ディディエ・ルフェーヴル/ フレデリック・ルメルシエ/ 大西 

愛子 著 
小学館集英社プロダクション 
1986 年、激動のパキスタン・アフガニスタン国境付近を「国境なき医師団」と共に旅し

た 1 人の写真家。彼が目撃したアフガニスタンの光と影-。漫画と写真で綴る真実の

物語。 
朝日新聞 2014/03/23 

2014:02. / 271p 
978-4-7968-7179-2 
5,400 円〔本体〕+税 

*9784796871792*
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メロンのじかん  
まど みちお/ 広瀬 弦 著 
理論社 
１９９４年国際アンデルセン賞・作家賞を、日本人で初めて受賞した詩人まど・みちお

が、ヒト、イヌ、花のそれぞれの時間を想い、生命の素晴らしさをうたった感動の書き

下ろし新詩集。 
朝日新聞 2014/03/23 

1999:08. / １０７ｐ 
978-4-652-07177-9 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784652071779*

 

人質の朗読会(中公文庫 お 51-6) 
小川 洋子 著 
中央公論新社 
紙をめくる音、咳払い、慎み深い拍手で朗読会が始まる。祈りにも似たその行為に耳

を澄ませるのは、人質たちと見張り役の犯人。そして…。しみじみと深く胸を打つ、小

川洋子ならではの小説世界。 
朝日新聞 2014/03/23 

2014:02. / 246p 
978-4-12-205912-2 
552 円〔本体〕+税 

*9784122059122*

 

まど・みちお全詩集 新訂版  
まど みちお/ 伊藤 英治 著 
理論社 
まど・みちおの全詩作品を発表順に収録。少年詩、童謡、散文詩など、やさしいこと

ばで感動や楽しさを与えてくれるまど・みちおの詩の世界がまるごと楽しめる。９４年

刊の増補新装版に次ぐ新訂版。 
朝日新聞 2014/03/23 

2001:05. / ７３５，６５

ｐ 
978-4-652-04231-1 
7,000 円〔本体〕+税 

*9784652042311*

 

こころのふしぎなぜ?どうして? 
大野 正人/ 村山 哲哉 著 
高橋書店 
世界は、ふしぎなことだらけ。こころ、いのち、家族・友だち、ルール、やさしさにまつ

わるふしぎについて、イラストを用いてわかりやすく解説します。気持ちの日記やクラ

スメイトクイズの作り方なども紹介。 
朝日新聞 2014/03/23 

2013:07. / 189p 
978-4-471-10333-0 
850 円〔本体〕+税 

*9784471103330*

 

禁欲のヨーロッパ～修道院の起源～(中公新書 2253) 
佐藤 彰一 著 
中央公論新社 
身体を鍛錬する古代ギリシアから、法に縛られたローマ時代を経て、キリスト教の広が

りとともに修道制が生まれ、修道院が誕生するまで。千年に及ぶヨーロッパ古代の思

想史を「禁欲」という視点から照らし出す。 
朝日新聞 2014/03/23 

2014:02. / 3p,282p 
978-4-12-102253-0 
880 円〔本体〕+税 

*9784121022530*

 

芸術とは何か～千住博が答える 147 の質問～(祥伝社新書 358) 
千住 博 著 
祥伝社 
絵画に余白は必要か? インターネットは芸術をどう変えたか? 芸術家は才能か技術

か? 芸術の本質に迫る 147 の質問に、画家・千住博がていねいに答える。究極の日

本画・西洋画 5 作品などもカラーで紹介。 
朝日新聞 2014/03/23 

2014:03. / 269p 
978-4-396-11358-2 
820 円〔本体〕+税 

*9784396113582*
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すべての J・POP はパクリである。～現代ポップス論考～ 
マキタスポーツ 著 
扶桑社 
J-POP は元ネタありきであり、すべてがノベルティー・ソングである! 構造分析フェチ、

マキタスポーツが、カノン進行、J-POP 頻出ワード、楽曲構成など、「ヒット曲に共通す

る要素」を徹底分析・分解する。 
朝日新聞 2014/03/23 

2014:01. / 230p 
978-4-594-06903-2 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784594069032*

 

砂男／クレスペル顧問官(光文社古典新訳文庫 KA ホ 3-2) 
ホフマン 著 
光文社 
芸術の圧倒的な力とそれゆえの悲劇を幻想的に綴った「クレスペル顧問官」、魔的な

美女に魅入られ、鏡像を失う男を描く「大晦日の夜の冒険」など、ホフマンの怪奇幻

想作品の中でも代表作とされる傑作全 3 篇を収録する。 
朝日新聞 2014/03/23 

2014:01. / 230p 
978-4-334-75283-5 
880 円〔本体〕+税 

*9784334752835*

 

辞書から消えたことわざ(角川 SSC 新書 212) 
時田 昌瑞 著 
KADOKAWA 
「踏まれた草にも花は咲く」「鳴く?より鳴かぬ蛍が身をこがす」など、消えてしまうには

惜しいことわざをピックアップし、言葉の成り立ち、使われた文学作品、時代背景とい

ったうんちくを記しながら、楽しく解説する。 
朝日新聞 2014/03/23 

2014:03. / 214p 
978-4-04-731634-8 
820 円〔本体〕+税 

*9784047316348*

 

女は笑顔で殴りあう～マウンティング女子の実態～ 
瀧波 ユカリ/ 犬山 紙子 著 
筑摩書房 
「私の方が上ですけど?」 自分の優位性を言葉や態度で誇示してしまう女同士の「マ

ウンティング」。タイプ別マウンティスト、「攻め」と「受け」の関係と傾向、回避法など、

マウンティング女子の実態を赤裸々に語り合う。 
朝日新聞 2014/03/23 

2014:01. / 252p 
978-4-480-81519-4 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784480815194*

 

意味としての心～「私」の精神分析用語辞典～ 
北山 修 著 
みすず書房 
欧米由来の精神分析の用語や概念を日本文化のなかで捉え直し、活かす「日本語

臨床」の観点から研究と臨床活動をすすめてきた著者が、日々の臨床や日常生活の

なかで着目し、理解を深めてきた専門用語・日常臨床語を集成する。 
朝日新聞 2014/03/23 

2013:11. / 317p,34p 
978-4-622-07785-5 
3,400 円〔本体〕+税 

*9784622077855*

 

御装束神宝～伊勢の神宮～ 
南里 空海 著 
世界文化社 
20 年に一度、すべてを一新する式年遷宮では、1576 点もの御装束神宝が調製され

る。深い祈りと 高の技で神宝調製に携わる名匠たちと、その手から生み出された貴

重な御装束神宝を、豊富なカラー写真を交えて紹介する。 
朝日新聞 2014/03/23 

2013:09. / 208p 
978-4-418-13231-7 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784418132317*
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ル・コルビュジエ生政治としてのユルバニスム 
八束 はじめ 著 
青土社 
機能と快適さを徹底追求した、至福の建築家ル・コルビュジエの 重要プロジェクト・

理想都市プランに構築された思想とは? 建築空間に権力と政治を透視する、新たな

コルビュジエ論。『10+1』連載に付論を加えて単行本化。 
朝日新聞 2014/03/23 

2013:12. / 412p 
978-4-7917-6755-7 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784791767557*

 

MARS|火星～未知なる地表～ 
アルフレッド・S.マキュイーン/ フランシス・ロカール/ グザヴィエ・バラル/ 宮本 英昭 
著, アルフレッド・S.マキュイーン/ フランシス・ロカール/ グザヴィエ・バラル/ セバス

チャン・ジラール 編 
青幻舎 
NASA 火星探査機マーズ・リコネサンス・オービター(MRO)搭載の高解像度カメラが

とらえた、火星の複雑で起伏に富んだ地表をカメラの視野そのままに収録。論考、火

星地図、火星観測年表も掲載する。 
朝日新聞 2014/03/23 

2013:11. / 269p 
978-4-86152-403-5 
12,000 円〔本体〕+税

*9784861524035*

 

ハウスワイフ 2.0 
エミリー・マッチャー/ 森嶋 マリ 著 
文藝春秋 
母親の世代は男性と伍して企業社会で働くことが価値だった。私たちの世代は会社

を辞め家に入り起業するハウスワイフ 2・0 をめざす。 
朝日新聞 2014/03/23、日本経済新聞 2014/03/23、読売新聞 2014/03/30 

2014:02. / 293p 
978-4-16-390027-8 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784163900278*

 

遁走状態(CREST BOOKS) 
ブライアン・エヴンソン/ 柴田 元幸 著 
新潮社 
前妻と前々妻に追われる元夫。見えない箱に眠りを奪われる女。勝手に喋る舌を止

められない男。明晰に語られる 19 の悪夢。ホラーを超えた驚異の短篇集。 
朝日新聞 2014/03/26 

2014:02. / 349p 
978-4-10-590108-0 
2,100 円〔本体〕+税 

*9784105901080*

 

世界の果て、彼女(新しい韓国の文学 10) 
キム ヨンス/ 呉 永雅 著 
クオン 
図書館で目にした 1 編の詩から、「僕」はその詩人の人生を通して愛を語ることにな

り、生と死をみつめる-。表題作ほか全 7 編を収録した、韓国文学の旗手による心を打

つ短編集。 
朝日新聞 2014/03/26 

2014:03. / 281p 
978-4-904855-21-8 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784904855218*

 

物語ウクライナの歴史～ヨ－ロッパ最後の大国～(中公新書)  
黒川祐次 著 
中央公論新社 
朝日新聞 2014/03/30 

2002:08. / ２６８ｐ 
978-4-12-101655-3 
860 円〔本体〕+税 

*9784121016553*
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播磨灘物語<１>(講談社文庫)  
司馬 遼太郎 著 
講談社 
朝日新聞 2014/03/30 

2004:01. / ３６７ｐ 
978-4-06-273932-0 
629 円〔本体〕+税 

*9784062739320*

 

播磨灘物語<２>(講談社文庫)  
司馬 遼太郎 著 
講談社 
朝日新聞 2014/03/30 

2004:01. / ３８１ｐ 
978-4-06-273933-7 
629 円〔本体〕+税 

*9784062739337*

 

播磨灘物語<３>(講談社文庫)  
司馬 遼太郎 著 
講談社 
朝日新聞 2014/03/30 

2004:01. / ３８８ｐ 
978-4-06-273934-4 
629 円〔本体〕+税 

*9784062739344*

 

播磨灘物語<４>(講談社文庫)  
司馬 遼太郎 著 
講談社 
朝日新聞 2014/03/30 

2004:01. / ４０２ｐ 
978-4-06-273935-1 
629 円〔本体〕+税 

*9784062739351*

 

情と理～カミソリ後藤田回顧録～<上>(講談社＋α 文庫)  
後藤田 正晴/ 御厨 貴 著 
講談社 
朝日新聞 2014/03/30 

2006:06. / ４３９ｐ 
978-4-06-281028-9 
838 円〔本体〕+税 

*9784062810289*

 

情と理～カミソリ後藤田回顧録～<下>(講談社＋α 文庫)  
後藤田 正晴/ 御厨 貴 著 
講談社 
朝日新聞 2014/03/30 

2006:06. / ４０１ｐ 
978-4-06-281029-6 
838 円〔本体〕+税 

*9784062810296*

 

野村ノート(小学館文庫)  
野村 克也 著 
小学館 
朝日新聞 2014/03/30 

2009:11. / ２４１ｐ 
978-4-09-408447-4 
552 円〔本体〕+税 

*9784094084474*
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勝海舟<第１巻> 改版 黒船渡来(新潮文庫)  
子母沢 寛 著 
新潮社 
朝日新聞 2014/03/30 

2004:09. / ６３７ｐ 
978-4-10-115305-6 
790 円〔本体〕+税 

*9784101153056*

 

勝海舟<第６巻> 改版 明治新政(新潮文庫)  
子母沢 寛 著 
新潮社 
朝日新聞 2014/03/30 

2005:07. / ６７３ｐ 
978-4-10-115310-0 
819 円〔本体〕+税 

*9784101153100*

 

3.11 で僕らは変わったか～もんじゅ君対談集～ 
もんじゅ君 著 
平凡社 
もんじゅ君が坂本龍一などにインタビュー 
朝日新聞 2014/03/30 

2013:11. / 297p 
978-4-582-70296-5 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784582702965*

 

くもりときどき晴レル 
岩瀬 成子 著 
理論社 
子どもの心を描き続ける岩瀬成子の短篇集 
朝日新聞 2014/03/30 

2014:02. / 187p 
978-4-652-20049-0 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784652200490*

 

空想工房の絵本 
安野 光雅 著 
山川出版社 
安野光雅の描いた未発表の絵、120 点を掲載！ 
朝日新聞 2014/03/30 

2014:03. / 123p 
978-4-634-15054-6 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784634150546*

 

右翼と左翼はどうちがう?(河出文庫 あ 24-1) 
雨宮 処凛 著 
河出書房新社 
命懸けで闘い、求めるのはどちらも平和な社会。なのに仲良くできないのはなぜ? 両

方の活動を経験した著者が、歴史や現状を解説。 
朝日新聞 2014/03/30 

2014:03. / 237p 
978-4-309-41279-5 
680 円〔本体〕+税 

*9784309412795*

 

ぼくの守る星 
神田 茜 著 
集英社 
生まれてよかった。はじめてそう思えた──。ディスレクシア（読み書き困難症）を抱え

る少年・翔とその家族と友だち。誰もが痛みを抱 
朝日新聞 2014/03/30 

2014:03. / 196p 
978-4-08-771533-0 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784087715330*
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辞書になった男～ケンボー先生と山田先生～ 
佐々木 健一 著 
文藝春秋 
一冊の辞書をともに作っていた二人の男はやがて決別し、二冊の国民的辞書を作っ

た。ことばに人生を捧げた見坊豪紀と山田忠雄の物語。 
朝日新聞 2014/03/30 

2014:02. / 347p 
978-4-16-390015-5 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784163900155*

 

ロシアの歴史～ロシア中学・高校歴史教科書～<上> 古代から１９世紀前半まで(世
界の教科書シリーズ 31） 
アレクサンドル・ダニロフ/ リュドミラ・コスリナ 著 
明石書店 
ロシアの基本教育課程の 6?9 年生向けの歴史教科書。上は、古代ロシア国家の形

成と分裂、ピョートル 1 世の改革、ロシア軍の国外進軍など、古代から 19 世紀前半ま

でを収録。 
朝日新聞 2014/03/30 

2011:07. / 683p 
978-4-7503-3415-8 
6,800 円〔本体〕+税 

*9784750334158*

 

ロシアの歴史～ロシア中学・高校歴史教科書～<下> １９世紀後半から現代まで(世
界の教科書シリーズ 32） 
アレクサンドル・ダニロフ/ リュドミラ・コスリナ/ ミハイル・ブラント 著 
明石書店 
ロシアの基本教育課程の 6?9 年生向けの歴史教科書。下は、農奴制廃止後の社会・

経済の発展、第 1 次ロシア革命、新生ロシア連邦の建設など、19 世紀後半から現代

までを収録。 
朝日新聞 2014/03/30 

2011:07. / 717p 
978-4-7503-3416-5 
6,800 円〔本体〕+税 

*9784750334165*

 

心を整える。～勝利をたぐり寄せるための 56 の習慣～(幻冬舎文庫 は-24-1) 
長谷部 誠 著 
幻冬舎 
心は鍛えるものではなく、整えるもの。いかなる時も安定した心を備えることが、常に

力と結果を出せる秘訣だ…。誰もが実践できるメンタル術を、プロサッカー選手の長

谷部誠がつづる。 
朝日新聞 2014/03/30 

2014:01. / 335p 図版
12p 
978-4-344-42143-1 
650 円〔本体〕+税 

*9784344421431*

 

下町ボブスレー～世界へ、終わりなき挑戦～ 
伴田 薫 著 
ＮＨＫ出版 
オールジャパン体制で氷上の F1 を目指す! 不思議な縁、小さな奇跡、そしてさまざ

まな人情。「下町ボブスレー」プロジェクトに関わった 80 余人の証言をもとに描く、リア

ル・ストーリー。 
朝日新聞 2014/03/30 

2014:01. / 270p 
978-4-14-081625-7 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784140816257*

 

こねこのレイコは一年生 
ねぎし たかこ/ にしかわ おさむ 著 
のら書店 
レイコも学校に行って、賢くなりたいよー! 賢いねこになるために、小学校に通うことに

なった、赤さび色のこねこレイコ。愉快なともだちや先生に囲まれて、にぎやかな毎日

がはじまります。 
朝日新聞 2014/03/30 

2014:02. / 126p 
978-4-905015-14-7 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784905015147*
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ヤンキー化する日本(角川 one テーマ 21 D-14) 
斎藤 環 著 
KADOKAWA 
気合いとノリ、母性に絆、バッドセンス。日本人は急激にヤンキー化している！現代日

本に巣くうヤンキー性を村上隆、溝口敦、與那覇潤、デーブ・スペクター、海猫沢めろ

ん、隈研吾と徹底対論！ 
朝日新聞 2014/03/30 

2014:03. / 253p 
978-4-04-110741-6 
800 円〔本体〕+税 

*9784041107416*

 

人間と動物の病気を一緒にみる～医療を変える汎動物学の発想～ 
バーバラ・N.ホロウィッツ/ キャスリン・バウアーズ/ 土屋 晶子 著 
合同出版 
がん、肥満、心臓病、うつ、依存症、性病、ストレス性疾患…。動物もかかる病気の研

究からヒトの新たな治療法が生まれる。統合進化医学「汎動物学」の発想と取り組み

を、提唱者みずからが伝える。 
朝日新聞 2014/03/30 

2014:02. / 401p 
978-4-7726-9538-1 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784772695381*

 

パパの電話を待ちながら(講談社文庫 ろ 13-1) 
ジャンニ・ロダーリ/ 内田 洋子 著 
講談社 
イタリア中を旅するセールスマン、ビアンキさんが、毎晩娘に電話で聞かせていた、い

ろいろなお話を集めました。シュールな展開に吹き出し、平和の尊さに涙する、きらめ

く珠玉のショートショート。 
朝日新聞 2014/03/30 

2014:02. / 204p 
978-4-06-277762-9 
770 円〔本体〕+税 

*9784062777629*

 

数学 想像力の科学(岩波科学ライブラリー 222) 
瀬山 士郎 著 
岩波書店 
数は実在しないが、数というラベルを付ければ、全体の量や相互関係を類推できる。

それが数学だ-。数学という学問の面白さや発想の源泉がどこにあるのかを、想像力と

いうキーワードに沿って紹介する。 
朝日新聞 2014/03/30 

2014:02. / 3p,112p 
978-4-00-029622-9 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784000296229*

 

AKB48 の戦略!～秋元康の仕事術～(オフレコ!BOOKS) 
秋元 康/ 田原 総一朗/ 田原 総一朗 著 
アスコム 
AKB48 の真実や魅力を余すところなく伝えるとともに、AKB48 を題材に、秋元康とい

う希代の大作家・プロデューサーの発想術や仕事術を徹底的に解き明かす。高橋み

なみと田原総一朗の対談も収録。 
朝日新聞 2014/03/30 

2013:02. / 222p 
978-4-7762-0762-7 
952 円〔本体〕+税 

*9784776207627*

 

熊野・新宮の「大逆事件」前後～大石誠之助の言論とその周辺～ 
辻本 雄一 著 
論創社 
生まれも育ちも熊野・新宮である著者が、地域に密着して、地域文化の言葉で「大逆

事件」を語った書。大逆事件の「前夜」ともいうべき時期の、談論風発した町の様子と

「事件後」の動向をとりあげて考察する。 
朝日新聞 2014/03/30 

2014:02. / 18p,393p 
978-4-8460-1299-1 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784846012991*



 33  

 

ひとりでおとまりしたよるに 
フィリパ・ピアス/ ヘレン・クレイグ/ さくま ゆみこ 著 
徳間書店 
エイミーはおばあちゃんのうちに、はじめてひとりでおとまりに行った。大事な「たから

もの」3 つをかばんに入れて。夜になってさみしくなったエイミーは、ひとつめのたから

もの、小さなマットを取り出して…。 
朝日新聞 2014/03/30 

2014:01. / [40p] 
978-4-19-863741-5 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784198637415*

 

甘い復讐 
樋口 毅宏 著 
KADOKAWA 
元ホストの修は、セレブな人妻・早苗に金品を貢がせていた。二人の仲むつまじい愛

欲の日々はしかし、修にとっては甘やかな復讐の始まりだった――。表題作の他、人

間のなかに渦巻く黒い欲望を描ききった小説集。 
朝日新聞 2014/03/30 

2014:01. / 226p 
978-4-04-110560-3 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784041105603*

 

民族とナショナリズム  
アーネスト・ゲルナー/ 加藤 節 著 
岩波書店 
ナショナリズムの本質は何か。この難問に、英国哲学界の巨人ゲルナーが、政治社

会学、社会人類学などの該博な知識を駆使して解明を試みる。「第一級のナショナリ

ズム研究書」として高く評価されてきた名著の翻訳。 
朝日新聞 2014/03/30 

2000:12. / ２５４ｐ 
978-4-00-002196-8 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784000021968*

 

角川映画～1976-1986～ 
中川 右介 著 
KADOKAWA 
1976 年「犬神家の一族」から始まり、「セーラー服と機関銃」「時をかける少女」など日

本映画の傑作を生んだ角川映画初期 10 年の歴史を発掘！出版と映画のメディアミ

ックスなど、日本映画を変えた秘密に迫る！ 
朝日新聞 2014/03/30 

2014:03. / 285p 
978-4-04-731905-9 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784047319059*

 

機械探偵クリク・ロボット(ハヤカワ・ミステリ文庫 HM 400-1) 
カミ/ 高野 優 著 
早川書房 
ミステリ史上類を見ない、機械仕掛けの名探偵! 広大な庭園で起きた殺人事件の謎

を解く「五つの館の謎」、有名人の遺体を強奪した悪党団に挑む「パンテオンの誘拐

事件」の 2 篇に、著者によるコントを加えて収録。 
朝日新聞 2014/03/30 

2014:02. / 367p 
978-4-15-180201-0 
720 円〔本体〕+税 

*9784151802010*

 

宇宙が始まる前には何があったのか? 
ローレンス・クラウス/ 青木 薫 著 
文藝春秋 
「宇宙は加速しながら膨張しており、やがて光速を超える」「99 パーセントの宇宙は見

えない」…。宇宙物理学者のローレンス・クラウスが、近年成し遂げられた驚くべき発

見を紹介しながら、宇宙物理学の現在を語る。 
朝日新聞 2014/03/30 

2013:11. / 284p 
978-4-16-376870-0 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784163768700*
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GRANTA JAPAN with 早稲田文学<01> 
早川書房 
世界文学の第一線を駆け抜けるイギリスの文芸誌『GRANTA(グランタ)』とタッグを組

んだ日本版。01 は、『早稲田文学』との共同編集で実現した『GRANTA』127 の日本

特集と同一誌面・同時発売の特別号。 
朝日新聞 2014/03/30 

2014:03. / 293p 
978-4-15-209449-0 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784152094490*

 

高学歴女子の貧困～女子は学歴で「幸せ」になれるか？～(光文社新書 681) 
大理 奈穂子/ 栗田 隆子/ 大野 左紀子/ 水月 昭道 著 
光文社 
女性を貧困に追いやる社会構造のなかで、教育、キャリア、結婚、子育てをどう考え

ればいいのか? 専業主婦を目指すのが賢い選択なのか? 当事者が自らの境遇と客

観的なデータをもとに、高学歴女子の貧困の実態をあぶり出す。 
朝日新聞 2014/03/30 

2014:02. / 187p 
978-4-334-03784-0 
740 円〔本体〕+税 

*9784334037840*

 

教養としての冤罪論 
森 炎 著 
岩波書店 
裁判員制度の導入によって市民が刑事裁判をする世の中になった。いかにしたら市

民は誤判を避けることができるのか? 冤罪の特徴と発生メカニズムを抽出し、冤罪を

日常的感覚で認識することができる新たな方法論を開示する。 
朝日新聞 2014/03/30 

2014:01. / 12p,251p 
978-4-00-025941-5 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784000259415*

 

唐物の文化史～舶来品からみた日本～(岩波新書 新赤版 1477) 
河添 房江 著 
岩波書店 
正倉院の宝物、艶やかな織物や毛皮、香料、書、薬、茶、珍獣…。日本人はなぜこれ

ほど、舶来品が好きなのか? 各時代のキーパーソンとの関係を軸に、異国からの舶

来品、すなわち「唐物」を通じて日本文化の変遷を追う。 
朝日新聞 2014/03/30 

2014:03. / 10p,238p 
978-4-00-431477-6 
880 円〔本体〕+税 

*9784004314776*

 

1971 年～市場化とネット化の紀元～ 
土谷 英夫 著 
ＮＴＴ出版 
通貨の変動制移行にともない世界経済が「市場化」に動きだし、ネット社会の起点と

なるマイクロプロセッサが生まれた年、1971 年。グローバル経済の転換点となった

1971 年に焦点を当て、その本質をとらえる。 
朝日新聞 2014/03/30 

2014:01. / 244p 
978-4-7571-2331-1 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784757123311*

 

戸惑う窓 
堀江 敏幸 著 
中央公論新社 
立っていても、坐っていても、視線を外に向けると、いつか、かならず、なにかが起き

るような気がする-。「私と世界」を静かに映す長篇エッセイ。『Chronos 日本版』連載等

を単行本化。 
東京・中日新聞 2014/03/02 

2014:01. / 207p 
978-4-12-004584-4 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784120045844*
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芥川賞・直木賞 150 回全記録(文春ムック) 
文藝春秋 
昭和 10 年の創設以来、150 回を迎えた芥川賞・直木賞の全記録を受賞者の写真と

プロフィール、候補作、選考委員等のデータとともに振り返るほか、川口松太郎・永井

龍男の対談、受賞者からのメッセージ等を収録する。 
東京・中日新聞 2014/03/02 

2014:03. / 336p 
978-4-16-008616-6 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784160086166*

 

富士山と三味線～文化とは何か～ 
川田 順造 著 
青土社 
富士山の文化遺産登録に沸く日本。一方で、猛威を振るうグローバリゼーションによ

って、数限りない民族の言語・伝統・習俗が消滅の危機にある。失われる文化・廃れる

慣習が内包する豊かさを、文化人類学者の視点で思索する。 
東京・中日新聞 2014/03/02 

2013:12. / 294p 
978-4-7917-6746-5 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784791767465*

 

美術は地域をひらく～大地の芸術祭 10 の思想～ 
北川 フラム 著 
現代企画室 
「アートによる地域づくり」のパイオニアとして、日本のみならず、世界に影響を与えて

きた「大地の芸術祭」。そのプロジェクトの全貌を構想の仕掛け人が縦横無尽に語る。

過去の芸術祭で生み出された作品のヴィジュアルも満載。 
東京・中日新聞 2014/03/02、朝日新聞 2014/03/02 

2014:01. / 267p 
978-4-7738-1318-0 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784773813180*

 

無形民俗文化財が被災するということ～東日本大震災と宮城県沿岸部地域社会の

民俗誌～ 
滝澤 克彦 編 
新泉社 
東日本大震災前からの祭礼、民俗芸能などの伝統行事と生業の歴史を踏まえ、甚大

な震災被害をこうむった宮城県沿岸部地域社会における無形民俗文化財のありよう

を記録・分析し、社会的意義を考察する。 
東京・中日新聞 2014/03/02、朝日新聞 2014/03/09、毎日新聞 2014/03/09 

2014:01. / 318p 
978-4-7877-1320-9 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784787713209*

 

怒り<上> 
吉田 修一 著 
中央公論新社 
惨殺現場に残された「怒」の血文字。殺人事件から 1 年後の夏。房総の漁港で暮ら

す洋平・愛子親子の前に田代が現れ、ゲイの優馬は直人と出会い、女子高生・泉は

田中と知り合う…。『読売新聞』連載に加筆修正し単行本化。 
東京・中日新聞 2014/03/02、日本経済新聞 2014/03/02、読売新聞 2014/03/16 

2014:01. / 280p 
978-4-12-004586-8 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784120045868*

 

怒り<下> 
吉田 修一 著 
中央公論新社 
愛子は田代から秘密を打ち明けられ、疑いを持った優馬の前から直人が消え、泉は

田中が暮らす無人島である発見をする。整形をして逃亡を続ける、殺人事件の犯人

はどこにいるのか? 『読売新聞』連載に加筆修正し単行本化。 
東京・中日新聞 2014/03/02、日本経済新聞 2014/03/02、読売新聞 2014/03/16 

2014:01. / 254p 
978-4-12-004587-5 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784120045875*
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人間なき復興～原発避難と国民の「不理解」をめぐって～ 
山下 祐介/ 市村 高志/ 佐藤 彰彦 著 
明石書店 
「帰れ」。「帰るな」。どちらも間違いだ 
東京・中日新聞 2014/03/09 

2013:11. / 333p 
978-4-7503-3918-4 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784750339184*

 

ソウル・フラワー・ユニオン～解き放つ唄の轍～ 
石田 昌隆 著 
河出書房新社 
「日本」という枠を越えて活動し、結成２０年を迎えるオルタナティブ・バンドの横断性

を活写する迫真のアーティスト評伝。 
東京・中日新聞 2014/03/09 

2013:11. / 318p 
978-4-309-27452-2 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784309274522*

 

わたしが・棄てた・女(講談社文庫 え 1-47) 
遠藤 周作 著 
講談社 
大学生の吉岡が 2 度目のデイトで?を奪ってゴミのように棄てたミツは、無垢な田舎娘

だった。吉岡は社長の姪との結婚を決め、孤独で貧乏な生活に耐えながら彼からの

連絡を待ち続けるミツは、冷酷な運命に弄ばれていく。 
東京・中日新聞 2014/03/09 

2012:12. / 341p 
978-4-06-277302-7 
600 円〔本体〕+税 

*9784062773027*

 

捨てる女 
内澤 旬子 著 
本の雑誌社 
突然、何もない部屋に住みたくなった。まだまだ使えそうなものもなんもかんも、捨て

まくることにした。3 年以内に着手できないもの使わないものは、いらん-。捨てまくる断

捨離エッセイ。『本の雑誌』連載に加筆し書籍化。 
東京・中日新聞 2014/03/09 

2013:11. / 245p 
978-4-86011-248-6 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784860112486*

 

本当はひどかった昔の日本～古典文学で知るしたたかな日本人～ 
大塚 ひかり 著 
新潮社 
「昔はよかった」なんて大?!? 喰われる捨て子、捨てられる病人、蔓延する心の病、も

ろい家族…。古典文学を通して、残酷だけど強かった日本人の姿を紹介する。 
東京・中日新聞 2014/03/09、読売新聞 2014/03/09 

2014:01. / 233p 
978-4-10-335091-0 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784103350910*

 

<辞書屋>列伝～言葉に憑かれた人びと～(中公新書 2251) 
田澤 耕 著 
中央公論新社 
長期間に及ぶ地道な作業が要求される辞書の編纂、そこにはさまざまなドラマがあっ

た。世界 大の「オックスフォード英語辞典」、日本初の国語辞典「言海」…。辞書屋

たちの長く苦しい道のりを、自らも辞書屋である著者が活写。 
東京・中日新聞 2014/03/09、読売新聞 2014/03/09 

2014:01. / 4p,266p 
978-4-12-102251-6 
860 円〔本体〕+税 

*9784121022516*
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賃上げはなぜ必要か～日本経済の誤謬～(筑摩選書 0086) 
脇田 成 著 
筑摩書房 
企業貯蓄増大に苦しむ日本。経済を正常に戻すには、賃上げを行い、資金循環の

再始動が必要である。市場メカニズムを分析し、苦しまぎれの金融政策ではなく、労

働市場を通じて経済を動かす方法を論じる。 
東京・中日新聞 2014/03/16 

2014:02. / 374p,5p 
978-4-480-01593-8 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784480015938*

 

日本史の謎は「地形」で解ける<文明・文化篇>(PHP 文庫 た 94-2) 
竹村 公太郎 著 
ＰＨＰ研究所 
なぜ江戸は世界 大の都市になれたか。なぜ家康は「利根川」を東に曲げたか。日

本全国の地形と気象を熟知する著者が、独自の視点で日本の歴史・文明・文化の

様々な謎を解き明かす。『建設オピニオン』ほか連載に加筆し書籍化。 
東京・中日新聞 2014/03/16 

2014:02. / 345p 
978-4-569-76145-9 
705 円〔本体〕+税 

*9784569761459*

 

宇宙論と神(集英社新書 0724) 
池内 了 著 
集英社 
天に鎮座する神は、人々が認識できる宇宙の拡大に伴い、次々と居場所を変え、容

易にその姿をつかませない。宇宙と神の関わりをひもとき、天文学の歴史の中で科学

者たちが積み上げてきた宇宙論の変遷をたどる。 
東京・中日新聞 2014/03/16、日本経済新聞 2014/03/16 

2014:02. / 215p 
978-4-08-720724-8 
740 円〔本体〕+税 

*9784087207248*

 

江戸の化物～草双紙の人気者たち～ 
アダム・カバット 著 
岩波書店 
豆腐小僧、見越入道、ろくろ首、河童、猫又、一つ目小僧…。江戸庶民たちがこぞっ

て読んだ草双紙に登場する、面白可笑しい化物たち。化物をこよなく愛する著者が、

お江戸の人気キャラクターの魅力と変遷を解き明かす。 
東京・中日新聞 2014/03/16、日本経済新聞 2014/03/30 

2014:01. / 6p,200p 
978-4-00-022289-1 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784000222891*

 

魯迅出門 
丸川 哲史 著 
インスクリプト 
魯迅は膨大な苦しみを抱えて、その苦しみから解放されようとして書き続けた-。魯迅

の問いを現代の世界史的現実に?げ、その遺産を解放のプロジェクトとして読みほど

く。 
東京・中日新聞 2014/03/23 

2014:01. / 272p 
978-4-900997-39-4 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784900997394*

 

水軍遙かなり 
加藤 廣 著 
文藝春秋 
信長、秀吉、家康、三人の天下人に仕え九鬼水軍を維持した九鬼嘉隆、守隆親子。

隠居した家康の夢に賭けた守隆が見たものは…。九鬼守隆の波乱の生涯を描く海上

歴史小説。 
東京・中日新聞 2014/03/23 

2014:02. / 589p 
978-4-16-390013-1 
1,850 円〔本体〕+税 

*9784163900131*
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歌よみ人正岡子規～病ひに死なじ歌に死ぬとも～(岩波現代全書 022) 
復本 一郎 著 
岩波書店 
近代俳句の祖として知られる正岡子規は、後にアララギ派へと発展した根岸短歌会を

主催し、短歌革新運動にも激しい情熱を注いだ。近代短歌史に大きな足跡を刻んだ

「歌よみ人」としての子規の業績を明らかにする評伝。 
東京・中日新聞 2014/03/23、産経新聞 2014/03/30 

2014:02. / 6p,280p 
978-4-00-029122-4 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784000291224*

 

桜は本当に美しいのか～欲望が生んだ文化装置～(平凡社新書 723) 
水原 紫苑 著 
平凡社 
桜は本当に美しいのか――気鋭の歌人が語る桜の文学。人々が桜に肩代わりさせて

きた欲望を解明する日本文化論でもある。 
東京・中日新聞 2014/03/30 

2014:03. / 269p 
978-4-582-85723-8 
860 円〔本体〕+税 

*9784582857238*

 

京都ごはん日記 
いしい しんじ 著 
河出書房新社 
いしいしんじの「ごはん日記」が帰って来た！ いしいさんと園子さんの新天地、それ

は著者縁の地・京都。新たな京都を発見出来る一冊 
東京・中日新聞 2014/03/30 

2013:11. / 346p 
978-4-309-20637-0 
1,850 円〔本体〕+税 

*9784309206370*

 

約束の海 
山崎 豊子 著 
新潮社 
海上自衛隊潜水艦部隊の若き士官を襲う過酷な試練。その父は昭和 16 年、真珠湾

に出撃して――。構想三十年、壮大なスケールで描く 後の長篇小説！ 
東京・中日新聞 2014/03/30 

2014:02. / 378p 
978-4-10-322823-3 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784103228233*

 

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。 
東京・中日新聞 2014/03/30 

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

*9784004314615*

 

造反有理～精神医療現代史へ～ 
立岩 真也 著 
青土社 
1960 年代、精神医療批判の運動があった。それは社会変革運動と関わりながら、従

来の制度や治療法への造反として噴出した。関係者の証言や文献資料を掘り起こ

し、いまだ正解の見えない精神医療と社会の関係に鋭く迫る。 
東京・中日新聞 2014/03/30 

2013:11. / 403p,31p 
978-4-7917-6744-1 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784791767441*

 

地域問題をどう解決するのか～地域開発政策概論～(シリーズ社会・経済を学ぶ) 
小田 清 著 
日本経済評論社 
地域問題の本質と是正のあり方を解明 
読売新聞 2014/03/02 

2013:12. / 10p,268p 
978-4-8188-2301-3 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784818823013*
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ダンマパダ～日常語訳～ 
今枝 由郎 著 
トランスビュー 
ダンマパダ（=法句経）を平易な日常語で全訳。民衆にじかに接し、かれらを導いた教

師、苦しみを癒した医者としてのブッダの息吹。 
読売新聞 2014/03/02 

2013:10. / 205p 
978-4-7987-0142-4 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784798701424*

 

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。 
読売新聞 2014/03/02 

2013:12. / 262p 
978-4-16-382830-5 
1,450 円〔本体〕+税 

*9784163828305*

 

禅仏教の哲学に向けて 
井筒 俊彦/ 野平 宗弘 著 
ぷねうま舎 
碩学渾身の英文遺著。本邦初訳。日本の宗教と芸術の 奥へ。東西宗教思想の呼

応と交叉を、その 深部で捉える、井筒宗教思想の挑戦。 
読売新聞 2014/03/02 

2014:01. / 370p,4p 
978-4-906791-24-8 
3,600 円〔本体〕+税 

*9784906791248*

 

解縛～しんどい親から自由になる～ 
小島 慶子 著 
新潮社 
やっと、親にも自分にも諦めがつきました。理想を押し付ける母、女子アナへの違和

感と葛藤、不安障害とそこからの脱出……光を探し続けた魂の半生記。 
読売新聞 2014/03/02 

2014:02. / 187p 
978-4-10-335111-5 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784103351115*

 

新編スッタニパータ～日常語訳～ 
トランスビュー 
もっとも古い仏教テクストの一つである「スッタニパータ」の一部を選択し、仏教用語を

極力用いず、平易な現代日本語にして紹介。ブッダの教えの核心を明快に示す。 
読売新聞 2014/03/02 

2014:01. / 174p 
978-4-7987-0145-5 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784798701455*

 

抱擁、あるいはライスには塩を<下>(集英社文庫 え 6-14) 
江國 香織 著 
集英社 
三世代が親密に暮らす柳島家。美しく幸福に見える彼らにはしかし、果敢に「世間」

に挑んで敗北してきた歴史があった。そして、健やかに成長する子供たちにもまた、

変化がおとずれ…。 
読売新聞 2014/03/02 

2014:01. / 333p 
978-4-08-745151-1 
600 円〔本体〕+税 

*9784087451511*

 

PIPELINE ICELAND/ALASKA 
石塚 元太良 著 
講談社 
火山国アイスランドにおける、地熱のパイプラインの姿とは? コンセプチュアル・ドキュ

メンタリーで注目の写真家による、パイプラインと旅の記録の写真集。三つ折りのイン

タビュー付き。 
読売新聞 2014/03/02 

2013:12. / 1 冊(ペー

ジ付なし) 
978-4-06-218508-0 
3,600 円〔本体〕+税 

*9784062185080*
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抱擁、あるいはライスには塩を<上>(集英社文庫 え 6-13) 
江國 香織 著 
集英社 
東京・神谷町の洋館に暮らす柳島家。ロシア人である祖母の存在、叔父や叔母との

同居、4 人の子供たちのうち、2 人が父か母の違う子供という事情が、彼らを周囲から

浮いた存在にしていた…。 
読売新聞 2014/03/02 

2014:01. / 346p 
978-4-08-745150-4 
600 円〔本体〕+税 

*9784087451504*

 

浮世絵で読む、江戸の四季とならわし(NHK 出版新書 424) 
赤坂 治績 著 
ＮＨＫ出版 
正月は万歳芸に笑い転げ、夏はミニチュアの富士に詣でうなぎを食す…。北斎の名

画から無名の美人画まで、四季の行事や庶民の暮らしを絵の中から読み解きなが

ら、江戸の一年をいきいきと描く浮世絵歳時記。 
読売新聞 2014/03/02 

2014:01. / 253p,図版
16p 
978-4-14-088424-9 
900 円〔本体〕+税 

*9784140884249*

 

前向き力～脱力すれば、うまくいく～(ちくま文庫 さ 28-9) 
齋藤 孝 著 
筑摩書房 
「後悔」はしないで「反省」する。「惰性力」で生きていく。6 割をゴールにおく。生きて

いるだけで丸もうけと考える…。常に気分を一定に保ち前向きでいるための、具体的

でわかりやすいヒントを紹介する。 
読売新聞 2014/03/02 

2014:01. / 204p 
978-4-480-43134-9 
680 円〔本体〕+税 

*9784480431349*

 

スティル・ライヴズ～脊髄損傷と共に生きる人々の物語～ 
ジョナサン・コール/ 河野 哲也/ 松葉 祥一/ 稲原 美苗/ 齋藤 瞳/ 谷口 純子/ 
宮原 克典/ 宮原 優 著 
法政大学出版局 
車椅子の生活に平常心を奪われる人、麻痺した身体を社会変革の手段として行使す

る人…。感覚と運動は失われ様々な痛みを伴う状況に置かれた当事者たちが、「不

幸な障害者」としてではなく、率直に自分自身の生を語る。 
読売新聞 2014/03/02 

2013:10. / 
10p,437p,13p 
978-4-588-67212-5 
4,500 円〔本体〕+税 

*9784588672125*

 

東映ゲリラ戦記 
鈴木 則文 著 
筑摩書房 
「トラック野郎シリーズ」全作の監督で知られる著者が、“下品こそ、この世の花”をモッ

トーに、激変する 70 年代の日本映画界で撮り続けた B 級娯楽映画の熱き舞台裏を

綴る。『ちくま』連載を単行本化。ヌード写真あり。 
読売新聞 2014/03/02 

2013:11. / 229p 
978-4-480-81838-6 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784480818386*

 

優しい死神の飼い方 
知念 実希人 著 
光文社 
ゴールデンレトリバーの姿で地上に派遣された「死神」は、古い洋館を改装したホスピ

ス「丘の上病院」に住むことに。そこでは 7 年前に、謎の“吸血鬼家族”殺人事件が起

きていて…。現役医師が描くハートフルミステリー。 
読売新聞 2014/03/02 

2013:11. / 409p 
978-4-334-92914-5 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784334929145*



 41  

 

美～「見えないものをみる」ということ～(PHP 新書 905) 
福原 義春 著 
ＰＨＰ研究所 
リッチとは心の豊かさである-。文化や歴史に学びながら、音楽、美術、自然などのな

かに潜むリッチなものを取り上げて紹介。本来日本人が持っていた、見えないものを

みる感性を取り戻すにはどうしたらいいかを読み解く。 
読売新聞 2014/03/02 

2014:01. / 214p 
978-4-569-81670-8 
760 円〔本体〕+税 

*9784569816708*

 

テキスト 9(ハヤカワ SF シリーズ J コレクション) 
小野寺 整 著 
早川書房 
超権力組織ムスビメ議会の本拠地である地球を訪れた、老物理学者サローベンの愛

弟子カレンは、宇宙を脅かす超テクノロジーの設計図を盗んだ女の追跡を依頼され

る。潜入先の惑星で、カレンは未知の言語を操る猿に遭遇し…。 
読売新聞 2014/03/02 

2014:01. / 441p 
978-4-15-209434-6 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784152094346*

 

パラムナード～知の痕跡を求めて～ 
前田 耕作 著 
せりか書房 
私は痕跡を求めて歩く自分の行動を、パラムナード(漂歩)と名づけている…。ロマー

ン・ヤーコブソンら、生の途上で出逢い、深く学んだ忘れ難い人びとなどについて綴

る。1970 年代から書籍、新聞等に発表した文章を集成。 
読売新聞 2014/03/02 

2014:01. / 439p 
978-4-7967-0329-1 
5,000 円〔本体〕+税 

*9784796703291*

 

血の探求 
エレン・ウルマン/ 辻 早苗 著 
東京創元社 
実の母親を捜す患者と繰り返し話し合う精神分析医。会話を盗み聞きする大学教授

の“私”は、やがてふたりに気取られないように母親捜しの手伝いを始め…。本文のほ

とんどが盗み聞きで構成された異色かつ予測不可能なミステリ。 
読売新聞 2014/03/02 

2014:01. / 394p 
978-4-488-01015-7 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784488010157*

 

ネットで「つながる」ことの耐えられない軽さ 
藤原 智美 著 
文藝春秋 
「暴走老人!」の芥川賞作家が、書きことばが衰退していること、それによって国や経済

のあり方、人びとの人間関係や思考が変化していることを伝え、だからこそ人はネット

をはなれて「読むこと」「書くこと」が必要だと訴える。 
読売新聞 2014/03/02 

2014:01. / 231p 
978-4-16-390010-0 
1,100 円〔本体〕+税 

*9784163900100*

 

メディアの将来像を探る 
早稲田大学メディア文化研究所 編 
一藝社 
本格的なデジタル・ネットワークの時代に突入した現在、メディアやマスメディアの将

来を、経営や技術についての展望も交えて論考する。ネット社会におけるメディアと

民主主義、ネット時代の情報読解力と表現の自由などを収録。 
読売新聞 2014/03/02 

2014:02. / 222p 
978-4-86359-063-2 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784863590632*
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中国が世界に深く入りはじめたとき～思想からみた現代中国～ 
賀 照田/ 鈴木 将久 著 
青土社 
現代中国の問題を思想史的な視点で中国の「内部」から考え、発信し続け、いま東ア

ジアで注目を集める著者の日本初の論集。2000 年から 2013 年まで 13 年のあいだ

に書き継いだ 8 編を収録する。 
読売新聞 2014/03/02 

2013:12. / 288p 
978-4-7917-6757-1 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784791767571*

 

学年ビリのギャルが 1 年で偏差値を 40 上げて慶應大学に現役合格した話 
坪田 信貴 著 
KADOKAWA 
一人の教師との出会いが、金髪ギャルとその家族の運命を変えた…。偏差値 30 だっ

たギャルが、著者とともに慶應大学合格を目指して歩んだ日々を綴る。坪田式人材育

成のためのテクニックも収録。 
読売新聞 2014/03/02、産経新聞 2014/03/15、朝日新聞 2014/03/30 

2013:12. / 318p 
978-4-04-891983-8 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784048919838*

 

フラニーとズーイ(新潮文庫 サ-5-2) 
サリンジャー 著 
新潮社 
エゴだらけの世界に欺瞞を覚え、宗教書に魂の救済を求めるフラニー。兄ズーイは

才気とユーモアに富む渾身の言葉で、自分の殻に閉じこもる妹を救い出す。新訳。

訳者・村上春樹の特別エッセイを掲載した別紙挟み込み付き。 
読売新聞 2014/03/02、朝日新聞 2014/03/30 

2014:03. / 292p 
978-4-10-205704-9 
630 円〔本体〕+税 

*9784102057049*

 

新生(NOVA コレクション) 
瀬名 秀明 著 
河出書房新社 
日本ＳＦの金字塔、小松左京『虚無回廊』に瀬名秀明が挑む！「新生」「Ｗｏｎｄｅｒｆｕｌ 

Ｗｏｒｌｄ」「ミシェル」収録の連作集。 
読売新聞 2014/03/02、毎日新聞 2014/03/09 

2014:02. / 271p 
978-4-309-62225-5 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784309622255*

 

ぼくのおかしなおかしなステッキ生活 
坂崎 重盛 著 
求龍堂 
欧米にあり、かつて日本でも存在した「ステッキ文化」を見直し、介護用ではない、お

洒落としての「ステッキの美学」を考察しながら、人生を楽しむコツを伝授する。ステッ

キの魅力満載のエッセイ集。 
読売新聞 2014/03/02、毎日新聞 2014/03/09 

2014:02. / 254p 
978-4-7630-1330-9 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784763013309*

 

アンデスの文化遺産を活かす～考古学者と盗掘者の対話～(フィールドワーク選書 
6) 
関 雄二 著, 印東 道子/ 白川 千尋/ 関 雄二 編 
臨川書店 
盗掘者らの多様な価値観に触れ、遺跡を守る 
読売新聞 2014/03/09 

2014:02. / 214p 
978-4-653-04236-5 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784653042365*
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進化の弟子～ヒトは学んで人になった～(ジャン・ニコ講義セレクション 8) 
キム・ステレルニー/ 田中 泉吏/ 中尾 央/ 源河 亨/ 菅原 裕輝 著 
勁草書房 
ヒト≠人。なぜ、ヒトは人間になったのか？ 人類進化の謎を長年追い続けてきた、一

見風変わりな科学哲学者による渾身の著作。 
読売新聞 2014/03/09 

2013:12. / 
18p,303p,37p 
978-4-326-19964-8 
3,400 円〔本体〕+税 

*9784326199648*

 

はじき出された子どもたち～社会的養護児童と「家庭」概念の歴史社会学～ 
土屋 敦 著 
勁草書房 
「理想の家庭」像がつくられる過程を、家庭からはじき出された子どもたちへの処遇変

遷を通じて描く、もうひとつの近代家族形成史。 
読売新聞 2014/03/09 

2014:01. / 
7p,265p,43p 
978-4-326-60263-6 
4,000 円〔本体〕+税 

*9784326602636*

 

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。 
読売新聞 2014/03/09 

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

*9784781690629*

 

ひとり上手な結婚(講談社文庫 や 73-1) 
山本 緒/ 伊藤 理佐 著 
講談社 
どうしたら結婚できるの? 絶対結婚しなきゃいけないの? 人気小説家と漫画家が、コミ

ックを交えながら「結婚」にまつわる大小さまざまな悩みにこたえる。けらえいことのゲ

ストトークも収録。 
読売新聞 2014/03/09 

2014:02. / 259p 
978-4-06-277761-2 
530 円〔本体〕+税 

*9784062777612*

 

父の生きる 
伊藤 比呂美 著 
光文社 
老いてなお生きる苦しみを、死と向き合う寂しさを、娘に打ち明ける父であります-。詩

人・伊藤比呂美が、遠距離介護を通し、親の 期に寄り添った 3 年半の記録。ブログ

をもとに大幅に加筆して単行本化。 
読売新聞 2014/03/09 

2014:01. / 181p 
978-4-334-97763-4 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784334977634*

 

レズビアン的結婚生活 
東 小雪/ 増原 裕子 著 
イーストプレス 
それぞれの思春期、周囲との軋轢と孤独、そして運命の出会いから試練多きプロポ

ーズを経て、TDR 史上初の同性結婚式へ…。東小雪と増原裕子の軌跡のすべてを

繊細かつビビッドに描くコミックエッセイ。 
読売新聞 2014/03/09 

2013:12. / 129p 
978-4-7816-1107-5 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784781611075*
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還れぬ家 
佐伯 一麦 著 
新潮社 
高校生のとき親に反発して家を出た光二だが、認知症となった父の介護に迫られ、

家とも向き合わざるをえなくなる。そして東日本大震災が起こり…。喪われた家をテー

マにした長編小説。『新潮』連載を単行本化。 
読売新聞 2014/03/09 

2013:02. / 441p 
978-4-10-381405-4 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784103814054*

 

まなざしの誕生～赤ちゃん学革命～  
下条 信輔 著 
新曜社 
「専門外の人々に面白がってもらえるのが本当の学問である」とのことばどおり，赤ち

ゃんの知られざる豊かな感覚世界を平明に描いたロングセラー。遺伝学や神経科学

の 近の発展を予見した洞察で専門家の声価も高い。 
読売新聞 2014/03/09 

2006:06. / ３５７，５ｐ 
978-4-7885-1000-5 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784788510005*

 

無頼化した女たち 
水無田 気流 著 
亜紀書房 
出産か、キャリアか。永遠に決められない選択。引き裂かれる「わたし」。普通の幸せ

は、なぜのぞめないの? 淡々と、社会の生きにくさと闘う日本女子のやさぐれた現実

を徹底分析。ライター西森路代との放談も収録。 
読売新聞 2014/03/09 

2014:02. / 323p 
978-4-7505-1403-1 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784750514031*

 

リアスの子 
熊谷 達也 著 
光文社 
中学 3 年生の担任になった和也。転入生の希は、何かしら問題を抱えているようだっ

た。和也は教え子たちに一役買ってもらおうとするが…。教師と生徒の「信頼」の大切

さを丹念に描く。『小説宝石』連載に加筆し単行本化。 
読売新聞 2014/03/09 

2013:12. / 305p 
978-4-334-92918-3 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784334929183*

 

昭和史裁判(文春文庫 は 8-22) 
半藤 一利/ 加藤 陽子 著 
文藝春秋 
「軍部が悪い」だけでは済まされない。半藤一利と加藤陽子が、松岡洋右、広田弘

毅、近衛文麿ら、太平洋戦争を呼び込んだリーダー達と昭和天皇を俎上に載せ、とこ

とん語る。開戦責任を改めて問う、熱くスリリングな議論。 
読売新聞 2014/03/09 

2014:02. / 437p 
978-4-16-790038-0 
690 円〔本体〕+税 

*9784167900380*

 

放射能とナショナリズム(フィギュール彩 9) 
小菅 信子 著 
彩流社 
政府や東電、学者に対する強い不信と、マスメディアや論壇の機能不全により、いま

日本を「不信の連鎖」が覆いつくそうとしている。この「放射能による不信の連鎖」を断

ち切るための提案を試みる、深い思索の旅に誘う本。 
読売新聞 2014/03/09 

2014:02. / 189p 
978-4-7791-7010-2 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784779170102*
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光の山 
玄侑 宗久 著 
新潮社 
放射能に汚染された土や葉の仮置場はやがて、瑠璃色の光を放つ山になった-。福

島に住む僧侶作家が、震災に見舞われた人々のリアルな姿と心情を、深く静かに物

語る短篇集。『新潮』『文藝春秋』ほか掲載をまとめて単行本化。 
読売新聞 2014/03/09 

2013:04. / 169p 
978-4-10-445609-3 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784104456093*

 

飢餓浄土(河出文庫 い 33-1) 
石井 光太 著 
河出書房新社 
途上国に伝わる数多くの幻想や流言は、眼前の現実を凌駕する。フィリピンの密林に

現れる人食い日本兵の亡霊、奇形児を谷底に突き落とし続けた産婆を襲う祟り…。貧

困地のリアルをえぐり出す、グロテスクな「幻」を活写する。 
読売新聞 2014/03/09 

2014:01. / 289p 
978-4-309-41268-9 
680 円〔本体〕+税 

*9784309412689*

 

双頭の船 
池澤 夏樹 著 
新潮社 
トモヒロが乗り込んだ瀬戸内の小さなフェリー。それは、傷ついたすべての人を乗せて

拡大する不思議な「方舟」だった。船は北へと向かい、被災地の港に停泊し…。鎮魂

と再生への祈りをこめた長篇小説。『新潮』連載を単行本化。 
読売新聞 2014/03/09 

2013:02. / 259p 
978-4-10-375308-7 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784103753087*

 

穴 
小山田 浩子 著 
新潮社 
仕事を辞め、夫の田舎に移り住んだ夏。奇妙な獣を追ううちに、私は得体の知れない

穴に落ちる-。平凡な日常の中にときおり顔を覗かせる異界。表題作ほか全 3 編を収

録した第 2 作品集。『新潮』掲載に書き下ろしを加え単行本化。 
読売新聞 2014/03/09 

2014:01. / 157p 
978-4-10-333642-6 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784103336426*

 

国際メディア情報戦(講談社現代新書 2247) 
高木 徹 著 
講談社 
「国際メディア情報戦」は 21 世紀に入り、さらに激しさを増し、国際社会のあらゆる面

に広がっている。その現場を、ボスニア紛争から国際的なイベントにいたるまで、10
年あまり分析・取材した成果をまとめる。 
読売新聞 2014/03/09、日本経済新聞 2014/03/09、朝日新聞 2014/03/23、毎日新

聞 2014/03/23 

2014:01. / 261p 
978-4-06-288247-7 
800 円〔本体〕+税 

*9784062882477*

 

地震と独身 
酒井 順子 著 
新潮社 
あの震災で独身は何を考え、どう動いたのか。「家族の絆」が強調される一方でほとん

ど報じられなかった独り者の声を拾集し、独身のいまを描き出す。 
読売新聞 2014/03/09、毎日新聞 2014/03/09 

2014:02. / 283p 
978-4-10-398508-2 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784103985082*
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にげましょう～災害でいのちをなくさないために～ 特別版 
河田 惠昭 著, 河田 惠昭/ GK 京都 編 
共同通信社 
逃げることは、生きること。1 分 1 秒が生死を分ける巨大災害。防災の第一人者が、津

波、火山噴火、豪雨といった災害から身を守るための避難のタイミングを紹介する。

2012 年刊の同名の本に「地震編」を増補した特別版。 
読売新聞 2014/03/09、毎日新聞 2014/03/09 

2014:01. / 125p 
978-4-7641-0667-3 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784764106673*

 

あとのない仮名 改版(新潮文庫)  
山本 周五郎 著 
新潮社 
読売新聞 2014/03/16 

1996:09. / ４１０ｐ 
978-4-10-113427-7 
667 円〔本体〕+税 

*9784101134277*

 

憲法改正のオモテとウラ(講談社現代新書 2251) 
舛添 要一 著 
講談社 
憲法改正議論のウラで繰り広げられてきた権力闘争と、既得権益を巡る省庁・族議員

による熾烈な争いの一部始終を明かす。 
読売新聞 2014/03/16 

2014:02. / 326p 
978-4-06-288251-4 
900 円〔本体〕+税 

*9784062882514*

 

キッチンの歴史～料理道具が変えた人類の食文化～ 
ビー・ウィルソン/ 真田 由美子 著 
河出書房新社 
美味しい料理は道具で進化した！ 古今東西の調理道具が人々の暮らしや文化に

どのような影響を与えてきたかのを読み解く。 
読売新聞 2014/03/16 

2014:01. / 366p 
978-4-309-02260-4 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784309022604*

 

橋爪大三郎のマルクス講義～現代を読み解く『資本論』～(飢餓陣営叢書 7) 
橋爪 大三郎/ 佐藤 幹夫 著 
言視舎 
シリーズ強化の 1 作！『資本論』には現代社会を考えるヒントがたくさん隠れている。

目からウロコが落ちる「橋爪レクチャー」。 
読売新聞 2014/03/16 

2014:01. / 190p 
978-4-905369-79-0 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784905369790*

 

もう一度天気待ち～監督・黒澤明とともに～ 
野上 照代 著 
草思社 
黒澤明監督の記録係が書いた名著『天気待ち』を新たに三船敏郎と黒澤明との関

係・交情等、大幅な書き下ろし原稿を追加して復刊。 
読売新聞 2014/03/16 

2014:01. / 367p 
978-4-7942-2026-4 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784794220264*

 

日本人のための「集団的自衛権」入門(新潮新書 558) 
石破 茂 著 
新潮社 
政界きっての安全保障政策通が、「集団的自衛権」の成り立ち、日本における解釈の

変遷、リスクとメリットなど、あらゆる疑問に正面から答える。現在準備中の国家安全保

障基本法案の概要も掲載。 
読売新聞 2014/03/16 

2014:02. / 188p 
978-4-10-610558-6 
680 円〔本体〕+税 

*9784106105586*
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マリー・アントワネットの植物誌 
エリザベット・ド・フェドー/ アラン・バラトン/ 川口 健夫 著 
原書房 
花を愛する若き王妃マリー・アントワネットに、ルイ 16 世が贈った小トリアノン宮。そこ

にあった 80 種類の植物を切り口に、彼女の日常に迫る。稀代の植物画家ルドゥーテ

らの絵画や細密画が満載。 
読売新聞 2014/03/16 

2014:02. / 243p 
978-4-562-04985-1 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784562049851*

 

もっと厭な物語(文春文庫 ク 17-2) 
夏目 漱石 著, 夏目 漱石/ 文藝春秋 編 
文藝春秋 
夏目漱石の不吉きわまりない掌編をはじめ、人間の恐怖を追究する実験がもたらした

凄惨な事件を描いた「恐怖の探究」など全 10 編を収録。バッドエンド 100%の、後味

の悪い小説アンソロジー第 2 弾。 
読売新聞 2014/03/16 

2014:02. / 316p 
978-4-16-790046-5 
650 円〔本体〕+税 

*9784167900465*

 

歳時記百話～季を生きる～(中公新書 2246) 
高橋 睦郎 著 
中央公論新社 
歳時記は俳句を詠む人だけのものではない。四季を彩る花々を中心に、一年の折々

にあらわれる豊富な事物を、古今東西の句歌詩文を通して味わう。『朝日新聞 be』連

載「花をひろう」「季をひろう」を書籍化。 
読売新聞 2014/03/16 

2013:12. / 3p,227p 
978-4-12-102246-2 
780 円〔本体〕+税 

*9784121022462*

 

脳の神話が崩れるとき 
マリオ・ボーリガード/ 黒澤 修司 著 
KADOKAWA 
臨死体験、プラシーボ効果――脳がもたらす科学では説明のつかない現象に、精神

医学の大家が膨大な研究をもとに斬り込んでいく。肉体や精神に自由にポジティブな

力を及ぼしてゆく、脳の神秘の力が明かされる！ 
読売新聞 2014/03/16 

2014:01. / 255p 
978-4-04-110537-5 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784041105375*

 

喚起泉達録の世界～もう一つの越中旧事記～ 
藤田 富士夫/ 浅見 和彦/ 棚元 理一 著 
雄山閣 
越中に伝わる数多の説話・伝承を、江戸時代に野崎伝助が収集し著した「喚起泉達

録」。その現代語訳をはじめ、「喚起泉達録」成立の背景や、収録されている伝承に

ついての考察など、多岐にわたる論考を掲載する。 
読売新聞 2014/03/16 

2014:02. / 427p 
978-4-639-02301-2 
8,800 円〔本体〕+税 

*9784639023012*

 

著作権法がソーシャルメディアを殺す(PHP 新書 896) 
城所 岩生 著 
ＰＨＰ研究所 
日本の著作権法は、権利者を保護する良法のようだが、利用目的が公正であれば許

諾はいらない世界のトレンドに逆行している。立法・行政・司法と業界がつるんだ“著

作権ムラ”の正体と横暴を告発し、法改正を提言する。 
読売新聞 2014/03/16 

2013:12. / 237p 
978-4-569-81290-8 
760 円〔本体〕+税 

*9784569812908*
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完全なる証明～100 万ドルを拒否した天才数学者～(文春文庫 S9-1) 
マーシャ・ガッセン/ 青木 薫 著 
文藝春秋 
世紀の難問「ポアンカレ予想」を証明したロシアの天才数学者ペレルマンは、なぜフィ

ールズ賞を拒否し森へ消えたのか。同時期にソ連で数学のエリート教育をうけたユダ

ヤ人の著者が、ペレルマンの実像を浮かび上がらせる。 
読売新聞 2014/03/16 

2012:04. / 375p 
978-4-16-765181-7 
752 円〔本体〕+税 

*9784167651817*

 

世界出張料理人 
狐野 扶実子 著 
KADOKAWA 
食材と人との出会いを求め、パリの三ツ星レストランの副料理長から転身、出張料理

を始めた狐野扶実子。師匠から学んだ「五感を使って食材と対話する」ことを信条に、

創意にあふれた料理を作り続ける出張シェフの奮闘記。 
読売新聞 2014/03/16 

2014:02. / 254p 
978-4-04-110554-2 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784041105542*

 

雲のカタログ～空がわかる全種分類図鑑～ 
村井 昭夫/ 鵜山 義晃 著 
草思社 
いま、空で何が起きているか? 雲の名前がわかれば知ることができる! 世界気象機関

(WMO)による 100 種類近い分類をすべて網羅し、雲の写真と学術的名称を紹介。

雲観察にすぐ役立つ基本的な知識やワザも解説する。 
読売新聞 2014/03/16 

2011:05. / 143p 
978-4-7942-1823-0 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784794218230*

 

憎悪の化石～長編推理小説～(光文社文庫 あ 2-61) 
鮎川 哲也 著 
光文社 
旅館で男が殺された。所持品から誰かを脅喝していた疑惑が浮上し、捜査陣は恨み

を持つ者を絞り込むが、疑いのある人物には全てアリバイが成立していた。1 ダース

の容疑者を相手に警視庁・鬼貫警部の執拗な捜査が始まる…。 
読売新聞 2014/03/16 

2014:02. / 334p 
978-4-334-76699-3 
660 円〔本体〕+税 

*9784334766993*

 

日本版 NSC とは何か(新潮新書 552) 
春原 剛 著 
新潮社 
2013 年末、第二次安倍内閣で発足した国家安全保障会議(日本版 NSC)。モデルと

なった米国での実情と創設の歴史、日本で考え得る有事のシミュレート、その問題点

などを、外交・防衛の専門記者がわかりやすく解説する。 
読売新聞 2014/03/16 

2014:01. / 207p 
978-4-10-610552-4 
700 円〔本体〕+税 

*9784106105524*

 

装飾古墳の世界をさぐる(「考古学」最新講義シリーズ) 
大塚 初重 著 
祥伝社 
列島各地で発見された「装飾古墳」。なぜ九州と東日本に集中しているのか? 描かれ

た人物や文様は何を表わすのか? 九州の古墳群、茨城・虎塚古墳、高松塚古墳そ

れぞれの調査結果を再検証し、古代人の葬送の真実にせまる。 
読売新聞 2014/03/16 

2014:02. / 271p 
978-4-396-61475-1 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784396614751*
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比較のなかの改憲論～日本国憲法の位置～(岩波新書 新赤版 1466) 
辻村 みよ子 著 
岩波書店 
改憲手続、憲法擁護義務、国民投票の功罪といった、改憲論議のなかでも重要な論

点を比較憲法の視点から丁寧に検討。自民党改憲草案の危険性と今後の議論のあ

り方、日本国憲法の現代的意味を再確認する。 
読売新聞 2014/03/16 

2014:01. / 4p,229p,3p
978-4-00-431466-0 
760 円〔本体〕+税 

*9784004314660*

 

科学をいまどう語るか～啓蒙から批評へ～(岩波現代全書 019) 
尾関 章 著 
岩波書店 
科学記者が、過去の記事を丹念に追いながら、新聞科学ジャーナリズムを根本から

検証。科学を知的営みととらえ、批評精神をもって向き合う科学ジャーナリズムを提案

する。 
読売新聞 2014/03/16 

2013:12. / 16p,231p 
978-4-00-029119-4 
2,100 円〔本体〕+税 

*9784000291194*

 

創作の極意と掟 
筒井 康隆 著 
講談社 
これは作家としての遺言である――。創作歴６０年の筒井康隆が初めて明かす、目か

ら鱗の全く新しい小説作法！ 
読売新聞 2014/03/16、朝日新聞 2014/03/30 

2014:02. / 315p 
978-4-06-218804-3 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784062188043*

 

熊野、魂の系譜～歌びとたちに描かれた熊野～ 
谷口 智行 著 
書肆アルス 
かつて、物無くとも自然と魂の満ち満ちし熊野を巡った歌びとたちがいた。そこには熊

野の渦巻くエネルギーと彼らの魂との、大いなる共鳴があった-。さまざまな視点から

その足跡と魂の根源を探る。 
読売新聞 2014/03/16、日本経済新聞 2014/03/23 

2014:02. / 322p 
978-4-907078-05-8 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784907078058*

 

奥さまは愛国 
北原 みのり/ 朴 順梨 著 
河出書房新社 
いま日本で、愛国思想を持つ女性が増加している。 彼女たちの動機と希望は何か、

フェミニストと元・在日韓国人によるルポルタージ。 
読売新聞 2014/03/16、毎日新聞 2014/03/30 

2014:02. / 237p 
978-4-309-24649-9 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784309246499*

 

夢見の丘へ 
加納 由将 著 
思潮社 
気がつくと 道が続いていた 我武者羅にならんでも 自棄を起こさんでも 道は 続い

ている(「未来が」より) 生まれながらの障害を背負う詩人がきびしい自己凝視のなか

で紡いだ、清新でかつ生への執着心に溢れた第 4 詩集。 
読売新聞 2014/03/18 

2014:02. / 91p 
978-4-7837-3399-7 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784783733997*
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アメリカひじき・火垂るの墓 改版(新潮文庫)  
野坂 昭如 著 
新潮社 
読売新聞 2014/03/23 

2003:07. / ２７２ｐ 
978-4-10-111203-9 
490 円〔本体〕+税 

*9784101112039*

 

理由(朝日文庫)  
宮部 みゆき 著 
朝日新聞社 
読売新聞 2014/03/23 

2002:08. / ６３０ｐ 
978-4-02-264295-0 
857 円〔本体〕+税 

*9784022642950*

 

恋(新潮文庫)  
小池 真理子 著 
新潮社 
読売新聞 2014/03/23 

2002:12. / ５１７ｐ 
978-4-10-144016-3 
710 円〔本体〕+税 

*9784101440163*

 

蒼ざめた馬を見よ(文春文庫)  
五木 寛之 著 
文芸春秋 
読売新聞 2014/03/23 

2006:12. / ３１９ｐ 
978-4-16-710033-9 
562 円〔本体〕+税 

*9784167100339*

 

対岸の彼女(文春文庫)  
角田 光代 著 
文芸春秋 
読売新聞 2014/03/23 

2007:10. / ３３４ｐ 
978-4-16-767205-8 
560 円〔本体〕+税 

*9784167672058*

 

容疑者Ｘの献身(文春文庫)  
東野 圭吾 著 
文芸春秋 
読売新聞 2014/03/23 

2008:08. / ３９４ｐ 
978-4-16-711012-3 
629 円〔本体〕+税 

*9784167110123*

 

小説日本婦道記 改版(新潮文庫)  
山本 周五郎 著 
新潮社 
読売新聞 2014/03/23 

2002:09. / ２９４ｐ 
978-4-10-113408-6 
520 円〔本体〕+税 

*9784101134086*
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海狼伝(文春文庫)  
白石 一郎 著 
文芸春秋 
読売新聞 2014/03/23 

1990:04. / ４７８ｐ 
978-4-16-737005-3 
667 円〔本体〕+税 

*9784167370053*

 

日本の漁業権制度～共同漁業権の入会権的性質～ 
田平 紀男 著 
法律文化社 
ローカルコモンズとしての共同漁業権を解明 
読売新聞 2014/03/23 

2013:12. / 8p,209p 
978-4-589-03562-2 
5,000 円〔本体〕+税 

*9784589035622*

 

報道人の作法～メディアを目指す人たちへ～ 
伊藤 友治 著 
慶應義塾大学出版会 
メディア志望者必修の取材作法と技術を伝授 
読売新聞 2014/03/23 

2014:02. / 16p,282p 
978-4-7664-2108-8 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784766421088*

 

定食と古本ゴールド 
今 柊二 著 
本の雑誌社 
はふはふランチとわくわく古本。 強組み合わせによる本好き散歩必携のガイドエッ

セイ。 
読売新聞 2014/03/23 

2014:02. / 254p 
978-4-86011-253-0 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784860112530*

 

ドーナツを穴だけ残して食べる方法～越境する学問-穴からのぞく大学講義～ 
大阪大学ショセキカプロジェクト 編 
大阪大学出版会 
大阪大学の授業「本をつくる」を母体に、幅広い研究分野を紹介し、学問の懐の深さ

と考える愉しみを伝える教育プロジェクト. 
読売新聞 2014/03/23 

2014:02. / 8p,274p 
978-4-87259-470-6 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784872594706*

 

ホテルローヤル 
桜木 紫乃 著 
集英社 
湿原を背に建つ北国のラブホテル。訪れる客、経営者の家族、従業員はそれぞれに

問題を抱えていた。閉塞感のある日常の中、男と女 
読売新聞 2014/03/23 

2013:01. / 192p 
978-4-08-771492-0 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784087714920*

 

らんる曳く 
佐々木 中 著 
河出書房新社 
災厄の日から二年。 愛の女を失った男は堕落の道を歩みはじめた――壮麗な文

体を駆使して到達した「ポスト震災」恋愛小説の決定版！ 
読売新聞 2014/03/23 

2013:11. / 137p 
978-4-309-02233-8 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784309022338*
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アートプロジェクト～芸術と共創する社会～ 
熊倉 純子/ 雨森 信 著, 熊倉 純子/ 長津 結一郎 編 
水曜社 
1990 年以降、日本各地でさまざまな形で行われてきたアートプロジェクト。その定義

を試みるほか、アートプロジェクトの現場に関わる人たちが各自の活動の歴史と現在

を語る。 
読売新聞 2014/03/23 

2014:01. / 366p 
978-4-88065-333-4 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784880653334*

 

総点検・日本海軍と昭和史 
半藤 一利/ 保阪 正康 著 
毎日新聞社 
サラバ、「海軍善玉」論。栄光の日本海海戦から大和特攻まで、昭和史研究の泰斗 2
人が、新公開資料を読み解き、帝国海軍の実像、栄光と限界、提督たちの失敗の本

質を語り合う。 
読売新聞 2014/03/23 

2014:02. / 398p 
978-4-620-32245-2 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784620322452*

 

峠越え 
伊東 潤 著 
講談社 
幼き頃、師より凡庸の烙印を押された男は、いかにして天下を覆すことになったのか? 
過酷な乱世を勝ち抜いた天下人、徳川家康の「生きる力」に迫る本格歴史長編。『新

刊展望』連載に加筆修正して単行本化。 
読売新聞 2014/03/23 

2014:01. / 268p 
978-4-06-218763-3 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784062187633*

 

最終便に間に合えば(文春文庫 は 3-38) 
林 真理子 著 
文藝春秋 
世間に注目される新進の造花デザイナーとなった美登里は、仕事で訪れた札幌で昔

の男と再会する。冷めた大人の孤独と狡猾さが会話の中に満ちる表題作ほか、直木

賞受賞作 2 作品を含む全 5 篇を収録した恋愛短篇集。 
読売新聞 2014/03/23 

2012:07. / 232p 
978-4-16-747639-7 
540 円〔本体〕+税 

*9784167476397*

 

ほかならぬ人へ(祥伝社文庫 し 20-1) 
白石 一文 著 
祥伝社 
「ベストの相手が見つかったときは、この人に間違いないっていう明らかな証拠がある

んだ」 妻のなずなに裏切られ、自暴自棄の明夫は、ある女性が発していた不思議な

“徴”に気づき、徐々に惹かれていく…。全 2 編収録。 
読売新聞 2014/03/23 

2013:01. / 318p 
978-4-396-33810-7 
619 円〔本体〕+税 

*9784396338107*

 

昭和の犬～Perspective kid～ 
姫野 カオルコ 著 
幻冬舎 
犬から透けて見える飼い主の事情-。柏木イク、昭和 33 年生まれ。8 歳で犬に咬まれ

る。咬み痕を笑う母。19 歳、東京の歯科の貸間に住む。美人妻の秘密。49 歳、遠距

離介護。自らも病に…。『パピルス』連載を単行本化。 
読売新聞 2014/03/23 

2013:09. / 307p 
978-4-344-02446-5 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784344024465*
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気弱な人が成功する株式投資(祥伝社新書 353) 
岩崎 日出俊 著 
祥伝社 
成功した投資家たちが心掛けてきた売買の基本は、シンプルでわかりやすく初心者

にも容易に手が届くもの。フィリップ・フィッシャーなど、現代の投資家の「考え方」と、

株式投資を行なう上で役立つと思われる事例を紹介する。 
読売新聞 2014/03/23 

2014:02. / 205p 
978-4-396-11353-7 
780 円〔本体〕+税 

*9784396113537*

 

自治体再建～原発避難と「移動する村」～(ちくま新書 1059) 
今井 照 著 
筑摩書房 
原発災害に直面した自治体の動きを徹底検証し、多重市民権の保障という新たな自

治体像を提起。さらに「帰りたいけど帰らない」避難民の揺れ動く心情に寄り添いなが

ら、住まいの再建方策と「超長期避難」の制度化を提唱する。 
読売新聞 2014/03/23 

2014:02. / 236p 
978-4-480-06769-2 
880 円〔本体〕+税 

*9784480067692*

 

プロ野球にとって正義とは何か～落合博満と「プロの流儀」VS.「組織の論理」～(文
庫ぎんが堂 て 1-1) 
手束 仁 著 
イーストプレス 
人間の値打ちは「数字」で測れるのか? 2011 年オフの電撃解任から 2 年、落合博満

が GM として中日ドラゴンズに復帰した。愛知県出身、ドラフト取材歴 30 年の著者が

関係者から聞いた、落合解任&復活の全内幕を明かす。 
読売新聞 2014/03/23 

2014:02. / 222p 
978-4-7816-7104-8 
648 円〔本体〕+税 

*9784781671048*

 

おこまの大冒険～朧月猫の草紙～ 
山東 京山/ 歌川 国芳/ 金子 信久 著 
パイインターナショナル 
鰹節問屋の飼い猫おこまちゃんが、愛しいとらさんと駆け落ち。だが、運命は二転三

転。波瀾万丈の猫生涯を送ることに…。江戸時代の猫好きコンビ、山東京山と歌川国

芳による「朧月猫の草紙」が現代語でよみがえる。しおり付き。 
読売新聞 2014/03/23 

2013:11. / 335p 
978-4-7562-4429-1 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784756244291*

 

キャラクター・パワー～ゆるキャラから国家ブランディングまで～(NHK 出版新書 
426) 
青木 貞茂 著 
ＮＨＫ出版 
いまや日本社会全体に浸透しているキャラクター文化。その秘密はどこにあるのか? 
自身も「キャラクター依存」を告白する著者が、空前のブームから日本文化の深層に

分け入り、キャラクターが持つ本質的な力を浮き彫りにする。 
読売新聞 2014/03/23 

2014:02. / 231p 
978-4-14-088426-3 
780 円〔本体〕+税 

*9784140884263*

 

それでも僕は夢を見る 
水野 敬也/ 鉄拳 著 
文響社 
第一志望には受からなかった。好きになった人には振り向いてもらえなかった。やりた

い仕事に就くことはできなかった。夢はいつも、能天気に僕をはげましてきたけれど

…。夢との向き合い方を描いた物語。 
読売新聞 2014/03/23 

2014:03. / 1 冊(ペー

ジ付なし) 
978-4-905073-06-2 
986 円〔本体〕+税 

*9784905073062*
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キリンの斑論争と寺田寅彦(岩波科学ライブラリー 220) 
松下 貢 編 
岩波書店 
1930 年代、雑誌『科学』を舞台に、キリンの体表の斑模様はどうしてできるか物理学

者と生物学者の間で起こった「キリンの斑論争」。論争に関連した諸論文や、論争で

問われたことの今日的解決・展開を示す論文を収録する。 
読売新聞 2014/03/23 

2014:01. / 8p,125p 
978-4-00-029620-5 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784000296205*

 

恋歌 
朝井 まかて 著 
講談社 
幕末の江戸で熱烈な恋を成就させ、天狗党の一士に嫁いで水戸へ下った中島歌

子。だが尊王攘夷の急先鋒である天狗党は暴走する。内乱の激化にともない、歌子

は夫から引き離され、囚われの身となる…。 
読売新聞 2014/03/23 

2013:08. / 281p 
978-4-06-218500-4 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784062185004*

 

棟方志功の眼 
石井 頼子 著 
里文出版 
孫の眼から見た棟方志功は、偉大なる芸術家でありながらとても人間臭い、チャーミ

ングな祖父であった。棟方志功の孫が、創作秘話と愛蔵品のエピソードの数々を語

る。『目の眼』連載に、日本民藝館館長との対談を加えて書籍化。 
読売新聞 2014/03/23、産経新聞 2014/03/30 

2014:02. / 163p 
978-4-89806-410-8 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784898064108*

 

世界のエリートの「失敗力」～彼らが<最悪の経験>から得たものとは～(PHP ビジネ

ス新書 309) 
佐藤 智恵 著 
ＰＨＰ研究所 
一流のグローバル企業では、手痛い失敗を経験して、初めてエリートになれる。 高

峰の経営大学院の授業と世界で活躍する日本人エリート 12 名の実体験をもとに、グ

ローバルリーダーの「失敗力」とは何かを探る。 
読売新聞 2014/03/23、日本経済新聞 2014/03/30 

2014:02. / 233p 
978-4-569-81726-2 
860 円〔本体〕+税 

*9784569817262*

 

ぐれる！(新潮新書)  
中島 義道 著 
新潮社 
読売新聞 2014/03/30 

2003:04. / １８７ｐ 
978-4-10-610009-3 
680 円〔本体〕+税 

*9784106100093*

 

経済学大図鑑 
ナイアル・キシテイニー/ 若田部 昌澄/ 小須田 健 著 
三省堂 
世界経済を考える人のための経済学入門 
読売新聞 2014/03/30 

2014:01. / 352p 
978-4-385-16222-5 
4,000 円〔本体〕+税 

*9784385162225*
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それでも金融はすばらしい～人類最強の発明で世界の難問を解く。～ 
ロバート・J.シラー/ 山形 浩生/ 守岡 桜 著 
東洋経済新報社 
２０１３年にノーベル賞を受賞した著者の 新刊。金融資本主義に関わる全ての人に

金融を通じてよい社会を作ることの大切さを示す。 
読売新聞 2014/03/30 

2013:12. / 473p,50p 
978-4-492-65458-3 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784492654583*

 

軍隊を誘致せよ～陸海軍と都市形成～(歴史文化ライブラリー 370) 
松下 孝昭 著 
吉川弘文館 
地元への経済効果、水道・鉄道などのインフラ整備、遊廓設置問題などから、住民が

軍隊と共存して都市形成と振興をめざした姿に迫る。 
読売新聞 2014/03/30 

2013:11. / 7p,274p 
978-4-642-05770-7 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784642057707*

 

不確実性下の意思決定理論 
イツァーク・ギルボア/ 川越 敏司 著 
勁草書房 
意思決定理論の世界的権威が、「人々は不確実性下の状況で、いかに意思決定を

するか、すべきか」について理論的基礎のもと考察する。 
読売新聞 2014/03/30 

2014:01. / 10p,302p 
978-4-326-50391-9 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784326503919*

 

酷～ハーシュ～ 
前川 裕 著 
新潮社 
壊れている、狂っている、何もかも……。新婚夫婦が惨殺された。凶器は手斧、意味

不明の遺留品、失踪する刑事。いびつな欲望が入り乱れる戦慄の警察小説。 
読売新聞 2014/03/30 

2014:02. / 297p 
978-4-10-335191-7 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784103351917*

 

アンを抱きしめて～村岡花子物語～ 
わたせ せいぞう/ 村岡 恵理 著 
ＮＨＫ出版 
戦後、日本で初めて「赤毛のアン」を翻訳した村岡花子。アンの数々のエピソードと不

思議な縁でつながる花子の波瀾万丈の生涯を、アンの世界を交えて描くファンタジー

絵本。 
読売新聞 2014/03/30 

2014:03. / 93p 
978-4-14-005650-9 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784140056509*

 

清貧と復興～土光敏夫 100 の言葉～(文春文庫 て 10-1) 
出町 譲 著 
文藝春秋 
個人は質素に、社会は豊かに。社員は 3 倍、重役は 10 倍働け…。戦後復興に全力

を尽くし、高度経済成長を駆け抜け、晩年は国家再建に命を燃やした土光敏夫の言

葉を紹介する。 
読売新聞 2014/03/30 

2014:02. / 270p 
978-4-16-790043-4 
560 円〔本体〕+税 

*9784167900434*

 

丸山圭三郎著作集<4> 生命と過剰 
丸山 圭三郎 著 
岩波書店 
独自の言語論・人間論・文化論を作り上げ、華々しい足跡を残した不世出の思想家、

丸山圭三郎の真髄を示す著作集。4 は、「生命と過剰」「ホモ・モルタリス」を収録す

る。解題付き。 
読売新聞 2014/03/30 

2014:02. / 2p,392p 
978-4-00-028694-7 
5,800 円〔本体〕+税 

*9784000286947*
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丸山圭三郎著作集<2> 文化のフェティシズムへ 
丸山 圭三郎 著 
岩波書店 
独自の言語論・人間論・文化論を作り上げ、華々しい足跡を残した不世出の思想家、

丸山圭三郎の真髄を示す著作集。2 は、「ソシュールを読む」「文化のフェティシズム」

を収録する。解題付き。 
読売新聞 2014/03/30 

2013:12. / 2p,454p 
978-4-00-028692-3 
5,800 円〔本体〕+税 

*9784000286923*

 

今、この身で生きる(<今を生きる>シリーズ 2) 
大河内 大博 著 
ワニブックス 
誰しもが心清らかに生き切る方法、お釈迦さまも教えてくれない「魂」のゆくえ…。ボラ

ンティアスタッフとしてターミナルケアの現場に赴き、患者に寄り添い続けるお坊さん

の“いのち”のお話。 
読売新聞 2014/03/30 

2014:03. / 189p 
978-4-8470-9214-5 
952 円〔本体〕+税 

*9784847092145*

 

イタリアン・セオリー(中公叢書) 
岡田 温司 著 
中央公論新社 
生政治、神学の世俗化、否定の思考。この三つ巴こそがイタリアン・セオリーの 大の

特徴にほかならない。アガンベン、ネグリ、タフーリらの思考が描く、イタリア現代思想

の生きて脈打つ軌跡を辿る。 
読売新聞 2014/03/30 

2014:02. / 269p 
978-4-12-004591-2 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784120045912*

 

認知症明日へのヒント～800 万人時代を共に生きる～ 
読売新聞「認知症」取材班 著 
中央公論新社 
今日的なテーマで、認知症の人々の生き方を生き生きと描き、当事者と家族の思い、

地域の支援などを、具体例をあげて詳細に紹介。課題の指摘のみならず解決策も提

案する。『読売新聞』連載を単行本化。 
読売新聞 2014/03/30 

2014:02. / 250p 
978-4-12-004414-4 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784120044144*

 

戦争の日本中世史～「下剋上」は本当にあったのか～(新潮選書) 
呉座 勇一 著 
新潮社 
手柄より死を恐れた武士たち、悪人ばかりではなかった「悪党」、武家より勇ましいお

公家さん…。「下剋上」の歴史観にとらわれず、現代の視点から「戦争の時代」を生き

た彼らの姿を捉え直し、真の中世史像を描く。 
読売新聞 2014/03/30 

2014:01. / 335p 
978-4-10-603739-9 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784106037399*

 

富士の山旅(河出文庫 は 17-1) 
服部 文祥 編 
河出書房新社 
世界文化遺産に選ばれた富士山。その名山に、どう登ってきたか、どう思いを馳せて

きたか。五湖をはじめとする山麓から山頂に到るまで、富士を愛し、こだわってきた一

流の岳人・一流の文人による富士登山、富士山学。 
読売新聞 2014/03/30 

2014:01. / 292p 
978-4-309-41270-2 
760 円〔本体〕+税 

*9784309412702*
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高峰秀子の言葉 
斎藤 明美 著 
新潮社 
「他人の時間を奪うことは罪悪です」「緊張してたら太りませんッ」「男の人は職場で見

るに限ります」。鋭い感性と人間への深い理解が光る、名女優・高峰秀子が遺した 30
の言葉を紹介する。月刊『波』掲載を書籍化。 
読売新聞 2014/03/30 

2014:01. / 252p 
978-4-10-322234-7 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784103222347*

 

異端の皇女と女房歌人～式子内親王たちの新古今集～(角川選書 536) 
田渕 句美子 著 
KADOKAWA 
和歌芸術の黄金期、新古今時代。帝王・後鳥羽院は式子内親王をはじめ多くの女性

を歌壇に招き入れた。従来の規範にとらわれることなく活躍の場を広げていった女性

たち。自らの才で時代を切り開いたその真の姿に迫る。 
読売新聞 2014/03/30 

2014:02. / 254p 
978-4-04-703536-2 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784047035362*

 

レモンをお金にかえる法<“経済学入門”の巻>  
ルイズ・アームストロング/ ビル・バッソ/ 佐和 隆光 著 
河出書房新社 
レモネードの売店を舞台に、こっけいなようで的確なテキストと痛快きわまる絵のドッキ

ングで、経済学と私企業の重要な課題が学びとれる絵本。さあ、たのしい「べんきょう」

のはじまり、はじまり！ ８２年刊の新装版。 
読売新聞 2014/03/30 

2005:05. / １冊（ペー

ジ付なし） 
978-4-309-24341-2 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784309243412*

 

なぜ、あの人の頼みは聞いてしまうのか？～仕事に使える言語学～(ちくま新書 
1056) 
堀田 秀吾 著 
筑摩書房 
頼みごと、メール、人間関係など、仕事の多くは「ことば」が鍵。気鋭の言語学者がこと

ばの秘密に迫り、仕事への活用法を伝授するほか、「よろしかったでしょうか?」など

近の気になることばについても言語学的に解説する。 
読売新聞 2014/03/30 

2014:02. / 203p,3p 
978-4-480-06765-4 
740 円〔本体〕+税 

*9784480067654*

 

ウェブとはすなわち現実世界の未来図である(PHP 新書 919) 
小林 弘人 著 
ＰＨＰ研究所 
いまや私たちの社会はウェブ抜きでは成立しえず、それどころか今後は現実世界の

ほうがウェブで培われた思考様式、心理状態をコピーしていく。インターネットとは誰

のためにあるのか、そしてこれからどこに行くのかを考える。 
読売新聞 2014/03/30 

2014:04. / 216p 
978-4-569-81671-5 
760 円〔本体〕+税 

*9784569816715*

 

丸山圭三郎著作集<3> 言語の深層/深層の言語 
丸山 圭三郎 著 
岩波書店 
独自の言語論・人間論・文化論を作り上げ、華々しい足跡を残した不世出の思想家、

丸山圭三郎の真髄を示す著作集。3 は、「言葉と無意識」「欲動」「言葉・狂気・エロ

ス」を収録する。解題付き。 
読売新聞 2014/03/30 

2014:01. / 2p,436p 
978-4-00-028693-0 
5,800 円〔本体〕+税 

*9784000286930*
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丸山圭三郎著作集<1> ソシュールの思想 
丸山 圭三郎 著 
岩波書店 
独自の言語論・人間論・文化論を作り上げ、華々しい足跡を残した不世出の思想家、

丸山圭三郎の真髄を示す著作集。1 は、「ソシュールの思想」を収録する。解題付き。 
読売新聞 2014/03/30 

2014:03. / 2p,395p 
978-4-00-028691-6 
4,400 円〔本体〕+税 

*9784000286916*

 

未来をつくる図書館～ニューヨークからの報告～(岩波新書 新赤版８３７)  
菅谷 明子 著 
岩波書店 
日本経済新聞 2014/03/02 

2003:09. / ２２４ｐ 
978-4-00-430837-9 
760 円〔本体〕+税 

*9784004308379*

 

蒼穹の昴<１>(講談社文庫)  
浅田 次郎 著 
講談社 
日本経済新聞 2014/03/02 

2004:10. / ３７７ｐ 
978-4-06-274891-9 
629 円〔本体〕+税 

*9784062748919*

 

蒼穹の昴<４>(講談社文庫)  
浅田 次郎 著 
講談社 
日本経済新聞 2014/03/02 

2004:10. / ３８８ｐ 
978-4-06-274894-0 
629 円〔本体〕+税 

*9784062748940*

 

粗にして野だが卑ではない～石田礼助の生涯～(文春文庫)  
城山 三郎 著 
文芸春秋 
日本経済新聞 2014/03/02 

1992:06. / ２５４ｐ 
978-4-16-713918-6 
480 円〔本体〕+税 

*9784167139186*

 

坂の上の雲<１> 新装版(文春文庫)  
司馬 遼太郎 著 
文芸春秋 
日本経済新聞 2014/03/02 

1999:01. / ３５０ｐ 
978-4-16-710576-1 
650 円〔本体〕+税 

*9784167105761*

 

坂の上の雲<８> 新装版(文春文庫)  
司馬 遼太郎 著 
文芸春秋 
日本経済新聞 2014/03/02 

1999:02. / ３９７ｐ 
978-4-16-710583-9 
650 円〔本体〕+税 

*9784167105839*
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ウイスキーアンドシネマ～琥珀色の名脇役たち～ 
武部 好伸 著 
淡交社 
ウイスキーが登場する映画 47 話を取り上げて紹介 
日本経済新聞 2014/03/02 

2014:01. / 215p 
978-4-473-03923-1 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784473039231*

 

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！ 
日本経済新聞 2014/03/02 

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

*9784469213461*

 

血を売る男 
余 華/ 飯塚 容 著 
河出書房新社 
貧しい一家を支えるため、売血で金を稼ぐ男が遭遇する理不尽な出来事。現代中国

の矛盾を鋭くえぐる著者による笑いと涙の一代記。 
日本経済新聞 2014/03/02 

2013:12. / 285p 
978-4-309-20642-4 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784309206424*

 

東京オリンピックへの遙かな道～招致活動の軌跡 1930-1964～(草思社文庫 は 2-
2) 
波多野 勝 著 
草思社 
日本の国際社会への復帰を決定づけた戦後 大の国家イベント、1964 年の東京オ

リンピック開催に情熱を燃やした人々の奮闘を描く。 
日本経済新聞 2014/03/02 

2014:02. / 282p 
978-4-7942-2030-1 
800 円〔本体〕+税 

*9784794220301*

 

「また会いたい」と思われる人の３８のルール  
吉原 珠央 著 
幻冬舎 
考え方、見た目、行動…。たった１秒の「反応」で人生は劇的に変わる！ 仕事も恋愛

も、相手から「また会いたい」と思われる為の３８のルールを紹介する。 
日本経済新聞 2014/03/02 

2009:09. / ２２３ｐ 
978-4-344-01740-5 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784344017405*

 

「G ゼロ」後の世界～主導国なき時代の勝者はだれか～ 
イアン・ブレマー/ 北沢 格 著 
日本経済新聞出版社 
アメリカ主導の体制が終わったいま、次に訪れるのは、米中の G2 体制か、第 2 の冷

戦の勃発か。そのとき日本は-。気鋭の政治学者が、ポスト G ゼロ時代の展開を予測

する。 
日本経済新聞 2014/03/02 

2012:06. / 267p 
978-4-532-35522-7 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784532355227*

 

戦争俳句と俳人たち 
樽見 博 著 
トランスビュー 
言語が統制され、戦時体制が国全体を覆うとき、前線で、銃後で、彼らは何をどう詠

んだのか。時代の重圧が表現者たちに与えた影響を克明に辿る。俳句同人誌『鬣』

連載を中心に書籍化。 
日本経済新聞 2014/03/02 

2014:02. / 348p 
978-4-7987-0146-2 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784798701462*
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あの歌詞は、なぜ心に残るのか～J ポップの日本語力～(祥伝社新書 355) 
山田 敏弘 著 
祥伝社 
「雨に壊れた」の「に」は何か。「雨で壊れた」との使い分けにどのような意味を表現し

ようとしたのか。J ポップの歌詞に込められたさまざまな意図について、日本語文法の

専門家が読み解く。 
日本経済新聞 2014/03/02 

2014:02. / 240p 
978-4-396-11355-1 
800 円〔本体〕+税 

*9784396113551*

 

いつもおおきん～一行詩と歩く若狭町の四季～<平成 24 年度版> 
福井県若狭町 編 
北星社 
認知症に対する理解と関心を高めるために、福井県若狭町が実施している「認知症

一行詩全国コンクール」。人と人とがつながる一行詩部門と認知症一行詩部門の平

成 24 年度入賞作品を収録する。 
日本経済新聞 2014/03/02 

2013:03. / 128p 
978-4-939145-36-0 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784939145360*

 

「無邪気な脳」で仕事をする  
黒川 伊保子/ 古森 剛 著 
ファーストプレス 
成功する脳の資質＝ニュートラルな“脳力”の育て方とは。感性リサーチ社長・黒川伊

保子と、マーサージャパン社長・古森剛による、すべての成功の根底にある「脳の無

邪気さ」を保つ方法についての対談。 
日本経済新聞 2014/03/02 

2009:01. / ２１１ｐ 
978-4-904336-21-2 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784904336212*

 

プーランクを探して～音楽と人生と～ 
久野 麗 著 
春秋社 
20 世紀、黄金期のパリに生きた作曲家、フランシス・プーランク。今も世界中で演奏さ

れる多くの作品を生み出したプーランクは何を見、誰を愛し、何を音楽で語ろうとした

のか。その生涯と全作品をたどる。 
日本経済新聞 2014/03/02 

2013:11. / 
6p,389p,43p 
978-4-393-93573-6 
3,500 円〔本体〕+税 

*9784393935736*

 

図解世界史(歴史がおもしろいシリーズ！)  
まがい まさこ/ 堀 洋子 著 
西東社 
文明のおこりから現代まで、地球上の様々な地域・民族・国の歴史を簡潔に、要点を

おさえてコンパクトに解説。世界が歩んだ軌跡がわかる。各時代を知るための書籍・

映画情報、もっと知りたい世界史ＡＢＣも掲載。 
日本経済新聞 2014/03/02 

2010:02. / ３１９ｐ 
978-4-7916-1721-0 
720 円〔本体〕+税 

*9784791617210*

 

図書館に通う～当世「公立無料貸本屋」事情～ 
宮田 昇 著 
みすず書房 
長く出版界とともに生きてきた著者が、本好きの一市民として発見した街の図書館の

魅力と変貌、本と人を?ぐ数々の逸話を綴る。また、デジタル・ネットの時代に、図書館

も書店も出版社も、ともに活躍できる道を探る。 
日本経済新聞 2014/03/02 

2013:05. / 8p,237p 
978-4-622-07762-6 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784622077626*
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僕たちが親より豊かになるのはもう不可能なのか～各国「若者の絶望」の現場を歩

く～ 
リヴァ・フロイモビッチ/ 山田 美明 著 
阪急コミュニケーションズ 
米英から日本、スペイン、中国、ブラジルまで、50 人以上の「Y 世代(1976-2000 年生

まれ)」を徹底取材。非正規雇用、低賃金、未婚…。若者たちに希望はあるのか? 28
歳の経済記者が書いた衝撃のレポート。 
日本経済新聞 2014/03/02 

2014:02. / 276p 
978-4-484-14103-9 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784484141039*

 

巨大災害・リスクと経済(シリーズ現代経済研究) 
木原 隆司 著, 澤田 康幸 編 
日本経済新聞出版社 
自然災害から経済危機、紛争・テロ・戦争まで、私たちの身の回りには様々な巨大リ

スクがついて回る。それら厄災をどう回避し、被害を 小限にとどめ、いかにダメージ

から早く立ち直るかを、経済学の知見から幅広く読み解く。 
日本経済新聞 2014/03/02 

2014:01. / 11p,285p 
978-4-532-13445-7 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784532134457*

 

合同会社<LLC>とパススルー税制～参加者のヤル気を 100%引き出す新しい事業

のかたち～(KINZAI バリュー叢書) 
森信 茂樹/ 野村資本市場研究所「経済活性化と合同会社の法制・税制の整備」研

究会 著 
金融財政事情研究会 
日本版 LLC や日本版 LLP について、その存在意義や活用事例を整理し、今後日

本で普及していくためにはどのような課題があるのかを論じる。そのうえで、組合課税

(パススルー税制)付きの日本版 LLC に向けた提言も行う。 
日本経済新聞 2014/03/02 

2013:12. / 13p,248p 
978-4-322-12397-5 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784322123975*

 

ダイアン・キートン自伝～あの時をもう一度～ 
ダイアン・キートン/ 酒井 洋子 著 
早川書房 
ハリウッドのファッションアイコン、ダイアン・キートン。彼女に も大きな影響を与えた

のは母ドロシーだった。母と自身の人生とを重ねて振り返りながら、共演男優たちとの

恋、過食症の過去、家族への思いなどを飾らずに綴る。 
日本経済新聞 2014/03/02 

2014:02. / 365p 
978-4-15-209439-1 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784152094391*

 

雑誌倶楽部 
出久根 達郎 著 
実業之日本社 
雑誌は、教科書に出ていない事柄や覚えても何の役にも立たぬことなど、ありとあら

ゆることを教えてくれる。『キング』『平凡』など、明治?昭和のおもしろ記事を掘り起こ

す。『月刊ジェイ・ノベル』連載を加筆修正し単行本化。 
日本経済新聞 2014/03/02 

2014:02. / 288p 
978-4-408-53639-2 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784408536392*

 

事業創造のロジック～ダントツのビジネスを発想する～ 
根来 龍之 著 
日経ＢＰ社 
突き抜けたビジネスモデルに埋め込まれた論理とは? Amazon の大胆不敵、セブン-
イレブンの用意周到…。成功を収めた会社を分析し、経営学が教える基本を示しな

がら、ビジネスを創造し発展させるポイントを解説する。 
日本経済新聞 2014/03/02 

2013:12. / 255p 
978-4-8222-4987-8 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784822249878*
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パンダが来た道～人と歩んだ 150 年～ 
ヘンリー・ニコルズ/ 遠藤 秀紀/ 池村 千秋 著 
白水社 
発見当初から人々を魅了したアイドル動物と人間の数奇な軌跡とは。謎に包まれた

生態と繁殖、保護活動まで網羅。図版多数。 
日本経済新聞 2014/03/02、朝日新聞 2014/03/16、毎日新聞 2014/03/23 

2014:01. / 304p,22p 
978-4-560-08343-7 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784560083437*

 

走れ！移動図書館～本でよりそう復興支援～(ちくまプリマー新書 208) 
鎌倉 幸子 著 
筑摩書房 
被災者の「心」の回復のために本が必要だ。本の力を信じて、東日本大震災直後に

立ち上げられた、移動図書館プロジェクト。その活動の始動から現在までを綴る。 
日本経済新聞 2014/03/02、読売新聞 2014/03/09 

2014:01. / 223p 
978-4-480-68910-8 
840 円〔本体〕+税 

*9784480689108*

 

オープン&クローズ戦略～日本企業再興の条件～ 
小川 紘一 著 
翔泳社 
「ものづくり」や「匠の技」だけでは、もはや勝てない。アップル、サムスン、インテル、シ

スコシステムズ、クアルコムなどの周到な知財マネジメントを分析し、日本の産業の復

活のための処方箋を提示する。 
日本経済新聞 2014/03/02、読売新聞 2014/03/30 

2014:02. / 381p 
978-4-7981-3671-4 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784798136714*

 

民間交流のパイオニア・渋沢栄一の国民外交 
片桐 庸夫 著 
藤原書店 
近代日本が も関係を深めた米・中・韓との交流、そして世界三大国際会議の一つと

された太平洋問題調査会(IPR)に焦点を当て、満州事変に至るまでの激動期に、渋

沢栄一が尽力した民間交流=「国民外交」の実像に迫る。 
日本経済新聞 2014/03/02、毎日新聞 2014/03/23 

2013:12. / 410p 
978-4-89434-948-3 
4,600 円〔本体〕+税 

*9784894349483*

 

世界のなかの日本経済～不確実性を超えて～<9> 不安定化する国際金融システ

ム 
翁 百合 著 
ＮＴＴ出版 
きたるべき金融危機に備えて 
日本経済新聞 2014/03/09 

2014:02. / 284p 
978-4-7571-2320-5 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784757123205*

 

イスラーム基本練習帳 
山内 昌之/ 大川 玲子/ 造事務所 著 
大和書房 
20 年後には 3 人にひとりがイスラーム！ 
日本経済新聞 2014/03/09 

2013:08. / 222p 
978-4-479-79398-4 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784479793984*

 

美食家の誕生～グリモと<食>のフランス革命～ 
橋本 周子 著 
名古屋大学出版会 
〈よく食べる〉とは。食卓のユートピアへ 
日本経済新聞 2014/03/09 

2014:01. / 
7p,322p,73p 
978-4-8158-0755-9 
5,600 円〔本体〕+税 

*9784815807559*
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名づけの民俗学～地名・人名はどう命名されてきたか～(歴史文化ライブラリー 
373) 
田中 宣一 著 
吉川弘文館 
モノの名前はどうつけられてきたのかを探る 
日本経済新聞 2014/03/09 

2014:03. / 6p,224p 
978-4-642-05773-8 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784642057738*

 

中東諸国の法律事情と UAE の民法典 
田中 民之/ 西村あさひ法律事務所 著 
経済産業調査会 
法的アドバイスを目的としたものとしてはもちろん、読み物としてシャリーアや現地法

律事情、また UAE 民法を紹介した類い希な書。 
日本経済新聞 2014/03/09 

2013:06. / 9p,372p 
978-4-8065-2917-0 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784806529170*

 

FBI 秘録～その誕生から今日まで～<上> 
ティム・ワイナー/ 山田 侑平 著 
文藝春秋 
盗聴国家米国の原点は FBI 長官フーヴァーにあり。その膨張の軌跡を赤狩り、9・11
テロ等を事例に解きあかすノンフィクション。 
日本経済新聞 2014/03/09 

2014:02. / 386p 
978-4-16-390017-9 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784163900179*

 

ジェフ・ベゾス果てなき野望～アマゾンを創った無敵の奇才経営者～ 
ブラッド・ストーン 著 
日経ＢＰ社 
インターネットに賭け、買い物や読書の習慣を大きく変えてしまったアマゾン創業者、

ジェフ・ベゾス。その奇才の生い立ちから現在までを、ベテランジャーナリストが追う。 
日本経済新聞 2014/03/09 

2013:12. / 502p 
978-4-8222-4981-6 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784822249816*

 

岩波茂雄と出版文化～近代日本の教養主義～(講談社学術文庫 2208) 
村上 一郎 著 
講談社 
日本型教養は、なぜ泥臭いのか? 出版文化とアカデミズムの間には、正統性調達の

「相互依存」がなかったか? 岩波文化と講談社文化の対立の図式は正しいのか? 近

代日本社会史を再考する。 
日本経済新聞 2014/03/09 

2013:12. / 164p 
978-4-06-292208-1 
720 円〔本体〕+税 

*9784062922081*

 

西洋の書物工房～ロゼッタ・ストーンからモロッコ革の本まで～(朝日選書 914) 
貴田 庄 著 
朝日新聞出版 
花切れ、天金や小口の装飾、見返しなど、本を成立させる各部の起源と変遷を、製本

と装丁の本場パリで学んだ著者が辿る。名だたる製本職人たちの作品や、工芸品とも

言える美しい革装本の写真も多数紹介。 
日本経済新聞 2014/03/09 

2014:02. / 243p,15p 
978-4-02-263014-8 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784022630148*
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中国とモンゴルのはざまで～ウラーンフーの実らなかった民族自決の夢～(岩波現

代全書 016) 
楊 海英 著 
岩波書店 
内モンゴル統治の 高責任者・ウラーンフー。彼は日本敗戦後の国際情勢をどのよう

に読み、いかなる意図の下にいかなる権利を中国に主張したのか。一人のモンゴル

人の人生から、中国が抱える民族問題の根源をあぶり出す。 
日本経済新聞 2014/03/09 

2013:11. / 
11p,276p,4p 
978-4-00-029116-3 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784000291163*

 

亜洲狂詩曲(アジアンラプソディ) 
中野 正貴 著 
クレヴィス 
縦文字と横文字が混在する重層な文化を持つアジアの日常の様々な断片をシャッフ

ルして、アジアというひとつの国を構築してみた。複数の楽曲を自由に構成して仕上

げる狂詩曲のように-。アジアの風景を写し撮った写真集。 
日本経済新聞 2014/03/09 

2013:12. / 1 冊(ペー

ジ付なし) 
978-4-904845-33-2 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784904845332*

 

リー・クアンユー、未来への提言 
リー クアンユー/ ハン・フッククワン/ ズライダー・イブラヒム/ チュア・ムイフーン/ リデ

ィア・リム/ イグナチウス・ロウ/ レイチェル・リン/ ロビン・チャン/ 小池 洋次 著 
日本経済新聞出版社 
シンガポールの元首相リー・クアンユー。戦後アジアを代表する国家指導者として 60
年以上も君臨しつづけてきた彼が、中国の台頭、アメリカとの距離感、シンガポール

衰退の可能性など、未来世界の予想図を次世代に語る。 
日本経済新聞 2014/03/09 

2014:01. / 356p 
978-4-532-16896-4 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784532168964*

 

ハラルマーケットがよくわかる本～イスラム巨大市場を切り開くパスポート～ 
ハラルマーケット・チャレンジ・プロジェクト 著 
総合法令出版 
イスラム教徒に欠かせない「ハラル」とは何か。ハラルマーケットの現状を踏まえ、イス

ラム市場に参入するにはどうしたらよいのか。イスラムビジネスで勝つためのハラルマ

ーケット戦略を解説。ハラル認証についても紹介する。 
日本経済新聞 2014/03/09 

2013:12. / 220p 
978-4-86280-385-6 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784862803856*

 

FBI 秘録～その誕生から今日まで～<下> 
ティム・ワイナー/ 山田 侑平 著 
文藝春秋 
盗聴国家アメリカはこうして生まれた-。犯罪人を取り締まる伝統的な法執行機関では

なく、秘密諜報機関としての FBI に焦点を当て、その歴史を機密解除文書や口述歴

史をもとに綴る。下は、冷戦からテロとの戦いまでを収録。 
日本経済新聞 2014/03/09 

2014:02. / 386p 
978-4-16-390018-6 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784163900186*

 

トイレの話をしよう～世界６５億人が抱える大問題～(地球の未来を考える)  
ローズ・ジョージ/ 大沢 章子 著 
ＮＨＫ出版 
世界の２６億人がトイレのない暮らしをしている一方、先進国に住む多くの人々はトイ

レのある暮らしを当然だと思っている。気鋭の女性ジャーナリストが“口に出して言え

ない場所＝トイレ”を徹底調査し、世界の衛生問題に迫る。 
日本経済新聞 2014/03/09 

2009:09. / ３６５ｐ 
978-4-14-081394-2 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784140813942*
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最後の市場アフリカ～ビジネスチャンスとリスクはどこにあるのか～ 
野村 修一/ ジェームス・クリア 著 
日本実業出版社 
2020 年に世帯消費支出は 140 兆円、携帯電話の普及率 70%以上、世界トップ 10
に迫るナイジェリアの即席めん市場…。まだ知られていないアフリカビジネスの現状

を、事例と図で解説する。アフリカ・リスクマップも掲載。 
日本経済新聞 2014/03/09 

2014:02. / 222p 
978-4-534-05157-8 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784534051578*

 

死と復活～「狂気の母」の図像から読むキリスト教～(筑摩選書 0084) 
池上 英洋 著 
筑摩書房 
死んだ赤ん坊をよみがえらせた聖人の奇跡を描いた板絵「嬰児復活の奇跡」と、その

上位テーマたる「狂気の母」を中心に、多くの図像や史料を読み解きながら、西洋精

神の根幹を成す「死と復活」の本質とキリスト教の深層に迫る。 
日本経済新聞 2014/03/09 

2014:02. / 301p 
978-4-480-01592-1 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784480015921*

 

万物は流転する 
ワシーリー・グロスマン/ 齋藤 紘一 著 
みすず書房 
1953 年、スターリンが死んだ。29 年間、囚人だったイワンは、地方都市でささやかな

職を得て、白髪が目立つが美しい女性アンナと愛しあうようになる。だが彼女にはある

過去が…。 
日本経済新聞 2014/03/09 

2013:12. / 296p 
978-4-622-07784-8 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784622077848*

 

台湾ジャニーズファン研究(青弓社ライブラリー 80) 
陳 怡禎 著 
青弓社 
台湾のファン文化の基礎知識や、インタビューに基づくジャニーズファンの日常など

を紹介。台湾の女性ジャニーズファンが、アイドルを介して女性同士の共同体・親密

圏をどう構築するかをフィールドワークから描くファン文化論。 
日本経済新聞 2014/03/09 

2014:02. / 199p 
978-4-7872-3370-7 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784787233707*

 

日本のアニメは何がすごいのか～世界が惹かれた理由～(祥伝社新書 359) 
津堅 信之 著 
祥伝社 
近年、「日本のアニメはすごい」と、耳にすることが多い。しかし、その多くは、根拠の

ない、誤解にもとづいたものだ。日本のアニメの特殊性をわかりやすく解説し、実情に

迫る。 
日本経済新聞 2014/03/09、朝日新聞 2014/03/30 

2014:03. / 268p 
978-4-396-11359-9 
820 円〔本体〕+税 

*9784396113599*

 

ホーム(トニ・モリスンコレクション) 
トニ・モリスン/ 大社 淑子 著 
早川書房 
元兵士のフランクは戦争の悪夢から逃れられず虚ろな日々を送っていた。しかしある

日、妹のシーが病床にあるという知らせが彼のもとに届く。シーを迎えに行ったフラン

クはともに帰郷しようと決め…。傷ついた兄妹の物語。 
日本経済新聞 2014/03/09、朝日新聞 2014/03/30 

2014:01. / 185p 
978-4-15-209435-3 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784152094353*
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セラピスト～Silence in Psychotherapy～ 
相 葉月 著 

新潮社 
心の病は、どのように治るのか。膨大な取材と証言を通して、心の治療のあり方に挑

むノンフィクション。故河合隼雄の箱庭療法の意義を問い、精神科医の中井久夫と対

話を重ね、セラピストとは何かを探る。 
日本経済新聞 2014/03/09、読売新聞 2014/03/23 

2014:01. / 345p 
978-4-10-459803-8 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784104598038*

 

真実の瞬間～ＳＡＳのサ－ビス戦略はなぜ成功したか～  
ヤン・カ－ルソン堤猶二 著 
ダイヤモンド社 
日本経済新聞 2014/03/16 

1990:03. / 208p 
978-4-478-33024-1 
1,262 円〔本体〕+税 

*9784478330241*

 

ザ・ホスピタリティ～「おもてなし」「思いやり」から経営へ～ 
中根 貢 著 
産業能率大学出版部 
ホスピタリティの考え方が変わる一冊！ 
日本経済新聞 2014/03/16 

2013:02. / 7p,236p 
978-4-382-05681-7 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784382056817*

 

日露戦争史<1> 
半藤 一利 著 
平凡社 
日本を変えた日露戦争を詳細に描く大作前編 
日本経済新聞 2014/03/16 

2012:06. / 390p 
978-4-582-45443-7 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784582454437*

 

日露戦争史<3> 
半藤 一利 著 
平凡社 
天気晴朗なれども波高し──戦いは黒溝台、奉天を経て日本海海戦へ。連合艦隊は

バルチック艦隊に大勝利するが日本のその後は！？ 
日本経済新聞 2014/03/16 

2014:01. / 415p 
978-4-582-45446-8 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784582454468*

 

ゆるゆる人生のみつけかた～金子光晴の名言から～ 
鈴村 和成/ 野村 喜和夫 著 
言視舎 
超脱力・超中国・超戦争・超貧乏・超老人を学ぶ。波瀾の人生を生きた大詩人。日本

が直面する危機には金子光晴のゆるい生き方が有効。 
日本経済新聞 2014/03/16 

2013:12. / 219p 
978-4-905369-78-3 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784905369783*

 

腹心の友たちへ～村岡花子エッセイ集～ 
村岡 花子 著 
河出書房新社 
連続テレビ小説の主人公、村岡花子が、「腹心の友」に贈る、珠玉のエッセイ集。「赤

毛のアン」翻訳者の心の軌跡をたどる奇跡の１冊。 
日本経済新聞 2014/03/16 

2014:02. / 220p 
978-4-309-02259-8 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784309022598*
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酒づくりの民族誌～世界の秘酒・珍酒～ 増補  
山本 紀夫 著 
八坂書房 
アフリカ、アメリカ、西部・東部ユーラシア、日本。世界のヒトはなぜかくも酒をつくり、

飲むのだろうか。見知らぬ土地の酒と文化を知る芳醇な一冊。 
日本経済新聞 2014/03/16 

2008:03. / ４０１ｐ 
978-4-89694-907-0 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784896949070*

 

ロシアの空の下 
中村 喜和 著 
風行社 
日ロ文化交流史の碩学にして手練れのエッセイストである著者が、人間愛溢れる視

点で綴る、日露の狭間のさまざまな人生。『ロシアの風』『ロシアの木霊』に続く日露交

流史三部作の完結編。 
日本経済新聞 2014/03/16 

2014:03. / 3p,298p,6p
978-4-86258-080-1 
2,700 円〔本体〕+税 

*9784862580801*

 

アジアを救った近代日本史講義～戦前のグローバリズムと拓殖大学～(PHP 新書 
903) 
渡辺 利夫 著 
ＰＨＰ研究所 
「戦前のグローバリズム」を体現する拓殖大学の草創期を担った桂太郎、後藤新平、

新渡戸稲造。稀代の人物たちの思想と行動を読み解きながら、日本人としての自信と

誇りを呼び覚ます講義録。 
日本経済新聞 2014/03/16 

2013:12. / 309p 
978-4-569-81703-3 
900 円〔本体〕+税 

*9784569817033*

 

首相秘書官が語る中曽根外交の舞台裏～米・中・韓との相互信頼はいかに構築さ

れたか～ 
長谷川 和年 著, 長谷川 和年/ 加藤 博章 編 
朝日新聞出版 
近隣諸国との友好はどのように築かれたのか。戦後外交史の頂点ともいわれる中曽

根内閣期の官邸主導外交を、事務方として担当した秘書官の回想録。現代史の重

要な局面の舞台裏がよみがえる。 
日本経済新聞 2014/03/16 

2014:02. / 399p,14p 
978-4-02-251149-2 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784022511492*

 

経営はだれのものか～協働する株主による企業統治再生～ 
加護野 忠男 著 
日本経済新聞出版社 
株主代表訴訟制度改革、過剰な内部統制システム、持ち合い解消への圧力、子会

社上場規制、悪しき利益志向経営…。競争力を奪った制度改革を一刀両断。日本企

業の強みを取り戻す再生策を提示する。 
日本経済新聞 2014/03/16 

2014:01. / 247p 
978-4-532-31924-3 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784532319243*

 

減反 40 年と日本の水田農業 
荒幡 克己 著 
農林統計出版 
減反政策の 40 年余りの歴史的足跡を辿りつつ様々な視点から分析し、競争力の強

化、財政規律の保持等の政策課題に直面している実情から見てどのような方向に政

策を展開していけば良いのかを論考する。 
日本経済新聞 2014/03/16 

2014:01. / 15p,817p 
978-4-89732-285-8 
7,600 円〔本体〕+税 

*9784897322858*
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津波、写真、それから～LOST&FOUND PROJECT～ 
高橋 宗正/ 宮城 太 著 
赤々舎 
3.11 の津波で流された写真を洗浄し、持ち主の手もとに返そうと活動した宮城県山元

町のボランティアたちの記録を写真とレポートでまとめる。東京・海外で実施された被

災写真展示の様子なども収録。 
日本経済新聞 2014/03/16 

2014:02. / 143p 
978-4-86541-012-9 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784865410129*

 

ホスピタリティコーチング～サービス業のための～ 新装改訂版 
清水 均 著 
日経ＢＰ社 
自分で考え、行動できるスタッフが育つホスピタリティコーチングの教科書。実践的な

会話例で、ホスピタリティコーチングの基礎知識や、サービスレベルを上げるホスピタ

リティコーチングなどを解説する。 
日本経済新聞 2014/03/16 

2013:10. / 255p 
978-4-8222-7323-1 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784822273231*

 

日露戦争史<2> 
半藤 一利 著 
平凡社 
日本人はこの戦争を境にどう変わり、今に至ったのか? 近代日本に決定的な転機を

もたらした日露戦争を詳細に描く。2 は、南山の戦いから旅順要塞陥落までを綴る。

総合文芸誌『こころ』連載をもとに書籍化。 
日本経済新聞 2014/03/16 

2013:02. / 414p 
978-4-582-45444-4 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784582454444*

 

ホスピタリティ・マーケティングの教科書～「生涯顧客」を創造する最強のブランド戦

略～ 
窪山 哲雄 著 
有楽出版社 
日本一のおもてなしホテルを創りあげた著者が、「ホスピタリティ」という概念に裏打ち

された、本当のマーケティングの理論と、今後のあるべき方向性について、具体的な

事例を挙げながらわかりやすく解説する。 
日本経済新聞 2014/03/16 

2014:02. / 326p 
978-4-408-59400-2 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784408594002*

 

アトミック・ボックス 
池澤 夏樹 著 
毎日新聞社 
私の手にかかって死にたいと言った父には知らない顔があった-。28 年前の父の罪を

負って娘・美汐は逃げる、逃げる…。「核」をめぐる究極のポリティカル・サスペンス。

『毎日新聞』連載に加筆して単行本化。 
日本経済新聞 2014/03/16 

2014:02. / 458p 
978-4-620-10801-8 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784620108018*

 

殺人ザルはいかにして経済に目覚めたか?～ヒトの進化からみた経済学～ 
ポール・シーブライト/ 山形 浩生/ 森本 正史 著 
みすず書房 
部族でいがみ合っていた人類は、どのように協調し、繁栄を手にしたのか。経済生活

にまつわる数々のトピックを取り上げ、協力と信頼の観点からその仕組みを解き明か

す。広範囲の学問分野を渉猟した人類経済の自然史。 
日本経済新聞 2014/03/16 

2013:12. / 
18p,419p,58p 
978-4-622-07800-5 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784622078005*
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サリン事件～科学者の目でテロの真相に迫る～ 
Anthony T.Tu 著 
東京化学同人 
化学テロ、生物テロにどう対応するか? 獄中の死刑囚が語った事件の裏側とは? 毒

物学の世界的権威が、科学者の視点から、サリン事件を中心にオウム教団が起こし

たテロ事件を記述。事件に対する米国側の反応等も紹介する。 
日本経済新聞 2014/03/16 

2014:01. / 8p,165p 
978-4-8079-0843-1 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784807908431*

 

スコールの夜 
芦崎 笙 著 
日本経済新聞出版社 
メガバンクの女性幹部候補・吉沢環の担当任務は、総会屋・暴力団への利益供与

や、不祥事隠しの役割を担ってきた子会社の解体と退職勧奨の陣頭指揮。荒療治は

周囲の感情的な反発を招き、経営幹部の派閥抗争に巻き込まれて…。 
日本経済新聞 2014/03/16 

2014:02. / 297p 
978-4-532-17127-8 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784532171278*

 

効率経営から「おもてなし経営」の時代へ 
波形 克彦/ 小林 勇治 著 
同友館 
多くの企業が長年、効率化経営を進めてきたが、今、「おもてなし経営」が見直されて

いる。アメリカの「おもてなし経営」の例と、日本の食品関係小売業、飲食・宿泊業、製

造業などの「おもてなし経営」の開発と展開を紹介する。 
日本経済新聞 2014/03/16 

2013:11. / 4p,240p 
978-4-496-05003-9 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784496050039*

 

災害ボランティア～新しい社会へのグループ・ダイナミックス～ 
渥美 公秀 著 
弘文堂 
阪神・淡路大震災から始まり、新潟県中越地震等を経て日本社会に定着した災害ボ

ランティア活動。そして遭遇した東日本大震災で何が起きたのか? 災害ボランティア

活動の研究と実践を続ける著者が新しい社会の構想を提起する。 
日本経済新聞 2014/03/16 

2014:02. / 285p 
978-4-335-55162-8 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784335551628*

 

市民自治～みんなの意思で行政を動かし自らの手で地域をつくる～(ディスカヴァー

携書 116) 
福嶋 浩彦 著 
ディスカヴァー・トゥエンティワン 
“お任せ”から“自分たちで決める”自治へ-。12 年間我孫子市の市長を務めた著者

が、「主権者市民はいかにして行政をコントロールするか」「市民の公共をつくる」な

ど、国からではなく生活者から出発する自治の原点を提言。 
日本経済新聞 2014/03/16 

2014:02. / 278p 
978-4-7993-1453-1 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784799314531*

 

写字室の旅 
ポール・オースター/ 柴田 元幸 著 
新潮社 
机には、机と書かれたテープ、ランプには、ランプと書かれたテープ。病院? 牢獄? 
不思議な部屋に、どこか覚えのある人々が代わるがわる現われる…。謎にみちた場

所から紡ぎ出される、闇と希望の物語。 
日本経済新聞 2014/03/16、毎日新聞 2014/03/16 

2014:01. / 173p 
978-4-10-521716-7 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784105217167*
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生活保障のガバナンス～ジェンダーとお金の流れで読み解く～ 
大沢 真理 著 
有斐閣 
日本再構築への示唆を与える 
日本経済新聞 2014/03/23 

2014:01. / 15p,441p 
978-4-641-17394-1 
3,700 円〔本体〕+税 

*9784641173941*

 

人事と法の対話～新たな融合を目指して～ 
守島 基博/ 大内 伸哉 著 
有斐閣 
人事管理と労働法がともに目指すものとは 
日本経済新聞 2014/03/23 

2013:10. / 9p,307p,6p
978-4-641-14452-1 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784641144521*

 

ダンスシューズで雪のシベリアへ～あるラトビア人家族の物語～ 
サンドラ・カルニエテ/ 黒沢 歩 著 
新評論 
ラトビアの悲運が証すもう一つの 20 世紀史 
日本経済新聞 2014/03/23 

2014:03. / 12p,392p 
978-4-7948-0947-6 
3,500 円〔本体〕+税 

*9784794809476*

 

日記で読む文豪の部屋 
柏木 博 著 
白水社 
漱石や荷風等 7 人が記した住まいへの眼差し 
日本経済新聞 2014/03/23 

2014:03. / 250p 
978-4-560-08350-5 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784560083505*

 

ポンドの譲位～ユーロダラーの発展とシティの復活～ 
金井 雄一 著 
名古屋大学出版会 
国際金融市場シティの隆盛も視野に、戦後ポンドの役割を再評価、一面的な衰退史

像を大きく書き換える。 
日本経済新聞 2014/03/23 

2013:12. / 4p,329p 
978-4-8158-0759-7 
5,500 円〔本体〕+税 

*9784815807597*

 

革命と反動の図像学～一八四八年、メディアと風景～ 
小倉 孝誠 著 
白水社 
革命家はなぜ帝政を容認したのか？ トクヴィルからフロベール、教会の鐘から産業

革命の轟音まで、反動の時代の基底へ。 
日本経済新聞 2014/03/23 

2014:01. / 274p,20p 
978-4-560-08345-1 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784560083451*

 

透明人間の告白<上>(河出文庫 セ 3-1) 
H.F.セイント/ 高見 浩 著 
河出書房新社 
平凡な男性ニックは透明人間になってしまった…〈本の雑誌が選ぶ３０年間のベスト３

０〉第１位に輝いた不朽の名作。解説：椎名誠 
日本経済新聞 2014/03/23 

2011:12. / 425p 
978-4-309-46367-4 
950 円〔本体〕+税 

*9784309463674*
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「死」を前に書く、ということ～「生」の日ばかり～ 
秋山 駿 著 
講談社 
今年亡くなった秋山駿が遺した、探求の軌跡、 後の言葉。群像連載の絶筆までを

収録した、著者渾身のライフワーク長篇エッセイ。 
日本経済新聞 2014/03/23 

2014:02. / 330p 
978-4-06-218803-6 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784062188036*

 

透明人間の告白<下>(河出文庫 セ 3-2) 
H.F.セイント/ 高見 浩 著 
河出書房新社 
透明人間のニックはＣＩＡに追われニューヨークを放浪中、美女アリスと出会い…〈本

の雑誌が選ぶ３０年間のベスト３０〉第１位の名作 
日本経済新聞 2014/03/23 

2011:12. / 397p 
978-4-309-46368-1 
950 円〔本体〕+税 

*9784309463681*

 

もう一度(CREST BOOKS) 
トム・マッカーシー/ 栩木 玲子 著 
新潮社 
事故で記憶を失い、巨額の示談金を得た男。広大な土地を買い上げ、大勢の役者を

雇い、失った過去を再現しようと試みるが…。滑稽、不可解、それでいて切ない、異

色の話題作。 
日本経済新聞 2014/03/23 

2014:01. / 332p 
978-4-10-590107-3 
2,100 円〔本体〕+税 

*9784105901073*

 

経済学は何をすべきか 
岩井 克人/ 鶴 光太郎/ 小林 慶一郎/ 中神 康議/ 矢野 誠/ 大橋 弘 著 
日本経済新聞出版社 
世界金融危機、長期にわたるデフレ…。なぜこれらの問題を解決できないのか。市場

に委ねることが危険なのか、経済学は適切な対策を提示できないのか? 第一級の研

究者たちが問題の本質に鋭く迫る。 
日本経済新聞 2014/03/23 

2014:02. / 7p,240p 
978-4-532-35593-7 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784532355937*

 

M&A 成長戦略の教科書～現場のプロが教える全ノウハウ～ 
湊 雄二 著 
日本経済新聞出版社 
M&A の草分け的存在として活躍する経営コンサルタントが、豊富なアドバイス経験を

ベースに、M&A の成功要因や、買手企業が一番知りたいポイントなどを解説する。

M&A 契約の雛型と実例も掲載。 
日本経済新聞 2014/03/23 

2014:02. / 230p 
978-4-532-31932-8 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784532319328*

 

犬が私たちをパートナーに選んだわけ～最新の犬研究からわかる、人間の「最良の

友」の起源～ 
ジョン・ホーマンズ/ 仲 達志 著 
阪急コミュニケーションズ 
どうして犬は存在するのか? 彼らは何を考えているのか? また、どう扱われ、どんな権

利を与えられるべきか? 犬と人間の関係をとりまく驚くべき歴史、科学から動物倫理ま

でを綴った「犬学」の書。 
日本経済新聞 2014/03/23 

2014:02. / 399p,6p 
978-4-484-14101-5 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784484141015*
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物語ビルマの歴史～王朝時代から現代まで～(中公新書 2249) 
根本 敬 著 
中央公論新社 
アウンサンスーチー、壮麗なパゴダ、「ビルマの竪琴」などで知られ、潜在力の高い新

興市場としても注目されるビルマ(ミャンマー)。知られざる多民族・多言語・多宗教国

家の歩みをたどり、未来を展望する。 
日本経済新聞 2014/03/23 

2014:01. / 458p 
978-4-12-102249-3 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784121022493*

 

伝説の FRB 議長ボルカー 
ウィリアム L.シルバー/ 倉田 幸信 著 
ダイヤモンド社 
崩壊の淵にあった米国金融システムの評価を復活させた、伝説の FRB 議長ボルカ

ー。ニクソン大統領が金とドルの兌換停止を行った際にボルカーが果たした役割や、

FRB 議長を務めていた間の行動などを記す。 
日本経済新聞 2014/03/23 

2014:02. / 525p 
978-4-478-02347-1 
3,500 円〔本体〕+税 

*9784478023471*

 

医学探偵の歴史事件簿(岩波新書 新赤版 1474) 
小長谷 正明 著 
岩波書店 
歴史上の人物の行動には、病気と医学が深く関わっている。病気持ちの大統領や独

裁者、王たちは歴史をどう変えたか。 近の遺伝子鑑定や歴史医学研究、歴史記録

の解読を通じて、歴史を動かした病気の謎を解く。 
日本経済新聞 2014/03/23 

2014:02. / 8p,200p,7p
978-4-00-431474-5 
740 円〔本体〕+税 

*9784004314745*

 

戦争の世界史～技術と軍隊と社会～<下>(中公文庫 マ 10-6) 
ウィリアム・H.マクニール 著 
中央公論新社 
人類はいかにして軍事力の強化を追求し、技術・軍事組織・人間社会の均衡はどの

ように変遷してきたか、巨大な全体像を描き出す。下は戦争の産業化から 2 つの世

界大戦と冷戦、現代の難局と未来の予測までを考察する。 
日本経済新聞 2014/03/23 

2014:01. / 379p 
978-4-12-205898-9 
1,238 円〔本体〕+税 

*9784122058989*

 

ホワイト企業～サービス業化する日本の人材育成戦略～(PHP 新書 901) 
高橋 俊介 著 
ＰＨＰ研究所 
サイバーエージェント、ベネッセなど、20 代が辞めずに生き生きと働く企業はいった

い何が違うのか。人事・組織論の第一人者が、なぜ日本では 20 代が育たないかを解

き明かし、人材育成力を高める取り組みなどを論じる。 
日本経済新聞 2014/03/23 

2013:12. / 253p 
978-4-569-81737-8 
800 円〔本体〕+税 

*9784569817378*

 

キャリア教育のウソ(ちくまプリマー新書 197) 
児美川 孝一郎 著 
筑摩書房 
現在、学校や大学において展開されているキャリア教育はどのようなものなのか。そ

のどこに問題があるのか。若い人たちはキャリア教育とどう向き合えばよいのか。常識

に振り回されずに自らの進路をつかみとる方法を教える。 
日本経済新聞 2014/03/23 

2013:06. / 190p 
978-4-480-68899-6 
780 円〔本体〕+税 

*9784480688996*
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戦争の世界史～技術と軍隊と社会～<上>(中公文庫 マ 10-5) 
ウィリアム・H.マクニール 著 
中央公論新社 
人類はいかにして軍事力の強化を追求し、技術・軍事組織・人間社会の均衡はどの

ように変遷してきたか、巨大な全体像を描き出す。上は古代文明における軍事技術

の発達から、仏革命と英産業革命が及ぼした影響までを考察する。 
日本経済新聞 2014/03/23 

2014:01. / 477p 
978-4-12-205897-2 
1,333 円〔本体〕+税 

*9784122058972*

 

私たちはどこから来て、どこへ行くのか 
宮台 真司 著 
幻冬舎 
社会の不透明さに耐え、日本社会を再設計せよ! 「私たちの現在“を”可能にしたも

の」を解き明かし、「私たちの現在“が”可能にするもの」をラジカルに提示する。宮台

社会学 35 年分のエッセンス。150 項目の注釈付き。 
日本経済新聞 2014/03/23 

2014:02. / 421p 
978-4-344-02532-5 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784344025325*

 

<働く>は、これから～成熟社会の労働を考える～ 
杉村 芳美 著, 猪木 武徳 編 
岩波書店 
これからの働き方に、どんな希望があるのか 
日本経済新聞 2014/03/30 

2014:02. / 12p,212p 
978-4-00-024475-6 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784000244756*

 

婚活コンシェルジュ～結婚相談サービスのあり方を考える～ 
野々山 久也 著 
ミネルヴァ書房 
婚活に励む人、関わる人、すべてに役立つ書 
日本経済新聞 2014/03/30 

2014:02. / 13p,256p 
978-4-623-07000-8 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784623070008*

 

花のしずく 
小田切 毅一 著 
光村推古書院 
花からこぼれおちる「しずく」を美しく切り取った写真集。 
日本経済新聞 2014/03/30 

2014:03. / 95p 
978-4-8381-9803-0 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784838198030*

 

鳥居 
谷田 博幸 著 
河出書房新社 
鳥居とは何か？ 放置されてきた鳥居をめぐる謎の数々を解明し、定説化している謬

論を正す。類書を凌駕する決定版！ 
日本経済新聞 2014/03/30 

2014:02. / 222p 
978-4-309-22606-4 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784309226064*

 

北京の胡同(フートン) 
ピーター・ヘスラー/ 栗原 泉 著 
白水社 
消えゆく下町「胡同」を惜しみつつ、激変する中国社会の荒波の中で生きる市井の人

びとの姿を描いた傑作ノンフィクション集。 
日本経済新聞 2014/03/30 

2014:02. / 304p 
978-4-560-08346-8 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784560083468*
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レーガンとサッチャー～新自由主義のリーダーシップ～(新潮選書) 
ニコラス・ワプショット/ 久保 恵美子 著 
新潮社 
冷戦期、停滞に苦しむ米英を劇的に回復させた二人の指導者。権力奪取までの道

のりと、左派陣営を崩壊に追い込んだ経済政策と外交・軍事戦略のすべて。 
日本経済新聞 2014/03/30 

2014:02. / 430p 
978-4-10-603742-9 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784106037429*

 

最後の恋人(残雪コレクション) 
残雪/ 近藤 直子 著 
平凡社 
残雪が 2005 年に発表した注目の長篇小説。服装会社営業部長のジョーは本の虫。

様々な物語が頭の中で充満している。現実と読書が次第に浸透する中、何かを探し

始める――。 
日本経済新聞 2014/03/30 

2014:02. / 433p 
978-4-582-83646-2 
2,900 円〔本体〕+税 

*9784582836462*

 

楽観主義者の未来予測～テクノロジーの爆発的進化が世界を豊かにする～<下> 
ピーター・H.ディアマンディス/ スティーヴン・コトラー/ 熊谷 玲美 著 
早川書房 
ホーキング博士をアシストし、宇宙開発などさまざまな事業を促進する起業家が説く、

豊かな世界の未来像。下は、潤沢な世界を実現する力、エネルギー、教育、医療、自

由などについて語る。 
日本経済新聞 2014/03/30 

2014:01. / 285p 
978-4-15-209437-7 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784152094377*

 

宇宙に挑む JAXA の仕事術 
宇宙航空研究開発機構 著 
日本能率協会マネジメントセンター 
宇宙航空研究開発機構(JAXA)のメンバーである管制員から研究員まで 13 名に徹

底取材。良い人間関係の構築や部下の育て方など、あらゆるビジネスに応用できる、

彼らの働き方を紹介する。 
日本経済新聞 2014/03/30 

2014:03. / 218p 
978-4-8207-1887-1 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784820718871*

 

レナ川白夜航路４０００キロを行く  
伊藤 一 著 
北海道新聞社 
７月、気温０度。太陽は沈まない。流氷の海を導く砕氷船はすでになく、流路は刻々

と変化、座礁の危険に満ちている…。船に乗ったまま、一つの川を４０００キロという長

途にわたって溯った旅行記。 
日本経済新聞 2014/03/30 

2001:12. / ２７０ｐ 
978-4-89453-180-2 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784894531802*

 

楽観主義者の未来予測～テクノロジーの爆発的進化が世界を豊かにする～<上> 
ピーター・H.ディアマンディス/ スティーヴン・コトラー/ 熊谷 玲美 著 
早川書房 
ホーキング博士をアシストし、宇宙開発などさまざまな事業を促進する起業家が説く、

豊かな世界の未来像。上は、人類 大の課題、ピラミッドの建設、指数関数的テクノ

ロジー、水などについて語る。 
日本経済新聞 2014/03/30 

2014:01. / 310p 
978-4-15-209436-0 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784152094360*
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電力と震災～東北「復興」電力物語～ 
町田 徹 著 
日経ＢＰ社 
東北電力は、東日本大震災時、東京電力と比べて際立った対応を見せた。福島より

震源に近く、高い津波に襲われたのに、女川原発はなぜ事故を回避できたのか。震

災後の電力事業のあり方を問うノンフィクション。 
日本経済新聞 2014/03/30 

2014:02. / 303p 
978-4-8222-4999-1 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784822249991*

 

10 年目の真実 9・11 からアラブの春へ 
太 勇次郎 著 
ＮＨＫ出版 
春はどこへ向かうのか。米国同時多発テロ直後のパキスタンとアフガニスタン、そして

「アラブの春」直下のエジプト、リビア、シリア-。イスラム社会の内側から変動を探っ

た、NHK 記者による現地取材 10 年の記録。 
日本経済新聞 2014/03/30 

2014:02. / 319p 
978-4-14-081628-8 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784140816288*

 

ひらめきはカオスから生まれる 
オリ・ブラフマン/ ジューダ・ポラック/ 金子 一雄 著 
日経ＢＰ社 
「ひらめき」を組織的に生み出すためには、「カオス」が効果的な役割を果たす。カオ

スからひらめきが生まれるさまざまな事例や研究を紹介し、その確率を高める方法を

まとめた、ユニークな、とても示唆に富む組織論。 
日本経済新聞 2014/03/30 

2014:02. / 269p 
978-4-8222-5004-1 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784822250041*

 

マクロウィキノミクス～フラット化・オープン化・ネットワーク化する社会をいかに生き

るか～ 
ドン・タプスコット/ アンソニー・D.ウィリアムズ/ 夏目 大 著 
ディスカヴァー・トゥエンティワン 
インターネット上で不特定多数の人々がつながり、情報を公開しコラボレーションする

ことで既成概念を打ち破るような「知」や画期的なイノベーションが生まれている。コラ

ボレーションによる知の創造の現状をマクロで俯瞰する。 
日本経済新聞 2014/03/30 

2013:12. / 655p 
978-4-7993-1417-3 
2,700 円〔本体〕+税 

*9784799314173*

 

切腹～日本人の責任の取り方～(光文社知恵の森文庫 t や 8-1) 
山本 博文 著 
光文社 
武士社会の特異な倫理観・価値観から、現在もなお続く日本人固有の「責任の取り

方」が見えてくる-。日本史の一級史料に見られる数多の“ハラキリ逸話”をもとに、誇り

高く、しかしどこか辛くて切ないサムライの生き様を探索。 
日本経済新聞 2014/03/30 

2014:03. / 254p 
978-4-334-78644-1 
680 円〔本体〕+税 

*9784334786441*

 

信頼と裏切りの社会 
ブルース・シュナイアー/ 山形 浩生 著 
ＮＴＴ出版 
社会は信頼をもとに構築されている。一方、社会の中には必ず、信頼を悪用して自分

の利益にしようとする裏切り者がいる。コンピュータ・セキュリティの第一人者が、社会

における信頼の重要性とその働きを包括的に考察する。 
日本経済新聞 2014/03/30 

2013:11. / 510p 
978-4-7571-4304-3 
4,200 円〔本体〕+税 

*9784757143043*
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死ぬ瞬間～死とその過程について～(中公文庫)  
エリザベス・キューブラー・ロス/ 鈴木 晶 著 
中央公論新社 
毎日新聞 2014/03/02 

2001:01. / ４６８ｐ 
978-4-12-203766-3 
1,048 円〔本体〕+税 

*9784122037663*

 

人生は廻る輪のように(角川文庫)  
エリザベス・キューブラー・ロス/ 上野 圭一 著 
角川書店 
毎日新聞 2014/03/02 

2003:06. / ５２６ｐ 
978-4-04-292001-4 
781 円〔本体〕+税 

*9784042920014*

 

戦争と平和<４> 改版(新潮文庫)  
トルストイ/ 工藤 精一郎 著 
新潮社 
毎日新聞 2014/03/02 

2006:02. / ６５７ｐ 
978-4-10-206016-2 
840 円〔本体〕+税 

*9784102060162*

 

悲劇の誕生(岩波文庫)  
フリ－ドリヒ・ヴィルヘルム・ニ－チェ/ 秋山英夫 著 
岩波書店 
毎日新聞 2014/03/02 

1966:06. / ２６５ｐ 
978-4-00-336391-1 
840 円〔本体〕+税 

*9784003363911*

 

戦争と平和<１> 改版(新潮文庫)  
トルストイ/ 工藤 精一郎 著 
新潮社 
毎日新聞 2014/03/02 

2005:08. / ６７７ｐ 
978-4-10-206013-1 
840 円〔本体〕+税 

*9784102060131*

 

風の中のマリア(講談社文庫 ひ 43-3) 
百田 尚樹 著 
講談社 
毎日新聞 2014/03/02 

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

*9784062769211*

 

チャイルドラインで学んだ子どもの気持ちを聴くスキル～Pass on the Gift of Kind-
ness to Children!～ 
山口 祐二 著 
ミネルヴァ書房 
「ことば」の奥にある「こころ」に耳を傾ける 
毎日新聞 2014/03/02 

2014:01. / 11p,206p 
978-4-623-06791-6 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784623067916*
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北愁(講談社文芸文庫 こ F10) 
幸田 文 著 
講談社 
幼くして母を失い、継母に育てられながらも気丈に成長していく才気煥発な娘あそぎ

の波乱に満ちた半生を描きあげた、感動の長編小説。 
毎日新聞 2014/03/02 

2013:11. / 295p 
978-4-06-290214-4 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784062902144*

 

むしろ素人の方がよい～防衛庁長官・坂田道太が成し遂げた政策の大転換～(新潮

選書) 
佐瀬 昌盛 著 
新潮社 
防衛政策の「素人」を自認しながら日本の防衛史に大きな足跡を残した、元防衛庁長

官の坂田道太。その業績から、戦後日本の安全保障政策と自衛隊の歩みを描きだ

す。 
毎日新聞 2014/03/02 

2014:01. / 223p 
978-4-10-603740-5 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784106037405*

 

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。 
毎日新聞 2014/03/02 

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

*9784140884232*

 

図説世界史を変えた 50 の鉄道 
ビル・ローズ/ 山本 史郎 著 
原書房 
スティーヴンソン、地下鉄、大陸横断鉄道、新幹線…。過去 200 年、現代文明にはか

りしれないほどの影響をあたえてきた 50 の鉄道の路線と鉄道会社を、豊富な図版と

ともに紹介する。 
毎日新聞 2014/03/02 

2014:02. / 223p 
978-4-562-04950-9 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784562049509*

 

スコープ少年の不思議な旅 
桑原 弘明/ 巖谷 國士 著 
風濤社 
掌に載る大きさの金属の箱。つい覗き込んでみると、そこには驚異の部屋が-。閉ざさ

れていたはずの扉が開いたり、存在しないはずの人影がうつったり。25 のスコープを

めぐる幻想旅行譚。 
毎日新聞 2014/03/02 

2013:12. / 111p 
978-4-89219-374-3 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784892193743*

 

戦犯の孫～「日本人」はいかに裁かれてきたか～(新潮新書 556) 
林 英一 著 
新潮社 
「A 級戦犯」の孫たちの生々流転から、アジア地域での知られざる「BC 級戦犯」の生

き様までを掘り起こし、「国家と個人」の狭間で苦悩する末裔たちの宿命を、丹念な調

査のもとに活写する。 
毎日新聞 2014/03/02 

2014:02. / 197p 
978-4-10-610556-2 
700 円〔本体〕+税 

*9784106105562*
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G2 
講談社 
『月刊現代』の後継であるノンフィクション誌。vol.15 は、美智子皇后へ石牟礼道子か

らの「手紙」をはじめ、山野車輪と安田浩一の対談、大間マグロの正体、元ヤン先生

の挑戦などを収録。 
毎日新聞 2014/03/02 

2014:01. / 365p 
978-4-06-284365-2 
1,143 円〔本体〕+税 

*9784062843652*

 

Alex & Me: How a Scientist and a Parrot Discovered a Hidden World of Animal 
Intelligence--And Formed a Deep Bond in the Process 
アイリーン・M・ペパーバーグ 著 
幻冬舎 
2007 年 9 月、アレックスという名の天才ヨウム(オウム科)が 31 歳の若さで亡くなった。

「鳥は“思考して話す”」という驚愕の事実を証明して…。女性科学者と鳥の、愛と苦悩

と発見の記録。 
毎日新聞 2014/03/02 

2010:12. / 310p 
978-4-344-01931-7 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784344019317*

 

千日の瑠璃<上> 究極版 
丸山 健二 著 
求龍堂 
きょうもまた鉛色の生を生きつづける者たちは、現世の申し子にして落とし子である<
少年世一>と共に、この大宇宙の光と闇を生き、感動にあふれた森羅万象を生き、そ

して、 も人間らしい千日を生きる。 
毎日新聞 2014/03/02 

2014:02. / 1001p 
978-4-7630-1410-8 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784763014108*

 

叢書『アナール 1929-2010』～歴史の対象と方法～<3> 1958-1968 
E.ル=ロワ=ラデュリ/ A.ビュルギエール/ 浜名 優美/ 池田 祥英 著, E.ル=ロワ=ラデ

ュリ/ A.ビュルギエール/ 浜名 優美/ A.ビュルギエール 編 
藤原書店 
「歴史」による諸学の統合をめざし、人文社会科学全体に広範な影響を及ぼした伝説

的雑誌『アナール』。アナール派の 高権威が年代別に重要論文を精選。3 は、

1958 年から 1968 年までの 16 編を収録。 
毎日新聞 2014/03/02 

2013:12. / 524p 
978-4-89434-949-0 
8,800 円〔本体〕+税 

*9784894349490*

 

千日の瑠璃<下> 究極版 
丸山 健二 著 
求龍堂 
肢体不自由児ゆえに、「心魂自由児」である<少年世一>。彼ほどの存在感をもってこ

の世に君臨した生き物はほかになく、その軌跡を忠実に辿ることによって、干からび

ていた命がたちまちにして瑞々しさを取り戻す。 
毎日新聞 2014/03/02 

2014:02. / 1001p 
978-4-7630-1411-5 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784763014115*

 

満州を描いたよ～87 才の絵本～ 
田辺 満枝/ 岩見 隆夫 著 
原書房 
絵に甦る思い出、なつかしい日々と敗戦・引揚げ…。政治ジャーナリスト・岩見隆夫の

遺著「敗戦?満州追想」に添えた実姉・田辺満枝の挿絵から発展した本。多数の絵を

追加したカラー版に、岩見隆夫の序文を収載する。 
毎日新聞 2014/03/02 

2014:02. / 91p 
978-4-562-05053-6 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784562050536*
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食彩の文学事典 
重金 敦之 著 
講談社 
谷崎潤一郎の好んだ鮎雑炊、林芙美子の思い出のうどん、池波正太郎の描いたカツ

オ飯…。作家たちが描いた「食の情景」の表現を通して、日本人の「食べ物好き」の国

民性をあぶり出す。『小説現代』連載を大幅加筆し書籍化。 
毎日新聞 2014/03/02 

2014:01. / 335p 
978-4-06-218778-7 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784062187787*

 

藤子・F・不二雄の発想術(小学館新書 202) 
藤子・F・不二雄 著, 藤子・F・不二雄/ ドラえもんルーム 編 
小学館 
「ドラえもん」「オバケの Q 太郎」「パーマン」を生んだ国民的まんが家、藤子・F・不二

雄が自らの言葉で語る「生いたち」「まんが論」「仕事術」。これまでに発表されたインタ

ビューやエッセイなどから珠玉の言葉を厳選。 
毎日新聞 2014/03/02 

2014:02. / 189p 
978-4-09-825202-2 
700 円〔本体〕+税 

*9784098252022*

 

想像するちから～チンパンジーが教えてくれた人間の心～ 
松沢 哲郎 著 
岩波書店 
人間にもっとも近い進化の隣人、チンパンジーを深く知ることで、人間の心の特別な

部分が照射され、教育や親子関係や社会の進化的な起源が見えてくる。チンパンジ

ーの研究を通してたどりついた「人間とは何か」の答えを語る。 
毎日新聞 2014/03/02 

2011:02. / 10,198p 
978-4-00-005617-5 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784000056175*

 

ピース 
ジーン・ウルフ/ 西崎 憲/ 館野 浩美 著 
国書刊行会 
『ケルベロス第五の首』の巨匠ウルフ、初期傑作長篇がついに刊行。美しい謎につつ

まれた、記憶と物語をめぐる物語。年老いたオールデンは回想する、自分の半生を、

過去の不思議な出来事を、説明のつかない奇怪な事件を。 
毎日新聞 2014/03/02、朝日新聞 2014/03/23 

2014:01. / 363p 
978-4-336-05788-4 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784336057884*

 

三陸海岸大津波(文春文庫)  
吉村 昭 著 
文芸春秋 
毎日新聞 2014/03/09 

2004:03. / １９１ｐ 
978-4-16-716940-4 
438 円〔本体〕+税 

*9784167169404*

 

歴史の温もり～安岡章太郎歴史文集～ 
安岡 章太郎 著 
講談社 
明治維新から現代まで、日本人の心層に脈々と流れ続ける普遍的なものを見続けた

時代と人間を描く歴史エッセイ集。 
毎日新聞 2014/03/09 

2013:11. / 381p 
978-4-06-218642-1 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784062186421*
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大震災'95(河出文庫 こ 16-4) 
小松 左京 著 
河出書房新社 
大災害に直面した『日本沈没』の作者が挑む、その全貌の記録と解析。阪神・淡路大

震災の貴重なルポにして未来への警鐘を鳴らす名著。 
毎日新聞 2014/03/09 

2012:02. / 413p 
978-4-309-41124-8 
950 円〔本体〕+税 

*9784309411248*

 

ドン・カズムッホ(光文社古典新訳文庫 KA マ 4-2) 
マシャード・ジ・アシス/ 武田 千香 著 
光文社 
「いつもいっしょ…」「こっそりと…」 彼女は視線をゆっくり上げ、わたしたちは互いに

みつめあった…。みずみずしい描写で語られる愛と友情。美少女と美少年の美しくせ

つない「恋」と「疑惑」の物語。 
毎日新聞 2014/03/09 

2014:02. / 556p 
978-4-334-75285-9 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784334752859*

 

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。 
毎日新聞 2014/03/09 

2013:12. / 95p 
978-4-582-27800-2 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784582278002*

 

フランツ・リストはなぜ女たちを失神させたのか(新潮新書 547) 
浦久 俊彦 著 
新潮社 
リサイタルという形式を発明し、音楽史上もっともモテた男、フランツ・リスト。誕生から

青年時代までを辿り、「サロン」「巡礼」「ショパン」などリストを巡る様々なキーワードを

通じて、リストとは何者かをひも解く。 
毎日新聞 2014/03/09 

2013:12. / 214p 
978-4-10-610547-0 
720 円〔本体〕+税 

*9784106105470*

 

自閉症という謎に迫る～研究最前線報告～(小学館新書 183) 
金沢大学子どものこころの発達研究センター 著, 金沢大学子どものこころの発達研

究センター/ 竹内 慶至 編 
小学館 
虹の色のように、人格との境界線を引くことが難しい自閉症スペクトラム障害(ASD)。
遺伝によるのか、環境によるのか? 脳に特徴はあるのか? 精神医学、分子遺伝学、

脳科学などの研究成果から、自閉症の謎の解明に迫る。 
毎日新聞 2014/03/09 

2013:12. / 202p 
978-4-09-825183-4 
720 円〔本体〕+税 

*9784098251834*

 

原発の底で働いて～浜岡原発と原発下請労働者の死～ 
高杉 晋吾 著 
緑風出版 
働く人が溶けてゆく…。浜岡原発労働者の死を縦糸に、浜岡原発の危険性の検証を

横糸に、そして 3.11 を契機に経営者の中からも上がり始めた脱原発の声を拾い、原

発のない未来を考えるルポルタージュ。 
毎日新聞 2014/03/09 

2014:01. / 213p 
978-4-8461-1402-2 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784846114022*
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LIFE 
松波 太郎 著 
講談社 
“だらだら且ぶらぶら”生きるダメ男にこどもができた。小さな命の誕生を前に、若い男

女が直面する現実をユーモラス且ユニークに描いた表題作など全 3 編を収録する。

『群像』等掲載を単行本化。 
毎日新聞 2014/03/09、産経新聞 2014/03/30 

2014:01. / 258p 
978-4-06-218829-6 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784062188296*

 

お嬢さん、空を飛ぶ～草創期の飛行機を巡る物語～ 
松村 由利子 著 
ＮＴＴ出版 
大正時代、日本人を熱狂させた飛行機乗りの女性がいた。その名はキャサリン・ステ

ィンソン。やがて日本の少女達も大空を目指してはばたき始め…。キャサリンを巡る

様々な人々を追う。NTT 出版ウェブマガジン連載を単行本化。 
毎日新聞 2014/03/09、読売新聞 2014/03/30 

2013:11. / 299p 
978-4-7571-4271-8 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784757142718*

 

昆虫放談  
小山内竜 著 
築地書館 
毎日新聞 2014/03/16 

1991:07. / ２５９ｐ 
978-4-8067-2279-3 
1,450 円〔本体〕+税 

*9784806722793*

 

チャ－ルズ・ラム伝(講談社文芸文庫)  
福原麟太郎 著 
講談社 
毎日新聞 2014/03/16 

1992:03. / ４５２ｐ 
978-4-06-196168-5 
1,243 円〔本体〕+税 

*9784061961685*

 

どくとるマンボウ昆虫記 改版(新潮文庫)  
北杜夫 著 
新潮社 
毎日新聞 2014/03/16 

1996:08. / ２３１ｐ 
978-4-10-113104-7 
430 円〔本体〕+税 

*9784101131047*

 

書物(岩波文庫)  
森 銑三/ 柴田 宵曲 著 
岩波書店 
毎日新聞 2014/03/16 

1997:10. / ３４２ｐ 
978-4-00-311531-2 
760 円〔本体〕+税 

*9784003115312*

 

敗者の日本史<9> 長篠合戦と武田勝頼 
平山 優 著 
吉川弘文館 
揺れ動く「敗者」勝頼像を再評価する 
毎日新聞 2014/03/16 

2014:02. / 9p,295p,4p
978-4-642-06455-2 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784642064552*
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経済学用語考 
下谷 政弘 著 
日本経済評論社 
経済用語の来歴と特殊な用いられ方を紹介 
毎日新聞 2014/03/16 

2014:02. / 8p,212p 
978-4-8188-2317-4 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784818823174*

 

野村陽子のボタニカルアートレッスンブック～色えんぴつで描く～ 
野村 陽子 著 
ほおずき書籍 
色えんぴつがあれば、本格的な植物細密画が初心者でも簡単に描ける。下描きから

着色までやさしくていねいに解説した入門書。 
毎日新聞 2014/03/16 

2014:02. / 67p 
978-4-434-18865-7 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784434188657*

 

ブルクミュラー25 の不思議～なぜこんなにも愛されるのか～ 
飯田 有抄/ 前島 美保 著 
音楽之友社 
『ブルクミュラー 25 の練習曲』がなぜ多くの日本人に愛されているのか。作曲家の生

涯や日本の出版事情、翻訳曲名の様々を。 
毎日新聞 2014/03/16 

2013:12. / 255p 
978-4-276-14333-3 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784276143333*

 

大菩薩峠～都新聞版～<第 1 巻> 
中里 介山 著 
論創社 
大正時代に『都新聞』紙上に掲載された中里介山「大菩薩峠」を新字、新仮名、総ル

ビ、挿絵つきで復刻。第 1 巻には、第 1 回連載「大菩薩峠」の 150 回分(大正 2 年 9
月?大正 3 年 2 月)を収める。 
毎日新聞 2014/03/16 

2014:01. / 307p 
978-4-8460-1295-3 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784846012953*

 

スポニチプロ野球選手名鑑<2014>(毎日ムック) 
毎日新聞社 
12 球団全選手の経歴や成績をまとめた写真付きデータを、オールカラーで掲載。両

リーグ交流戦日程表や公式戦日程表、日本シリーズ日程表、各種記録も収録。選手

索引付き。データ:2014 年 2 月現在。 
毎日新聞 2014/03/16 

2014:03. / 184p 
978-4-620-79410-5 
381 円〔本体〕+税 

*9784620794105*

 

木下杢太郎を読む日 
岡井 隆 著 
幻戯書房 
「木下杢太郎全集」「木下杢太郎宛知友書簡集」といった杢太郎関連の資料や、諸先

人たちの杢太郎伝、杢太郎論を読みながら、杢太郎の詩や評論、翻訳を読んだ著者

が綴った「私評論」。『未来』連載を書籍化。 
毎日新聞 2014/03/16 

2014:01. / 267p 
978-4-86488-040-4 
3,300 円〔本体〕+税 

*9784864880404*

 

反動世代～日本の政治を取り戻す～ 
中野 剛志/ 三橋 貴明/ 柴山 桂太/ 施 光恒/ 森 健 著 
講談社 
「当たり前のことを、言うべきときに言う」彼らの存在は今なぜ注目されるのか。反グロ

ーバリズムを掲げる保守思想家 4 人のインタビュー集。TPP や憲法論議などに触れ

ながら、それぞれのバックグラウンドを明らかにする。 
毎日新聞 2014/03/16 

2013:06. / 253p 
978-4-06-218330-7 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784062183307*
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日本の教育はまちがっている!～グローバル化時代に生きるために～ 
戸塚 悦朗 著 
アジェンダ・プロジェクト 
日本の教育は世界人権宣言を無視したため、多くの問題が発生した。高等教育の学

費の高騰、外国籍の子どもの差別など、重大な人権侵害に注目すべきである。グロ

ーバル化時代の教育改革のために、21 世紀の教育政策を構想する。 
毎日新聞 2014/03/16 

2013:10. / 69p 
978-4-434-18514-4 
500 円〔本体〕+税 

*9784434185144*

 

椰子の血～フィリピン・ダバオへ渡った日本人移民の栄華と落陽～ 
司 凍季 著 
原書房 
20 世紀初頭にフィリピンに渡った日本人移民。国を棄てて新天地を求めた彼らはや

がて来た戦争に翻弄され、ついには国からも棄てられる。流転する運命に絶望するだ

けなのか…。祖母の実体験をもとに紡ぎあげた一族の歴史。 
毎日新聞 2014/03/16 

2013:11. / 374p 
978-4-562-04968-4 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784562049684*

 

昆虫学ってなに? 
日高 敏隆 著 
青土社 
地中生活の長いセミに生きる歓びはあるのか。アリやハチたちの知られざる役割分担

とは。光と闇、寒暖など自然に鋭敏に感応し、懸命に生きる小さな生命の驚異と不思

議を描く。 
毎日新聞 2014/03/16 

2013:01. / 251p 
978-4-7917-6689-5 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784791766895*

 

英子の森 
松田 青子 著 
河出書房新社 
彼女たちを「違う世界」へ連れて行ってくれる魔法、それは――『スタッキング可能』で

話題の松田青子が贈る第２作品集がついに刊行！ 
毎日新聞 2014/03/16、朝日新聞 2014/03/23 

2014:02. / 176p 
978-4-309-02256-7 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784309022567*

 

空気の発見(角川ソフィア文庫)  
三宅 泰雄 著 
角川学芸出版 
毎日新聞 2014/03/23 

2011:01. /  
978-4-04-409431-7 
438 円〔本体〕+税 

*9784044094317*

 

教育とは何か(岩波新書)  
大田尭 著 
岩波書店 
毎日新聞 2014/03/23 

1990:01. / ２１２ｐ 
978-4-00-430105-9 
720 円〔本体〕+税 

*9784004301059*

 

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。 
毎日新聞 2014/03/23 

2013:11. / 396p 
978-4-10-334091-1 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784103340911*
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ぎをん献立帖～和食の教科書～ 
森川 裕之 著 
世界文化社 
日本 初の割烹料理店である京都・ぎをん｢浜作｣ご主人・森川裕之さん、初めての

著書。和食の基本の技がぎっしりとつまっています。 
毎日新聞 2014/03/23 

2013:11. / 207p 
978-4-418-13348-2 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784418133482*

 

ロウソクの科学 改版(角川文庫 フ 11-1) 
ファラデー/ 三石 巌 著 
角川書店 
たった一本のロウソクをめぐりながら、ファラデーはその種類、製法、燃焼、生成物質

を語ることによって、自然との深い交わりを伝える。大科学者 18 世紀のファラデーの

講演記録。 
毎日新聞 2014/03/23 

2012:06. / 206p 
978-4-04-100284-1 
514 円〔本体〕+税 

*9784041002841*

 

中高生のためのケータイ・スマホハンドブック 
今津 孝次郎/ 金城学院中学校/ 金城学院高等学校 著 
学事出版 
ケータイとスマートフォンを「人間とコミュニケーション」という基本から捉え直し、具体

的にどうつきあえばよいのかについて、中高生自身の目線から検討した成果をまとめ

たハンドブック。 
毎日新聞 2014/03/23 

2013:09. / 95p 
978-4-7619-1999-3 
600 円〔本体〕+税 

*9784761919993*

 

アメリカの少年野球こんなに日本と違ってた～シャイな息子と泣き虫ママのびっくり

異文化体験記～ 
小国 綾子 著 
径書房 
アメリカの子どもが受けている野球教育とは? 高額なプライベート・レッスン、選抜試

験、メジャーリーグ顔負けの競争システム…。渡米した日本人女性が、アメリカの少年

野球を通じた異文化体験を綴る。 
毎日新聞 2014/03/23 

2013:09. / 271p 
978-4-7705-0217-9 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784770502179*

 

変わらない空～泣きながら、笑いながら～ 
講談社 
「3.11」心の一行ドキュメント! 東日本大震災を経験した日本人 55 人が、被災直後か

ら 2013 年 9 月までに詠んだ短歌 90 首を、アメリカ人翻訳者たちが精魂込めた英訳

とともに紹介する。短歌注釈付き。 
毎日新聞 2014/03/23 

2014:03. / 157p 
978-4-06-218841-8 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784062188418*

 

IMF 
ポール・ブルースタイン 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。 
毎日新聞 2014/03/23 

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*
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「家族」難民～生涯未婚率 25%社会の衝撃～ 
山田 昌弘 著 
朝日新聞出版 
このままでは、年間 20 万人以上が孤立死する!? 「パラサイト・シングル」「婚活」など

の言葉で社会動向を先取りしてきた社会学者が、未婚化・単身化が進む日本の未来

に警鐘をならす。久保田裕之との対談も収録。 
毎日新聞 2014/03/23 

2014:01. / 214p 
978-4-02-331261-6 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784023312616*

 

フィンランドはもう「学力」の先を行っている～人生につながるコンピテンス・ベースの

教育～ 
福田 誠治 著 
亜紀書房 
フィンランドは子どもに「実力」を付ける教育に転換した。宿題もなければ、点数競争

もないが、学力世界一であり、ランキング総合 1 位の国である。フィンランドの教育か

ら、いま真に求められている教育とは何かを提示する。 
毎日新聞 2014/03/23 

2012:10. / 205p 
978-4-7505-1217-4 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784750512174*

 

憎しみに未来はない～中日関係新思考～ 
馬 立誠/ 及川 淳子 著 
岩波書店 
「対日関係の新思考」を発表し、両国に大論争を巻き起こした著者が、中日関係にお

ける変化をたどり、新思考の影響が次第に拡大していったプロセスを論評。さらに理

性的かつ平和的な方法で釣魚島問題を解決するよう提案する。 
毎日新聞 2014/03/23 

2014:01. / 16p,293p 
978-4-00-025944-6 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784000259446*

 

3・11 に生まれた君へ 
「君の椅子」プロジェクト 編 
北海道新聞社 
再確認できた家族のありがたみ、皆から助けてもらった命…。多くの人命が失われ、

日本中が震撼した「あの日」、東北の地で生を受けた 31 の“いのち”。その誕生の物

語をつづった、感動の手記集。 
毎日新聞 2014/03/23、産経新聞 2014/03/30 

2014:03. / 263p 
978-4-89453-723-1 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784894537231*

 

斎藤茂吉異形の短歌(新潮選書) 
品田 悦一 著 
新潮社 
大胆な造語、文法からの逸脱、日常が非日常と化す異様な写生術――たまらなく変

な茂吉ワールドの謎と魅力を、国語教科書的鑑賞から遠く離れて読み解く。 
毎日新聞 2014/03/24 

2014:02. / 254p 
978-4-10-603741-2 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784106037412*

 

おとうと(新潮文庫 こ－３－３)  
幸田 文 著 
新潮社 
毎日新聞 2014/03/30 

1991:01. / ２３７ｐ 
978-4-10-111603-7 
430 円〔本体〕+税 

*9784101116037*



 86  

 

台所のおと(講談社文庫)  
幸田 文 著 
講談社 
毎日新聞 2014/03/30 

1995:08. / ２９７ｐ 
978-4-06-263027-6 
514 円〔本体〕+税 

*9784062630276*

 

きもの(新潮文庫)  
幸田文 著 
新潮社 
毎日新聞 2014/03/30 

1996:12. / ３６８ｐ 
978-4-10-111608-2 
630 円〔本体〕+税 

*9784101116082*

 

カノン 
中原 清一郎 著 
河出書房新社 
58 歳の末期癌患者・北斗。彼は脳間海馬移植により、32 歳の女性・歌音の体に生ま

れ変わり……あの外岡秀俊 37 年ぶりの長篇小説 
毎日新聞 2014/03/30 

2014:03. / 370p 
978-4-309-02266-6 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784309022666*

 

荒野の古本屋(就職しないで生きるには 21) 
森岡 督行 著 
晶文社 
これからの小商いのあり方、新しい交流の場として注目される古本屋はどのように誕

生したか。時代に流されない生き方と働き方を探る。 
毎日新聞 2014/03/30 

2014:03. / 233p 
978-4-7949-6845-6 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784794968456*

 

憲法第九条-大東亜戦争の遺産～元特攻隊員が託した戦後日本への願い～ 
上山 春平 著, 上山 春平/ たけもと のぶひろ 編 
明月堂書店 
大東亜戦争に身を投じ、回天特攻隊の一兵士として 2 度出撃し 2 度生還した著者

が、60?70 年代に発表した憲法及び国家に関して触れた論文をまとめる。 
毎日新聞 2014/03/30 

2013:12. / 267p 
978-4-903145-47-1 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784903145471*

 

日本の祭りを追う 
池内 郁 著 
西田書店 
宮城「火伏せの虎舞」、東京「王子の狐の行列」、京都「松尾寺の仏舞」、福岡「泥打

ち祭」など、日本全国のあまり知られていない祭りや奇祭を、写真で紹介する。 
毎日新聞 2014/03/30 

2014:02. / 143p 
978-4-88866-578-0 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784888665780*

 

慈経～自由訳～ 
一条 真也/ リサ・ヴォート 著 
三五館 
数多くある仏教の諸聖典のうちでも、 古にして 重要なお経とされている「慈経」の

自由訳を、美しい写真とともに掲載する。「論語」や「新約聖書」にも通ずる、ブッダか

らの「慈しみ」のメッセージ。 
毎日新聞 2014/03/30 

2014:03. / 1 冊(ペー

ジ付なし) 
978-4-88320-605-6 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784883206056*
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日本昔話を旅する(洋泉社 MOOK) 
洋泉社 
鶴の恩返し、桃太郎、因幡の白兎…。懐かしくも新しい昔話の世界を読み解き、その

ふるさとを美しい写真とともに紹介する。絵本や戯画の図版を交えた昔話ダイジェス

ト、昔話のふるさとマップなども収録。 
毎日新聞 2014/03/30 

2014:03. / 111p 
978-4-8003-0336-3 
838 円〔本体〕+税 

*9784800303363*

 

流れる 改版(新潮文庫 こ-3-2）  299p 2011 
幸田 文 著 
新潮社 
没落しかかった芸者置屋に女中として住みこんだ梨花は、花柳界の風習や芸者たち

の生態を台所の裏側からこまかく観察し、そこに起る事件に驚きの目を見張る…。華

やかな生活の裏に流れる哀しさやはかなさを、詩情豊かに描く。 
毎日新聞 2014/03/30 

2011:12. / 299p 
978-4-10-111602-0 
520 円〔本体〕+税 

*9784101116020*

 

イギリスからの手紙 
林 望 著 
東京堂出版 
初めてのイギリスで何を見、何を考えたか-。リンボウ先生、若き日の英国便り。悪戦苦

闘しながらも、まるで奇跡のようにイギリスに溶け込み、次々と仕事の成果を手にして

いった 1 年間の、日本の家族に宛てた手紙を収録する。 
毎日新聞 2014/03/30 

2014:03. / 446p 
978-4-490-20856-6 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784490208566*

 

永続敗戦論～戦後日本の核心～(at プラス叢書 04) 
白井 聡 著 
太田出版 
1945 年以来、われわれはずっと「敗戦」状態にある-。政治哲学や社会思想が専門の

著者が、一種の義務感や切迫感に駆られて綴った時事的政論。戦争責任をきわめて

不十分にしか問うていない戦後日本の問題を改めて指摘する。 
毎日新聞 2014/03/30 

2013:03. / 221p 
978-4-7783-1359-3 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784778313593*

 

日本人はなぜ存在するか(知のトレッキング叢書) 
與那覇 潤 著 
集英社インターナショナル 
日本人は、日本民族は、日本史はどのように作られた? その問いに、歴史学、社会

学、哲学、心理学から民俗学、文化人類学まで、様々な学問的アプローチを駆使し

て迫る。愛知県立大学の教養科目「日本の歴史・文化」を書籍化。 
毎日新聞 2014/03/30 

2013:10. / 189p 
978-4-7976-7259-6 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784797672596*

 

脱「成長」戦略～新しい福祉国家へ～ 
橘木 俊詔/ 広井 良典 著 
岩波書店 
アベノミクスで「幸せ」な日本はつくれない!? 短期的な「成長」思考を越えて、環境・福

祉・経済が鼎立する「定常社会」という日本社会の姿、すなわち「新しい福祉国家」へ

の道を考える。 
毎日新聞 2014/03/30 

2013:12. / 12p,172p 
978-4-00-025925-5 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784000259255*

 


