
 

 

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 4 月分新聞書評 

 

イベリコ豚を買いに 
野地 秩嘉 著 
小学館 
幻の豚を追ってスペインへ向かった著者。現地で明かされた驚くべき事実の数々とは? 
イベリコ豚を 4 年にわたって徹底取材した、食ノンフィクション。 
産経新聞 2014/04/05 

2014:04. / 253p 
978-4-09-388365-8
1,500 円〔本体〕+税

*9784093883658*

 

実録戦国北条記～戦史ドキュメント～ 
伊東 潤 著 
エイチアンドアイ 
北条氏の百年がどのようなものであったかを、研究者らの 新成果を引用しつつ、一般

の人にもわかりやすいように説く。気鋭の剛腕歴史小説家による、戦史ドキュメント。『武

道』連載を大幅加筆・修正し単行本化。 
産経新聞 2014/04/05 

2014:04. / 279p 
978-4-901032-99-5
1,600 円〔本体〕+税

*9784901032995*

 

黎明の笛 
数多 久遠 著 
祥伝社 
陸自・特殊作戦群の秋津率いる約 40 名が演習場から突然失踪。直後、「竹島を“奪

還”した」という驚愕の一報が。秋津たちの真の目的は? そして日本政府、自衛隊はど

う動くのか? 同名の電子書籍を大幅改稿し単行本化。 
産経新聞 2014/04/05 

2014:03. / 300p 
978-4-396-63434-6
1,400 円〔本体〕+税

*9784396634346*

 

いぬのロケットお話を書く 
タッド・ヒルズ/ 山本 敏子 著 
新日本出版社 
文字を覚えたロケットがお話作りに挑戦！ 
産経新聞 2014/04/06 

2014:03. / 33p 
978-4-406-05726-4
1,400 円〔本体〕+税

*9784406057264*

 

老いに振り回されない生き方～養生訓に学ぶ～(幻冬舎ルネッサンス新書 い-2-2) 
石田 雅男 著 
幻冬舎ルネッサンス 
くよくよせずに、自然に委ねる。貝原益軒の教えを活かした古くて新しい健康術。 
産経新聞 2014/04/06 

2014:02. / 195p 
978-4-7790-6090-8
838 円〔本体〕+税 

*9784779060908*

 

HOSONO 百景～いつか夢に見た音の旅～ 
細野 晴臣 著, 細野 晴臣/ 中矢 俊一郎 編 
河出書房新社 
イギリスやドイツなど実在する土地への追憶から、楽園へのヴァーチャル・トリップまで、

細野晴臣が《音楽と旅》の豊潤な関係を語る 
産経新聞 2014/04/06 

2014:03. / 190p 
978-4-309-27472-0
1,700 円〔本体〕+税

*9784309274720*
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西郷隆盛の首を発見した男(文春新書 958) 
大野 敏明 著 
文藝春秋 
金沢で発見されたある軍人の「履歴書」には、彼が西南戦争で西郷隆盛の首を発見し

たことが墨で綴られていた。「履歴書」を紐解きながら、激動の時代を生き抜いた軍人

一家の姿を描き出すとともに、西郷の首の行方を追う。 
産経新聞 2014/04/06 

2014:02. / 246p 
978-4-16-660958-1
820 円〔本体〕+税 

*9784166609581*

 

日本が二度と立ち上がれないようにアメリカが占領期に行ったこと～こうして日本人は

国を愛せなくなった～ 
高橋 史朗 著 
致知出版社 
戦後思想や戦後教育の問題は、すべて占領軍の目を気にしたおびえのような自虐意

識から生まれてきている-。占領時代の資料研究から、占領政策と今日の日本の問題、

とくに教育問題がどのように結びついているかを考察する。 
産経新聞 2014/04/06 

2014:01. / 302p 
978-4-8009-1029-5
1,800 円〔本体〕+税

*9784800910295*

 

泥と青葉～歌集～(コスモス叢書 第 1048 篇) 
小島 ゆかり 著 
青磁社 
大江戸線に乗ればねむたし古池に蛙とびこむ水の音して 父はもう家を忘れて木犀の

秋、ふりむかずわたしは帰る 老いた父を、独立してゆく娘たちを、各地を飛びまわる多

忙な日々を、移りゆく季節を自在に綴った第 12 歌集。 
産経新聞 2014/04/06 

2014:03. / 205p 
978-4-86198-265-1
2,600 円〔本体〕+税

*9784861982651*

 

醜いが、目をそらすな、隣国・韓国!(WAC BUNKO B-194) 
古田 博司 著 
ワック 
ウソをつくのがあたりまえ。退行しダークサイドに落ちる韓国-。反日のナショナリズム、中

韓腐れ縁の長い歴史、増殖する自尊史観…。韓国、北朝鮮を中心に、中国も交え、

「隣国」の実情や民族性、つき合い方などを解説する。 
産経新聞 2014/04/06 

2014:03. / 203p 
978-4-89831-694-8
900 円〔本体〕+税 

*9784898316948*

 

ルーシーといじめっこ 
クレア・アレクサンダー/ 福本 友美子 著 
ＢＬ出版 
ひつじのルーシーは絵がじょうずです。こうしのトミーはそこにわざと水をこぼしました。ト

ミーはほかにもいやがらせばかり。うつむいて帰ったルーシーの様子にお母さんは

……。子どもたちの心のひだを、やさしくていねいにすくいとった絵本。 
産経新聞 2014/04/06 

2014:03. / [32p] 
978-4-7764-0625-9
1,400 円〔本体〕+税

*9784776406259*

 

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。 
産経新聞 2014/04/06 

2014:01. / 8p,125p 
978-4-00-029620-5
1,200 円〔本体〕+税

*9784000296205*
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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！ 
産経新聞 2014/04/06、日本経済新聞 2014/04/13 

2014:02. / 315p 
978-4-06-218804-3
1,300 円〔本体〕+税

*9784062188043*

 

目は 1 分でよくなる!～あなたの目がよみがえる 7 つの視力回復法～ 
今野 清志 著 
自由国民社 
血流を促し、酸素を取り入れれば、目のトラブルは 9 割改善する! 誰でも簡単にでき

て、視力改善が期待できる「7 つの視力回復トレーニング」を紹介します。 
産経新聞 2014/04/12 

2013:12. / 170p 
978-4-426-11678-1
1,300 円〔本体〕+税

*9784426116781*

 

経済のことよくわからないまま社会人になった人へ～ひとめでわかる図解入り～ 第 3
版 
池上 彰 著 
海竜社 
世の中は、どのように回っているのか? 「しまった。経済のことを知らないまま社会人に

なってしまった」と後悔している人のために、知っておくべき経済の基礎知識をやさしく

解説。お金との付き合い方の基本もわかる。 
産経新聞 2014/04/12 

2014:03. / 207p 
978-4-7593-1363-5
1,500 円〔本体〕+税

*9784759313635*

 

それでもわたしは山に登る 
田部井 淳子 著 
文藝春秋 
抗がん剤の副作用で足がしびれ、自宅の階段を上ることさえままならない。だが、点滴

の合間を縫って、登山家は山へ向かった-。山から学んだこと、乳がんのこと…。自らに

降りかかった危機をどう乗り越えていったかを綴る。 
産経新聞 2014/04/12 

2013:09. / 206p 
978-4-16-376660-7
1,400 円〔本体〕+税

*9784163766607*

 

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。 
産経新聞 2014/04/13 

2014:01. / 223p 
978-4-10-603740-5
1,200 円〔本体〕+税

*9784106037405*

 

激務に負けない名医の養生術～誰でもマネできる 105 の習慣～ 
宇山 恵子 著 
KADOKAWA 
80 代の現役をはじめ、専門分野で活躍する人気ドクター35 人が、ハードな仕事の合

間にやる健康法を大公開。 新の科学的根拠もわかる現代版養生訓。『毎日が発見』

連載を単行本化。 
産経新聞 2014/04/13 

2014:04. / 228p 
978-4-04-731917-2
1,300 円〔本体〕+税

*9784047319172*
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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。 
産経新聞 2014/04/13 

2014:02. / 223p 
978-4-562-04950-9
2,800 円〔本体〕+税

*9784562049509*

 

思い出のアメリカテレビ映画～『スーパーマン』から『スパイ大作戦』まで～(平凡社新

書 720) 
瀬戸川 宗太 著 
平凡社 
『名犬ラッシー』『ローハイド』『うちのママは世界一』『ララミー牧場』『コンバット』『ベン・

ケーシー』……。黎明期のテレビを彩った懐かしの海外ドラマと名優たちを語りつくす。 
産経新聞 2014/04/13 

2014:02. / 215p 
978-4-582-85720-7
800 円〔本体〕+税 

*9784582857207*

 

ヤンバルクイナ～世界中で沖縄にしかいない飛べない鳥～(小学館の図鑑 NEO の

科学絵本) 
江口 欣照 著 
小学館 
沖縄島北部にある「やんばる」と呼ばれる森には、すばらしい自然が残されてきました。

絶滅の危機にさらされながらも、そこで生きる貴重な鳥、ヤンバルクイナの子育てを写

真と文で伝える。 
産経新聞 2014/04/13 

2014:02. / 39p 
978-4-09-726526-9
1,300 円〔本体〕+税

*9784097265269*

 

ぼくはヨハネス・フェルメール(画家のものがたり絵本) 
林 綾野/ たんふるたん 著 
美術出版社 
どんな風に絵を描き、どんな家に暮らしていたのか? フェルメールの人生を見つめ、紐

解く、ものがたり絵本。フェルメールにもっと近づくキーワードや、フェルメール全作品を

たどるミニギャラリーも収録。 
産経新聞 2014/04/13 

2014:02. / 63p 
978-4-568-43084-4
1,500 円〔本体〕+税

*9784568430844*

 

クラシックに捧ぐ～アナログ主義者が独断と偏見で選んだ後世に語り継ぎたい名演奏

～ 
横溝 亮一 著 
KADOKAWA 
異論、反論大歓迎！ 音楽試聴歴 70 年をこえる著者が独断と偏見で、語り継ぎたい

名演奏をプライベートな交流記録を交え綴る。クラシック界に大反響を巻き起こした『ク

ラシックの愉しみ』待望の続編が刊行！ 
産経新聞 2014/04/13 

2014:02. / 246p 
978-4-04-110660-0
2,300 円〔本体〕+税

*9784041106600*

 

寂しい丘で狩りをする 
辻原 登 著 
講談社 
敦子はかつて自分をレイプして逮捕された凶悪犯、押本の復讐に脅える。敦子に依頼

され押本を尾行する探偵、みどりもまた交際相手の暴力に苦しんでいた。追い詰められ

た女たちが 後に選んだ道は…。『群像』連載を単行本化。 
産経新聞 2014/04/13 

2014:03. / 339p 
978-4-06-218856-2
1,600 円〔本体〕+税

*9784062188562*
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自分史ときどき昭和史 
山藤 章二 著 
岩波書店 
絵を描こうとしたきっかけは? 山藤流イラストはどのようにして生まれたか? 笑いあり涙あ

りの 77 年を独自の一人語り調によって自在に綴り、当時の世相やデザイン・広告業界

の動きを交え、戦後の昭和を活き活きと描きだす。 
産経新聞 2014/04/13 

2014:02. / 14p,258p
978-4-00-025948-4
1,900 円〔本体〕+税

*9784000259484*

 

うまくいく人はいつも交渉上手(講談社+α 文庫 G244-1) 
齋藤 孝/ 射手矢 好雄 著 
講談社 
交渉力の「7 つのカギ」を身につければ、あなたの交渉力は劇的に変わる。 前線の交

渉術を、コミュニケーションの達人・齋藤孝と、超一流弁護士・射手矢好雄の対談形式

でわかりやすく解説する。 
産経新聞 2014/04/13、日本経済新聞 2014/04/13 

2014:01. / 253p 
978-4-06-281544-4
690 円〔本体〕+税 

*9784062815444*

 

シェア No.1 の秘訣<2> 
日本 IT 特許組合/ 『財界』編集部 著 
財界研究所 
創業間もない会社がなぜトップシェアを握れるのか? 「ブイキューブ」間下直晃、「イン

フォグリーン」竹原司らが、シェア No.1 を勝ち取るに当たって実践したことを語る。伊佐

山建志と安達一彦の対談も収録。 
産経新聞 2014/04/19 

2014:03. / 207p 
978-4-87932-097-1
1,500 円〔本体〕+税

*9784879320971*

 

能、ドラマが立ち現れるとき(角川選書 535) 
土屋 恵一郎 著 
KADOKAWA 
室町以前の「文学」を再構築し、身体芸の総合芸術へと変革した能。その代表的な作

品の舞台から、能という装置と身体によって顕わになるものを凝視し、逸脱のテキスト論

を展開。能の見方を挑発する現代能楽解体新書。 
産経新聞 2014/04/19 

2014:01. / 262p 
978-4-04-703535-5
1,800 円〔本体〕+税

*9784047035355*

 

人生心得帖／社員心得帖(PHP ビジネス新書 松下幸之助ライブラリー M01) 
松下 幸之助 著 
ＰＨＰ研究所 
松下幸之助が 90 年をかけて感得した「人生の心得」とはいかなるものなのか。また、社

員を育てることに心血を注いだ松下が到達した「社員としての心得」とはどのような姿勢

なのか。その極意に触れることのできる一冊。 
産経新聞 2014/04/19 

2014:04. / 239p 
978-4-569-81856-6
860 円〔本体〕+税 

*9784569818566*

 

出土文字に新しい古代史を求めて 
平川 南 著 
同成社 
出土文字資料の解読からとらえ直す日本古代史像 
産経新聞 2014/04/20 

2014:04. / 5p,218p 
978-4-88621-665-6
2,500 円〔本体〕+税

*9784886216656*
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たべものくらべっこえほん 
高岡 昌江/ 柳沢 幸江/ すがわら けいこ 著 
学研教育出版 
子どもたちが間違えやすい食品を比べて紹介し、どこがちがうのかイラストでくわしく解

説します。親子で楽しめる一冊です。 
産経新聞 2014/04/20 

2013:12. / 47p 
978-4-05-203647-7
1,400 円〔本体〕+税

*9784052036477*

 

災後のメディア空間～論壇と時評 2012-2013～ 
佐藤 卓己 著 
中央公論新社 
震災復興の議論と脱原発のデモ、民主党政権の「決められない政治」からアベノミクス

の「ファスト政治」まで。震災後、論壇とメディアはどのように展開したのか。『東京新聞』

ほか掲載の論壇時評等を収録。 
産経新聞 2014/04/20 

2014:02. / 270p 
978-4-12-004590-5
1,700 円〔本体〕+税

*9784120045905*

 

東京タクシードライバー 
山田 清機 著 
朝日新聞出版 
妻に逃げられた元ホームレス、石原裕次郎に「タメ口」をきいた男、気の優しい、いじめ

られっ子が持つ誇り、「専業主夫」を認めた女性…。13 人のタクシードライバーを見つ

めた、現代日本・ノンフィクション。 
産経新聞 2014/04/20 

2014:02. / 284p 
978-4-02-331260-9
1,400 円〔本体〕+税

*9784023312609*

 

ひとつひとつ。少しずつ。 
鈴木 明子 著 
KADOKAWA 
誰かと比べない。戦うのは自分自身-。32 キロまで体重が落ちた摂食障害を乗り越え、

オリンピックに 2 度出場したフィギュアスケート日本代表・鈴木明子が、スケート人生を

振り返りつつ、不安や恐怖を乗り越える方法を明かす。 
産経新聞 2014/04/20 

2014:04. / 157p 
978-4-04-600297-6
1,200 円〔本体〕+税

*9784046002976*

 

クール・ジャパンはなぜ嫌われるのか～「熱狂」と「冷笑」を超えて～(中公新書ラクレ 
491) 
三原 龍太郎 著 
中央公論新社 
なぜ人は実態を知らないままに嫌い、反発するのか? かつて「オタク官僚」として政策

の 前線に立ち、オックスフォードで研究を続ける著者が、文化、社会、歴史、政策、

海外の実態から縦横無尽にクール・ジャパンを検証する。 
産経新聞 2014/04/20 

2014:04. / 261p 
978-4-12-150491-3
820 円〔本体〕+税 

*9784121504913*

 

小さな異邦人 
連城 三紀彦 著 
文藝春秋 
8 人の子供と母親からなる家族へかかってきた 1 本の脅迫電話。「子供の命は預かっ

た、3 千万円を用意しろ」 だが、家には子供全員が揃っていた!? 表題作など全 8 篇を

収録した短篇集。『オール讀物』掲載を書籍化。 
産経新聞 2014/04/20、朝日新聞 2014/04/06、東京・中日新聞 2014/04/27 

2014:03. / 316p 
978-4-16-390030-8
1,600 円〔本体〕+税

*9784163900308*
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へるん先生の汽車旅行～小泉八雲、旅に暮らす～ 
芦原 伸 著 
集英社インターナショナル 
小泉八雲は元祖バックパッカーだった。明治２３年、一人の食い詰めたジャーナリスト

が、大陸横断鉄道でカナダを横断、横浜を経て松江 
産経新聞 2014/04/20、朝日新聞 2014/04/20、東京・中日新聞 2014/04/20 

2014:02. / 276p 
978-4-7976-7267-1
1,700 円〔本体〕+税

*9784797672671*

 

学生との対話 
小林 秀雄 著, 小林 秀雄/ 新潮社 編 
新潮社 
「さあ、何でも訊いて下さい」。どこかの白熱教室などメではない、学生の大興奮が伝わ

る対話、初の刊行。小林秀雄は親切で面白く、分かり易かった！ 
産経新聞 2014/04/20、読売新聞 2014/04/27 

2014:03. / 205p 
978-4-10-308207-1
1,300 円〔本体〕+税

*9784103082071*

 

勇者たちへの伝言～いつの日か来た道～ 
増山 実 著 
角川春樹事務所 
正秋は、小学生の頃、今は亡き父と初めてプロ野球観戦した日のことを思い出しつつ

街を歩いていた。かつての西宮球場跡地に足を踏み入れた正秋の意識は、そこから

40 数年前の「いつの日か来た道」へと飛び…。 
産経新聞 2014/04/26 

2013:12. / 319p 
978-4-7584-1231-5
1,600 円〔本体〕+税

*9784758412315*

 

世界が憧れる天皇のいる日本 
黄 文雄 著 
徳間書店 
外国からの天皇観、日本はなぜ「万世一系」が可能だったのか、天皇と他国の元首との

差異、天皇と日本人の関係について…。台湾で生まれ育った著者が、第三者の目から

天皇と日本人について分析した、日本人が知らない天皇論。 
産経新聞 2014/04/26 

2014:04. / 214p 
978-4-19-863753-8
1,000 円〔本体〕+税

*9784198637538*

 

ヒューマンバンドをチューニングすれば全てが思い通りになる<2> 場面別問題解消の

仕方&望みの叶え方 
うさぎ 著 
郁朋社 
良いことを意識すると良いエネルギーに同調、意識を言葉にして重ねれば、エネルギ

ーが増幅して良い現象が現れる! 人間の送受信する波長の範囲=ヒューマンバンドを

チューニングして望みを叶える方法を紹介。書き込み欄あり。 
産経新聞 2014/04/26 

2014:01. / 158p 
978-4-87302-571-1
800 円〔本体〕+税 

*9784873025711*

 

精霊の守り人(新潮文庫)  
上橋 菜穂子 著 
新潮社 
産経新聞 2014/04/27 

2007:03. / ３６０ｐ 
978-4-10-130272-0
590 円〔本体〕+税 

*9784101302720*



 8  

 

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 
産経新聞 2014/04/27 

2014:03. / 370p 
978-4-309-02266-6
1,800 円〔本体〕+税

*9784309022666*

 

貘の檻 
道尾 秀介 著 
新潮社 
かつて父親が犯した殺人。その真相を探る私を襲う異様な出来事。真実は悪夢の中に

ある――幻惑の極致に誘う待望の超本格ミステリー！ 
産経新聞 2014/04/27 

2014:04. / 422p 
978-4-10-300336-6
1,800 円〔本体〕+税

*9784103003366*

 

心を灯すマッチのように 
高野 澄子 著 
KADOKAWA 
日本のマザー･テレサ、江角ヤスの精神を受け継ぐ東京純心女子学園理事長、高野澄

子が、江角ヤスの言葉を厳選、思い出や体験を織り交ぜて万人に響く、充実した毎日

を送るための指針としてまとめました。 
産経新聞 2014/04/27 

2014:03. / 191p 
978-4-04-066348-7
1,000 円〔本体〕+税

*9784040663487*

 

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。 
産経新聞 2014/04/27 

2014:02. / 233p 
978-4-569-81726-2
860 円〔本体〕+税 

*9784569817262*

 

しあわせのハードル～タイでエイズ孤児たちと暮らして～ 
名取 美和 著 
御茶の水書房 
タイのチェンマイにある HIV に母子感染した孤児たちの生活施設、バーンロムサイ。設

立者である著者が、子どもたちと分かち合ったことや、寄付だけに頼らず地域色を活か

した事業を展開する施設での暮らしなどについて綴る。 
産経新聞 2014/04/27 

2013:12. / 214p 
978-4-275-01057-5
2,200 円〔本体〕+税

*9784275010575*

 

REAL MARKETING 
藤田 康人 著 
宣伝会議 
日本企業に必要なのは、マーケティング・マネジメントを 適化する仕組みだ-。数々の

企業のマーケティング課題を解決してきた著者が、売れ続ける仕組みづくりの考え方や

メソッドを、具体的な事例を取り上げながら解説する。 
産経新聞 2014/04/27 

2014:04. / 199p 
978-4-88335-298-2
1,600 円〔本体〕+税

*9784883352982*
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黒澤明が選んだ 100 本の映画(文春新書 967) 
黒澤 和子 編 
文藝春秋 
巨匠・黒澤明が生前に選んだお気に入りの映画 100 本。「黄金狂時代」「荒野の決闘」

「ゴジラ」「ベン・ハー」「となりのトトロ」「HANA-BI」…。古今東西の名作への思いを長

女・黒澤和子が再現する。 
産経新聞 2014/04/27、読売新聞 2014/04/27 

2014:04. / 228p 
978-4-16-660967-3
780 円〔本体〕+税 

*9784166609673*

 

あるときの物語<下> 
ルース・オゼキ/ 田中 文 著 
早川書房 
人生を終わらせようと決意したナオは、その前に敬愛する曾祖母の生涯を書き残そうと

日記をつづる。ナオはどうなってしまうのか、日記を読むルースは様々な問いを抱え

る。交錯し、共鳴する人々の運命が向かう先は…。 
産経新聞 2014/04/27、日本経済新聞 2014/04/13、毎日新聞 2014/04/13 

2014:02. / 321p 
978-4-15-209442-1
1,700 円〔本体〕+税

*9784152094421*

 

あるときの物語<上> 
ルース・オゼキ/ 田中 文 著 
早川書房 
カナダの島に住む作家ルースは、海岸に打ち上げられた弁当箱を見つける。その中に

入っていた日記の持ち主は東京の中学生ナオ。彼女が書き記す日々の話に引き込ま

れていくルースだが、いじめに苦しむナオは自殺をほのめかし…。 
産経新聞 2014/04/27、日本経済新聞 2014/04/13、毎日新聞 2014/04/13 

2014:02. / 323p 
978-4-15-209441-4
1,700 円〔本体〕+税

*9784152094414*

 

雷神の筒(集英社文庫)  
山本 兼一 著 
集英社 
朝日新聞 2014/04/06 

2009:03. / ４４４ｐ 
978-4-08-746421-4
667 円〔本体〕+税 

*9784087464214*

 

荒地の恋(文春文庫)  
ねじめ 正一 著 
文芸春秋 
朝日新聞 2014/04/06 

2010:07. / ３９１ｐ 
978-4-16-755904-5
600 円〔本体〕+税 

*9784167559045*

 

火天の城(文春文庫)  
山本 兼一 著 
文芸春秋 
朝日新聞 2014/04/06 

2007:06. / ４３０ｐ 
978-4-16-773501-2
630 円〔本体〕+税 

*9784167735012*

 

モリミテ 
中野 シズカ 著 
青林工芸舎 
朝日新聞 2014/04/06 

2014:03. / 218p 
978-4-88379-395-2
1,400 円〔本体〕+税

*9784883793952*
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利休にたずねよ(ＰＨＰ文芸文庫)  
山本 兼一 著 
ＰＨＰ研究所 
千利休の秘められた恋と死を描く長編歴史小説。 
朝日新聞 2014/04/06 

2010:10. / ５４０ｐ 
978-4-569-67546-6
838 円〔本体〕+税 

*9784569675466*

 

おさなごころを科学する～進化する乳幼児観～ 
森口 佑介 著 
新曜社 
発達心理学の視点から、乳幼児の心（おさなごころ）が大人の心とどう異なるのかを、歴

史的展開を追いつつ提示した 新研究。 
朝日新聞 2014/04/06 

2014:03. / 
11p,276p,24p 
978-4-7885-1374-7
2,400 円〔本体〕+税

*9784788513747*

 

「問い」としての公害～環境社会学者・飯島伸子の思索～ 
友澤 悠季 著 
勁草書房 
日本のレイチェル・カーソン、飯島伸子。その軌跡を通じ「公害」が「環境」学へ変貌を

遂げる過程で捨象したものを現在に問い直す。 
朝日新聞 2014/04/06 

2014:02. / 
7p,245p,60p 
978-4-326-60264-3
3,500 円〔本体〕+税

*9784326602643*

 

私の方丈記 
三木 卓 著 
河出書房新社 
混迷の時代にこそ読み継がれる「方丈記」を、随一の現代語訳で蘇らせ、自身の戦中

戦後体験と重ねながら、人生の本質を描く感動の書！ 
朝日新聞 2014/04/06 

2014:02. / 189p 
978-4-309-02263-5
760 円〔本体〕+税 

*9784309022635*

 

ジャン=ジャック・ルソーの政治哲学～一般意志・人民主権・共和国～ 
ブリュノ・ベルナルディ/ 永見 文雄/ 川出 良枝/ 古城 毅/ 王寺 賢太 著, ブリュノ・

ベルナルディ/ 三浦 信孝 編 
勁草書房 
ルソー研究の泰斗ベルナルディの論文集。厳密なテキスト生成研究により、ルソーの政

治哲学の解釈を刷新。各章にわかりやすい解題付。 
朝日新聞 2014/04/06 

2014:02. / 22p,206p
978-4-326-10229-7
3,500 円〔本体〕+税

*9784326102297*

 

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。 
朝日新聞 2014/04/06 

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

*9784062882552*

 

あなたの住まいの見つけ方～買うか、借りるか、つくるか～(ちくまプリマー新書 211) 
三浦 展 著 
筑摩書房 
今どんな住み方が賢いのか、どんな新しい住み方が生まれているのか。戦後の日本人

の住まい方の変遷をたどりつつ、リノベーション、シェアハウスなどの 新動向を紹介す

る。 
朝日新聞 2014/04/06 

2014:03. / 191p 
978-4-480-68915-3
880 円〔本体〕+税 

*9784480689153*
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佐藤優の沖縄評論(光文社知恵の森文庫 t さ 6-1) 
佐藤 優 著 
光文社 
官僚の論理に打ち勝つ沖縄社会の知恵とは! 外務官僚として体得した東京の永田町

(政界)、霞ケ関(官界)の文法(内在的論理)を踏まえた上で、沖縄を中心にして世界を

論じる。 
朝日新聞 2014/04/06 

2014:03. / 287p 
978-4-334-78641-0
680 円〔本体〕+税 

*9784334786410*

 

命もいらず名もいらず<上> 幕末篇(集英社文庫 や 43-3) 
山本 兼一 著 
集英社 
幕府旗本の家に生まれた山岡鉄舟は、幼い頃から剣、禅、書の修行に励み、おのれを

鍛え抜いた。長じて山岡静山に槍を学び、清河八郎らと知り合って…。 後のサムラ

イ・山岡鉄舟の生涯を描く。 
朝日新聞 2014/04/06 

2013:05. / 486p 
978-4-08-745065-1
830 円〔本体〕+税 

*9784087450651*

 

わたしのウチには、なんにもない。<2> なくても暮していけるんです 
ゆるり まい 著 
KADOKAWA 
捨て変態参上。持たない暮し続行中! 汚屋敷で育ったことがトラウマで「物を捨てたい

病」を発症した著者が、自分なりの捨てるコツや片づけのルールをコミックで紹介。

Q&A コーナーなども収録。 
朝日新聞 2014/04/06 

2013:09. / 141p 
978-4-04-729121-8
1,000 円〔本体〕+税

*9784047291218*

 

人間は料理をする<下> 空気と土 
マイケル・ポーラン/ 野中 香方子 著 
ＮＴＴ出版 
キッチンは自然界への魔法の扉！▼下巻では四大元素（火、水、空気、土）のうち、空

気を使う料理（パン）、土＝発酵を使う料理（ザワークラウト、キムチ、チーズ、酒）の 2 要

素をとりあげている。 
朝日新聞 2014/04/06 

2014:02. / 300p 
978-4-7571-6059-0
2,600 円〔本体〕+税

*9784757160590*

 

レヴィナス著作集<1> 捕囚手帳ほか未刊著作 
エマニュエル・レヴィナス/ ロドルフ・カラン/ カトリーヌ・シャリエ/ 三浦 直希/ 渡名喜 

庸哲/ 藤岡 俊博 著 
法政大学出版局 
戦前から戦後期に書かれた哲学的な覚え書きや小説作品、講演原稿などの未刊テク

ストを集成したレヴィナスの著作集。1 は、捕虜収容所時代の手帳や論考をはじめ、

「全体性と無限」準備期の哲学雑記を収録。 
朝日新聞 2014/04/06 

2014:03. / 545p,27p
978-4-588-12121-0
5,200 円〔本体〕+税

*9784588121210*

 

植物は人類最強の相棒である(PHP 新書 917) 
田中 修 著 
ＰＨＰ研究所 
植物は驚異の適応力で人類を支えてきた。人類 強の相棒といえる植物たちの足跡

や力強い生きざまをはじめ、植物たちの力を生かすための人間の知恵と努力、過去か

ら現在までの共存・共生の姿などを紹介する。 
朝日新聞 2014/04/06 

2014:04. / 272p 
978-4-569-81879-5
840 円〔本体〕+税 

*9784569818795*
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USJ のジェットコースターはなぜ後ろ向きに走ったのか?～V 字回復をもたらしたヒット

の法則～ 
森岡 毅 著 
KADOKAWA 
お金がないならアイデアを振り絞れ！ 後ろ向きコースター、ゾンビの大量放出、絶対

生還できないアトラクション・・・斬新な戦略で復活した USJ の改革の軌跡をキーマンが

綴る。USJ 初にして唯一のビジネス書 
朝日新聞 2014/04/06 

2014:02. / 253p 
978-4-04-110697-6
1,400 円〔本体〕+税

*9784041106976*

 

しない生活～煩悩を静める 108 のお稽古～(幻冬舎新書 こ-20-1) 
小池 龍之介 著 
幻冬舎 
つながりすぎない、せかさない、比べない…。辛さから逃れようとして何か「する」のでは

なく、ただ内省により心を静める「しない」生活を、ブッダの言葉をひもときながらお稽古

します。『朝日新聞』連載を書籍化。 
朝日新聞 2014/04/06 

2014:03. / 241p 
978-4-344-98340-3
780 円〔本体〕+税 

*9784344983403*

 

星晃さんのアルバムから国鉄車輌誕生秘話(NEKO MOOK 2102) 
星 晃/ 岡田 誠一 著 
ネコ・パブリッシング 
湘南電車、こだま型、20 系はやぶさ、新幹線 0 系など、数々の名車輌を生み出してき

た元国鉄副技師長・星晃の秘蔵のアルバムを、気鋭の研究者である岡田誠一が解説

する。『Rail Magazine』連載を再編集。 
朝日新聞 2014/04/06 

2014:03. / 145p 
978-4-7770-1602-0
2,667 円〔本体〕+税

*9784777016020*

 

命もいらず名もいらず<下> 明治篇(集英社文庫 や 43-4) 
山本 兼一 著 
集英社 
将軍徳川慶喜の意向を受け、命懸けで官軍の陣を突破し、西郷隆盛と談判。江戸無

血開城への素地をつくる。そして無私の人となりを見込まれ、侍従として明治天皇の教

育係に…。動乱の時代を生き抜いた山岡鉄舟の生涯を描く。 
朝日新聞 2014/04/06 

2013:05. / 587p 
978-4-08-745066-8
880 円〔本体〕+税 

*9784087450668*

 

八代目正蔵戦中日記 
八代目林家正蔵 著, 八代目林家正蔵/ 瀧口 雅仁 編 
青蛙房 
見渡すかぎりの焼野原、サァ、強くなるのだ-。仲間や家族への愛情深く、芸人として清

貧に生きた落語家、八代目林家正蔵の昭和 16 年から昭和 20 年までの日記を収録。

戦中の東京の姿を知ることのできる、一級の庶民文化史。 
朝日新聞 2014/04/06 

2014:03. / 278p 
978-4-7905-0304-0
2,400 円〔本体〕+税

*9784790503040*

 

わたしのウチには、なんにもない。～「物を捨てたい病」を発症し、今現在に至ります

～ 
ゆるり まい 著 
KADOKAWA 
必要のないと感じる物があると、もうだめ。捨てたいんです! およそ 10 年前、「物を捨て

たい病」を発症した著者が、「捨て魔」になった理由や、そのときの家族の反応などをコ

ミックで紹介。著者のおうち拝見コーナーも収録。 
朝日新聞 2014/04/06 

2013:03. / 151p 
978-4-04-728683-2
1,000 円〔本体〕+税

*9784047286832*
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師父の遺言 
松井 今朝子 著 
ＮＨＫ出版 
祇園の料亭に育ち、歌舞伎の世界に飛び込んだ私は、稀代の演出家にして昭和の怪

人、武智鉄二に出会う。この反骨の師が教えくれた人生の闘い方とは-。波乱万丈の半

生を綴る自伝文学。NHK 出版 WEB マガジン連載を単行本化。 
朝日新聞 2014/04/06 

2014:03. / 282p 
978-4-14-005649-3
1,600 円〔本体〕+税

*9784140056493*

 

難病カルテ～患者たちのいま～ 
蒔田 備憲 著 
生活書院 
パーキンソン病、ALS、潰瘍性大腸炎…。難病の「いま」が、ここにある! 治らない病気

を抱えて生きる患者のありのままの日常を描く。『毎日新聞』佐賀県版連載に、大幅な

加筆・修正を加えて書籍化。 
朝日新聞 2014/04/06 

2014:02. / 459p 
978-4-86500-019-1
2,200 円〔本体〕+税

*9784865000191*

 

人間は料理をする<上> 火と水 
マイケル・ポーラン/ 野中 香方子 著 
ＮＴＴ出版 
キッチンは自然界への魔法の扉。料理は錬金術だ! アメリカきっての食の権威が描く、

愉快で驚きに満ちた料理修業の物語。上は、「火」と「水」をテーマに、バーベキューと

煮込み料理に挑戦する。レシピも掲載。 
朝日新聞 2014/04/06 

2014:02. / 270p 
978-4-7571-6058-3
2,600 円〔本体〕+税

*9784757160583*

 

線路はつながった～三陸鉄道復興の始発駅～ 
冨手 淳 著 
新潮社 
大震災で線路を破壊され、会社存亡の危機に晒された三陸鉄道。あまちゃんの舞台と

もなったローカル鉄道が、丸三年で完全復旧するまでの激動の日々。 
朝日新聞 2014/04/06、東京・中日新聞 2014/04/13 

2014:02. / 183p 
978-4-10-335271-6
1,200 円〔本体〕+税

*9784103352716*

 

「サバを読む」の「サバ」の正体～NHK 気になることば～(新潮文庫 え-23-1) 
NHK アナウンス室 編 
新潮社 
「ある意味」ってどんな意味? 「朝いち」は何時? 何気なく使っている日本語の意味を

NHK アナウンス室が見直します。NHK テレビ「お元気ですか日本列島」のコーナー

「ことばおじさんの気になることば」から誕生。 
朝日新聞 2014/04/06、読売新聞 2014/04/06 

2014:03. / 321p 
978-4-10-125761-7
550 円〔本体〕+税 

*9784101257617*

 

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。 
朝日新聞 2014/04/06、読売新聞 2014/04/13、日本経済新聞 2014/04/06、毎日新聞 
2014/04/20 

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

*9784582857238*
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ザ・中島らも～らもとの三十五光年～(河出文庫 す 14-1) 
鈴木 創士 著 
河出書房新社 
いまだ熱い伝説として人びとを魅了する中島らもの盟友が詩的に描く肖像と交友の軌

跡。名著にその後の文章、対談を集成した決定版。 
朝日新聞 2014/04/06、日本経済新聞 2014/04/20 

2014:03. / 283p 
978-4-309-41283-2
800 円〔本体〕+税 

*9784309412832*

 

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。 
朝日新聞 2014/04/06、日本経済新聞 2014/04/20 

2014:01. / 16p,293p
978-4-00-025944-6
2,800 円〔本体〕+税

*9784000259446*

 

和製英語事典 
亀田 尚己/ 青柳 由紀江/ J.M.クリスチャンセン 著 
丸善出版 
今まであるようでなかったこの分野 本邦初の事典！ 
朝日新聞 2014/04/06、毎日新聞 2014/04/06 

2014:01. / 15p,330p
978-4-621-08763-3
3,800 円〔本体〕+税

*9784621087633*

 

死国(角川文庫)  
坂東 真砂子 著 
KADOKAWA 
朝日新聞 2014/04/13 

1996:08. / ３４４ｐ 
978-4-04-193202-5
590 円〔本体〕+税 

*9784041932025*

 

いちばんいいスカ－ト(フラワ－コミックス α フラワ－ズ) 
谷和野 著 
小学館 
朝日新聞 2014/04/13 

2014:03. / 190p 
978-4-09-135745-8
429 円〔本体〕+税 

*9784091357458*

 

１１人いる！ 新編集版(小学館文庫)  
萩尾 望都 著 
小学館 
朝日新聞 2014/04/13 

1994:12. / ３２３ｐ 
978-4-09-191011-0
562 円〔本体〕+税 

*9784091910110*

 

宇宙からの帰還(中公文庫)  
立花 隆 著 
中央公論新社 
朝日新聞 2014/04/13 

1985:07. / ３７５ｐ 
978-4-12-201232-5
800 円〔本体〕+税 

*9784122012325*
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うさみみ([パラパラブックス] vol.6) 
もうひとつの研究所 著 
青幻舎 
朝日新聞 2014/04/13 

2010:11. / 1 冊(ペ
ージ付なし) 
978-4-86152-276-5
1,000 円〔本体〕+税

*9784861522765*

 

クリスマスの足音 
もうひとつの研究所 著 
青幻舎 
朝日新聞 2014/04/13 

2011:11. / 1 冊(ペ 
978-4-86152-316-8
1,200 円〔本体〕+税

*9784861523168*

 

申し訳ない、御社をつぶしたのは私です。～コンサルタントはこうして組織をぐちゃぐち

ゃにする～ 
カレン・フェラン/ 神崎 朗子 著 
大和書房 
チャートやツールには何の意味もなかった！ 
朝日新聞 2014/04/13 

2014:03. / 317p,6p 
978-4-479-79433-2
1,600 円〔本体〕+税

*9784479794332*

 

2014 サッカーワールドカップブラジル大会ハンドブック～開催 12 都市ガイド～ 
Equipe J/ 大住 良之 著 
同学社 
W 杯の情報満載。熱狂するブラジルが見える 
朝日新聞 2014/04/13 

2014:04. / 146p 
978-4-8102-0302-8
1,700 円〔本体〕+税

*9784810203028*

 

地球全史スーパー年表 
日本地質学会/ 清川 昌一/ 伊藤 孝/ 池原 実/ 尾上 哲治 著 
岩波書店 
地球 46 億年の全歴史が、一枚の特大ポスターに！ 
朝日新聞 2014/04/13 

2014:02. / 1 枚 
978-4-00-006250-3
1,300 円〔本体〕+税

*9784000062503*

 

歓迎の多い村([パラパラブックス] vol.5) 
もうひとつの研究所 著 
青幻舎 
パラパラとページをめくれば幻想的なアニメーションがあらわれる。にぎやかで鮮やか

なある村の様子。 
朝日新聞 2014/04/13 

2010:11. / 1 冊(ペ
ージ付なし) 
978-4-86152-275-8
1,000 円〔本体〕+税

*9784861522758*

 

朱鳥(あかみどり)の陵 
坂東 眞砂子 著 
集英社 
時は飛鳥。夢を読み解く力を持った白妙が、時の太上天皇讃良、後の持統天皇の心

の中に飲み込まれていく。 
朝日新聞 2014/04/13 

2012:03. / 371p 
978-4-08-771439-5
1,800 円〔本体〕+税

*9784087714395*
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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。 
朝日新聞 2014/04/13 

2014:01. / 274p,20p
978-4-560-08345-1
2,400 円〔本体〕+税

*9784560083451*

 

まほろばの王たち 
仁木 英之 著 
講談社 
もし、誰も知らない舞台でしか描けない、とてつもなく魅力的な物語があったとしたら。

未来を切り拓くファンタジー感動長編。 
朝日新聞 2014/04/13 

2014:03. / 267p 
978-4-06-218828-9
1,400 円〔本体〕+税

*9784062188289*

 

教授と少女と錬金術師 
金城 孝祐 著 
集英社 
常軌を逸したエネルギーで全選考委員を圧倒し困惑させた、すばる文学賞史上、 大

の問題作。「毛」をめぐり、不思議な力を持つ少女と 
朝日新聞 2014/04/13 

2014:02. / 180p 
978-4-08-771550-7
1,200 円〔本体〕+税

*9784087715507*

 

くちぬい 
坂東 眞砂子 著 
集英社 
首都圏の放射能汚染から逃れるために東京から西日本の村に移住した夫婦。村の暮

らしは悪くないものに思えたが、些細な土地のトラブル 
朝日新聞 2014/04/13 

2011:09. / 309p 
978-4-08-775403-2
1,600 円〔本体〕+税

*9784087754032*

 

ヴァギナ 
ナオミ・ウルフ/ 桃井 緑美子 著 
青土社 
アメリカを代表するフェミニストが「ヴァギナ」とは何かに迫る。単に文化論に止まらない

渾身のルポルタージュにしてヴァギナ論決定版 
朝日新聞 2014/04/13 

2014:02. / 427p,9p 
978-4-7917-6764-9
3,200 円〔本体〕+税

*9784791767649*

 

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。 
朝日新聞 2014/04/13 

2014:02. / 283p 
978-4-10-398508-2
1,400 円〔本体〕+税

*9784103985082*

 

むしくいさま(PARA PARA BOOKS vol.8) 
もうひとつの研究所 著 
青幻舎 
手の中でパラパラとページをめくると、アニメーションのような不思議な世界が現れる。

史上 大のボリュームと、くせになる穴の動きが楽しめる本。穴あきしかけ付き。 
朝日新聞 2014/04/13 

2013:10. / 1 冊(ペ
ージ付なし) 
978-4-86152-418-9
1,200 円〔本体〕+税

*9784861524189*
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隠された刻(とき) 
坂東 眞砂子 著 
新潮社 
南太平洋の島に伝わる謎の砂絵。その伝説が解明されたとき、かつて跋扈した日本人

の欲望と情念が甦る-。明治、戦中、平成を往還して描く叙事詩ミステリー。『小説新潮』

連載を単行本化。 
朝日新聞 2014/04/13 

2013:02. / 374p 
978-4-10-414706-9
1,800 円〔本体〕+税

*9784104147069*

 

アイドル楽曲ディスクガイド 
ピロスエ 編 
アスペクト 
ニッポンのアイドル文化を代表するあの名曲から、DJ ご用達のダンサブルで「使える」

ナンバー、さらに時代が生んだ珍盤奇盤までを網羅した「アイドル歌謡」永久保存版の

一冊がついに登場 
朝日新聞 2014/04/13 

2012:11. / 255p 
978-4-7572-2155-0
2,500 円〔本体〕+税

*9784757221550*

 

オフィシャル・ベースボール・ガイド～プロ野球公式記録集～<2014> 
日本野球機構 編 
共同通信社 
2013 年のプロ野球界の出来事や、新人選手選択会議、フリーエージェント、セントラ

ル・リーグ、パシフィック・リーグ、セ・パ交流戦、日本シリーズ、オールスター・ゲームな

どの各種成績・記録を収録する。 
朝日新聞 2014/04/13 

2014:02. / 615p 
978-4-7641-0666-6
2,762 円〔本体〕+税

*9784764106666*

 

「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。 
朝日新聞 2014/04/13 

2014:01. / 214p 
978-4-02-331261-6
1,600 円〔本体〕+税

*9784023312616*

 

性の悩み、セックスで解決します。～900 人に希望を与えた性治療士の手記～ 
シェリル・T.コーエン�グリーン/ ローナ・ガラーノ/ 柿沼 瑛子 著 
イーストプレス 
性に対して悩みを抱える人たちのために、セックスの「代行」レッスンをする専門家「サロ

ゲートパートナー」。長年、その仕事に献身した女性シェリルが、出会ったクライアントた

ちの「性のかたち」と、激動の半生を語る。 
朝日新聞 2014/04/13 

2014:02. / 441p 
978-4-7816-1127-3
2,200 円〔本体〕+税

*9784781611273*

 

ぼくの絵本じゃあにぃ(NHK 出版新書 429) 
荒井 良二 著 
ＮＨＫ出版 
大人の常識にしばられず、子どものように自由に考え、描くにはどうすればいいか。日

本を代表する絵本作家・荒井良二が、自らの個人史にも立ち返りながら、子どもから大

人までを魅了してやまない創作と発想の内実を初めて記す。 
朝日新聞 2014/04/13 

2014:03. / 201p 
978-4-14-088429-4
780 円〔本体〕+税 

*9784140884294*
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雲は答えなかった～高級官僚その生と死～(PHP 文庫 こ 60-1) 
是枝 裕和 著 
ＰＨＰ研究所 
自身の良心と、職責との板挟みの末の悲劇。1990 年、水俣病訴訟を担当する官僚の

自殺はそう報じられた。だが妻の証言、彼の歩みを辿るうち、見えざる側面が浮かび上

がってきた。是枝裕和監督の原点となるノンフィクション。 
朝日新聞 2014/04/13 

2014:03. / 308p 
978-4-569-76155-8
648 円〔本体〕+税 

*9784569761558*

 

めからかいこうせん 第２版(〔パラパラブックス〕)  
もうひとつの研究所 著 
青幻舎 
ほら、目を開けてごらん。暗くて目を開けてても、閉じてても、何も見えないけれど、目を

開けてみて。瞳ほど眩しい物はないって暗がりに住む誰かが言ってるよ。手の中でパラ

パラとページをめくると、アニメーションのような不思議な世界が現れる。 
朝日新聞 2014/04/13 

2010:03. / １冊（ペ

ージ付なし） 
978-4-86152-225-3
1,000 円〔本体〕+税

*9784861522253*

 

ばくだんむし(〔パラパラブックス〕)  
もうひとつの研究所 著 
青幻舎 
研究所で生まれて研究所で死んだ。かわいそうなばくだんむし。うごうごうごめくばくだ

んむし。噂に聞いた広い世界が見たかったけど、叶わないからふっとんだ。手の中でパ

ラパラとページをめくると、アニメーションのような不思議な世界が現れる。穴あきしかけ

付き。 
朝日新聞 2014/04/13 

2009:12. / １冊（ペ

ージ付なし） 
978-4-86152-226-0
1,200 円〔本体〕+税

*9784861522260*

 

客の多い穴 第２版(〔パラパラブックス〕)  
もうひとつの研究所 著 
青幻舎 
おじゃましまーす！ みんな大好きな村主さんは小さな穴の大きな穴に住んでいて、一

人寂しく暮らしています。みんなはそんな寂しい村主さんが大好き。村主さんがケッコン

しちゃったら嫌いになるからね。手の中でパラパラとページをめくると、アニメーションの

ような不思議な世界が現れる。 
朝日新聞 2014/04/13 

2010:03. / １冊（ペ

ージ付なし） 
978-4-86152-224-6
1,000 円〔本体〕+税

*9784861522246*

 

階段のふり(〔パラパラブックス〕)  
もうひとつの研究所 著 
青幻舎 
一段、二段、三段…。また段数が変わっている。あのね、階段は信用しちゃいけないん

だよ。どこに行けるのかわかりゃしない。階段っていうのは、気まぐれで自分勝手なやつ

らなんだよ。手の中でパラパラとページをめくると、アニメーションのような不思議な世界

が現れる。穴あきしかけ付き。 
朝日新聞 2014/04/13 

2009:12. / １冊（ペ

ージ付なし） 
978-4-86152-227-7
1,200 円〔本体〕+税

*9784861522277*

 

下岡蓮杖～日本写真の開拓者～ 
国書刊行会 
日本写真の開祖と称される下岡蓮杖。幕末から明治にかけて蓮杖が撮影した初期写

真全 246 点のほか、日本画、洋画、工芸品など多岐にわたる作例と、 先端の論考か

らその謎に満ちた生涯に迫る。 
朝日新聞 2014/04/13 

2014:03. / 233p 
978-4-336-05782-2
2,800 円〔本体〕+税

*9784336057822*
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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。 
朝日新聞 2014/04/13、読売新聞 2014/04/06 

2014:02. / 330p 
978-4-06-218803-6
2,000 円〔本体〕+税

*9784062188036*

 

憎むのでもなく、許すのでもなく～ユダヤ人一斉検挙の夜～ 
ボリス・シリュルニク/ 林 昌宏 著 
吉田書店 
1944 年 1 月、ユダヤ人一斉検挙の犠牲となった 6 歳の著者は、収容所に送られる直

前に脱出した…。沈黙し続けてきた自らの壮絶な物語を静かに紡ぐほか、精神科医の

立場で、トラウマから逃れる方法も多角的に分析し記す。 
朝日新聞 2014/04/13、日本経済新聞 2014/04/27 

2014:03. / 341p 
978-4-905497-19-6
2,300 円〔本体〕+税

*9784905497196*

 

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。 
朝日新聞 2014/04/13、毎日新聞 2014/04/06 

2014:02. / 348p 
978-4-7987-0146-2
3,200 円〔本体〕+税

*9784798701462*

 

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。 
朝日新聞 2014/04/13、毎日新聞 2014/04/06 

2014:02. / 254p 
978-4-04-703536-2
1,800 円〔本体〕+税

*9784047035362*

 

驚くべき日本語(知のトレッキング叢書) 
ロジャー・パルバース 著 
集英社インターナショナル 
英・露・ポーランド・日本語。異なる文化的背景から生まれた 4 カ国語をマスターした外

国人作家が、比較言語論や自らの体験をもとに、世界に誇る日本語独自の魅力と「世

界共通語」としての可能性を説く。 
朝日新聞 2014/04/13、毎日新聞 2014/04/13 

2014:01. / 185p 
978-4-7976-7265-7
1,000 円〔本体〕+税

*9784797672657*

 

ＳＫ８Ｒ’Ｓ－スケ－タ－ズ－<１>(ビッグコミックススピリッツ) 
トジツキハジメ 著 
小学館 
朝日新聞 2014/04/20 

2014:03. / 205p 
978-4-09-186136-8
552 円〔本体〕+税 

*9784091861368*
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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 2014/04/20 

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

*9784121016553*

 

ワカコ酒<１>(ゼノンコミックス) 
新久千映 著 
徳間書店 
朝日新聞 2014/04/20 

2013:05. / 156p 
978-4-19-980145-7
562 円〔本体〕+税 

*9784199801457*

 

ワカコ酒<２>(ゼノンコミックス) 
新久千映 著 
徳間書店 
朝日新聞 2014/04/20 

2013:12. / 154p 
978-4-19-980178-5
562 円〔本体〕+税 

*9784199801785*

 

ビジネス・ゲーム～誰も教えてくれなかった女性の働き方～(知恵の森文庫)  
ベティ・Ｌ．ハラガン/ 福沢 恵子/ 水野谷 悦子 著 
光文社 
朝日新聞 2014/04/20 

2009:01. / ２１４ｐ 
978-4-334-78522-2
648 円〔本体〕+税 

*9784334785222*

 

ポーランド・ウクライナ・バルト史(新版世界各国史)  
伊東 孝之/ 井内 敏夫/ 中井 和夫 著 
山川出版社 
朝日新聞 2014/04/20 

1998:12. / ４３４，８

８ｐ 
978-4-634-41500-3
3,500 円〔本体〕+税

*9784634415003*

 

大人の学校<入学編>(静山社文庫)  
糸井 重里/ 淀川 長治/ 野田 秀樹/ 川崎 徹/ 荒俣 宏/ 天野 祐吉 著 
静山社 
朝日新聞 2014/04/20 

2010:09. / ３６８ｐ 
978-4-86389-064-0
838 円〔本体〕+税 

*9784863890640*

 

あのとき、この本 
こうの 史代 著, 「この絵本が好き!」集部 編 
平凡社 
71 名が思い出の絵本を語るエッセイ集 
朝日新聞 2014/04/20 

2014:01. / 149p 
978-4-582-83645-5
1,200 円〔本体〕+税

*9784582836455*
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ビアズリー怪奇幻想名品集(ToBi selection) 
ビアズリー/ 冨田 章 著 
東京美術 

も偉大なイラストレータの 高傑作を厳選 
朝日新聞 2014/04/20 

2014:03. / 143p 
978-4-8087-0985-3
1,800 円〔本体〕+税

*9784808709853*

 

世界を動かす聖者たち～グローバル時代のカリスマ～(平凡社新書 724) 
井田 克征 著 
平凡社 
今、世界の再宗教化が進行している。聖と俗、地域も越えて復権しつつあるカリスマた

ちを通じて、激動の南アジア社会を描く。 
朝日新聞 2014/04/20 

2014:03. / 239p 
978-4-582-85724-5
840 円〔本体〕+税 

*9784582857245*

 

歳月～鄭智我作品集～ 
鄭 智我/ 橋本 智保 著 
新幹社 
発禁小説「パルチザンの娘」でデビューした女流作家が、歴史に翻弄されて生きた

人々の日常を描く。第 7 回李孝石文学賞を受賞した「風景」など、全 8 編の短編を収

録。 
朝日新聞 2014/04/20 

2014:02. / 225p 
978-4-88400-106-3
1,800 円〔本体〕+税

*9784884001063*

 

ウクライナ・ナショナリズム～独立のディレンマ～  
中井 和夫 著 
東京大学出版会 
ソ連時代のウクライナの民族運動・対ロシア関係、ソ連解体後の民族関係、および独立

迄のプロセスと独立後のディレンマについて考察。ナショナリズムを世に問うた研究書。 
朝日新聞 2014/04/20 

1998:11. / ２６５，８

ｐ 
978-4-13-036093-7
7,200 円〔本体〕+税

*9784130360937*

 

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――。 
朝日新聞 2014/04/20 

2014:02. / 433p 
978-4-582-83646-2
2,900 円〔本体〕+税

*9784582836462*

 

亜米利加ニモ負ケズ(新潮文庫 ひ-31-2) 
アーサー・ビナード 著 
新潮社 
「日本人」のあなたのルーツは、日本語のどこにある? 「アメリカン」の意味は、これから

どこへ広がる? アーサー・ビナードが生活の根っこをさぐり、ユーモアの種を大胆にま

く。 
朝日新聞 2014/04/20 

2014:04. / 262p 
978-4-10-127682-3
520 円〔本体〕+税 

*9784101276823*
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藤子・F・不二雄大全集<[45]> 名犬ラッシー 
藤子・F・不二雄/ 藤子・F・不二雄 著 
小学館 
藤子・F・不二雄が描いたまんがを、掲載された雑誌ごとに分類して収録した大全集。

『たのしい三年生』に掲載された「名犬ラッシー」を収録するほか、小野耕世による解説

を収載する。 
朝日新聞 2014/04/20 

2014:04. / 389p 
978-4-09-143518-7
2,400 円〔本体〕+税

*9784091435187*

 

映画から見える世界～観なくても楽しめる、ちづこ流シネマガイド～ 
上野 千鶴子 著 
第三書館 
あるある人々のありえない運命は? 映画が教えてくれる「あのときの真実」とは? かくれ

たシネマフリーク・上野千鶴子初の映画評論集。『クロワッサン premium』連載を書籍

化。 
朝日新聞 2014/04/20 

2014:03. / 183p 
978-4-8074-1399-7
1,400 円〔本体〕+税

*9784807413997*

 

クマにあったらどうするか～アイヌ民族最後の狩人姉崎等～(ちくま文庫 あ 48-1) 
筑摩書房 
クマと遭遇したとき、人間は生き延びるために何をすればいいのか。「クマは師匠」とい

うアイヌ民族 後の狩人が、アイヌの知恵と自身の経験から導き出した、超実践的クマ

対処法を伝授する。 
朝日新聞 2014/04/20 

2014:03. / 366p 
978-4-480-43148-6
840 円〔本体〕+税 

*9784480431486*

 

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 2014/04/20 

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

*9784903619446*

 

グローバル・ブランディング～モノづくりからブランドづくりへ～(SG ビジネス双書) 
松浦 祥子 著 
中央経済社 
ジャパン・ブランドがグローバル市場で勝つためには何が必要なのか。資生堂、キッコ

ーマン、ネスレなど、国内外の著名ブランドを手掛けたブランディングのプロ達が、真の

ブランド戦略を指し示す。 
朝日新聞 2014/04/20 

2014:03. / 
4p,5p,286p 
978-4-502-09340-1
1,800 円〔本体〕+税

*9784502093401*

 

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。 
朝日新聞 2014/04/20 

2014:02. / 399p,6p 
978-4-484-14101-5
2,500 円〔本体〕+税

*9784484141015*
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わが恋せし女優たち 
逢坂 剛/ 川本 三郎 著 
七つ森書館 
エレオノーラ・ロッシ・ドラゴ、ヘディ・ラマー、フランセス・ディー、オードリー・ロング…。

ハリウッド全盛期の女優から、知る人ぞ知る演技派まで、外国映画女優について語る。

写真図版 104 点を収録。 
朝日新聞 2014/04/20 

2014:03. / 229p 
978-4-8228-1494-6
1,800 円〔本体〕+税

*9784822814946*

 

愛の国 
中山 可穂 著 
KADOKAWA 
満開の桜の下の墓地で行き倒れたひとりの天使――。昏い時代の波に抗い鮮烈な愛

の記憶を胸に、王寺ミチルは聖地サンティアゴ・デ・コンポステーラを目指す。愛と憎し

みを孕む魂の長い旅路を描く恋愛小説の金字塔！ 
朝日新聞 2014/04/20 

2014:02. / 431p 
978-4-04-110687-7
2,100 円〔本体〕+税

*9784041106877*

 

伝える極意(集英社新書 0727) 
長井 鞠子 著 
集英社 
意志があるから心が届く! 1970 年代から様々な国際交渉の場に通訳者として立ち会っ

てきた著者が、国内外の著名人との貴重なエピソードを交えながら言語を超えたコミュ

ニケーションの普遍的「法則」を紹介する。 
朝日新聞 2014/04/20 

2014:02. / 167p 
978-4-08-720727-9
680 円〔本体〕+税 

*9784087207279*

 

ヨーロッパの東方拡大  
羽場 久美子/ 小森田 秋夫/ 田中 素香/ 羽場 久美子 著 
岩波書店 
欧州統合?。それは深化と拡大しかありえない歴史プロジェクトなのか？ 異質性と多様

性を抱えた不確かな実験なのか？ 拡大の途上にあるＥＵの姿と問題性を包括的に捉

えようとした、４年間の共同研究の成果をまとめる。 
朝日新聞 2014/04/20 

2006:06. / ３６１，１

０ｐ 
978-4-00-025453-3
3,500 円〔本体〕+税

*9784000254533*

 

田原詩集(現代詩文庫 205) 
田 原 著 
思潮社 
2 つの国の間に宿命を定めた中国人詩人の日本語詩集を集成。「そうして岸が誕生し

た」「石の記憶」全篇と、未刊詩篇、中国語詩翻訳、インタビュー・エッセイを収録。谷川

俊太郎、白石かずこらによる作品論・詩人論も掲載。 
朝日新聞 2014/04/20 

2014:03. / 160p 
978-4-7837-0984-8
1,300 円〔本体〕+税

*9784783709848*

 

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。 
朝日新聞 2014/04/20 

2014:01. / 8p,165p 
978-4-8079-0843-1
1,800 円〔本体〕+税

*9784807908431*
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ネグリ、日本と向き合う(NHK 出版新書 430) 
アントニオ・ネグリ/ 市田 良彦/ 伊藤 守/ 上野 千鶴子/ 大澤 真幸/ 姜 尚中/ 白

井 聡/ 毛利 嘉孝 著 
ＮＨＫ出版 
2013 年、ついに来日を果たした、世界的な政治哲学者ネグリ。彼は、3・11 後の日本を

どう見たのか。原発問題など日本の課題から、現代の世界情勢までを率直に語る。日

本を代表する知識人によるネグリへの「応答」も収載。 
朝日新聞 2014/04/20 

2014:03. / 235p 
978-4-14-088430-0
820 円〔本体〕+税 

*9784140884300*

 

直木賞受賞エッセイ集成 
文藝春秋 編 
文藝春秋 
涙あり、笑いあり、しみじみと沁みてくるものあり。21 世紀に誕生した直木賞作家たち

が、幼少期の思い出、読書体験、創作にかける情熱などを明かした受賞エッセイ、およ

びインタビューを収録。『オール讀物』掲載を加筆修正。 
朝日新聞 2014/04/20 

2014:04. / 410p 
978-4-16-390045-2
2,000 円〔本体〕+税

*9784163900452*

 

図説人体イメージの変遷～西洋と日本 古代ギリシャから現代まで～(岩波現代全書 
027) 
坂井 建雄 著 
岩波書店 
古今東西の解剖図譜や芸術作品を素材に、人体が時代ごとにどのように認識され、表

現されてきたか、それがまた人びとにどのように影響したかを読み解く。現存する 古

の解剖図や江戸時代の腑分け図など貴重な図版も多数掲載。 
朝日新聞 2014/04/20 

2014:03. / 
14p,232p,6p 
978-4-00-029127-9
2,100 円〔本体〕+税

*9784000291279*

 

市川房枝と「大東亜戦争」～フェミニストは戦争をどう生きたか～ 
進藤 久美子 著 
法政大学出版局 
非戦論から戦争容認・協力へと転向したフェミニスト市川房枝の戦時期を、膨大な一次

資料を渉猟しつつ再検討し、フェミニズムと戦争の関係を解明。戦後高い評価を得た

市川の活動の淵源が戦時期にあるのか否かを探る。 
朝日新聞 2014/04/20、東京・中日新聞 2014/04/27 

2014:02. / 10p,668p
978-4-588-32704-9
9,500 円〔本体〕+税

*9784588327049*

 

書庫を建てる～1 万冊の本を収める狭小住宅プロジェクト～ 
松原 隆一郎/ 堀部 安嗣 著 
新潮社 
溢れる蔵書と祖父の仏壇を納める家がほしい――気鋭の住宅作家に思いを託し、8 坪

の土地で始まった家づくり。施主と建築家、それぞれの立場から描く。 
朝日新聞 2014/04/20、読売新聞 2014/04/06 

2014:02. / 221p 
978-4-10-335291-4
1,900 円〔本体〕+税

*9784103352914*

 

葭の渚～石牟礼道子自伝～ 
石牟礼 道子 著 
藤原書店 
石牟礼道子が、美しい不知火海に育まれた幼年期から、農村の崩壊と近代化を目の

当たりにする中で高群逸枝と出会い、水俣病を世界史的事件ととらえ「苦海浄土」を執

筆するまでの記憶をたどる。『熊本日日新聞』連載を単行本化。 
朝日新聞 2014/04/20、読売新聞 2014/04/13 

2013:11. / 391p 
978-4-89434-940-7
2,200 円〔本体〕+税

*9784894349407*
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小高賢(シリーズ牧水賞の歌人たち Vol.5) 
伊藤 一彦 著 
青磁社 
伊藤一彦によるインタビュー「意地と覚悟をもって」、代表歌 300 首選、講演「老いの歌

とユーモア」を収録する。寄稿エッセイや作家論、著書解題、年譜なども掲載。 
朝日新聞 2014/04/20、毎日新聞 2014/04/20 

2014:03. / 197p 
978-4-86198-273-6
1,800 円〔本体〕+税

*9784861982736*

 

政府の憲法解釈 
阪田 雅裕 著 
有斐閣 
わが国は「日本国憲法」を理解してきたのか 
朝日新聞 2014/04/27 

2013:10. / 7p,340p 
978-4-641-13148-4
3,300 円〔本体〕+税

*9784641131484*

 

ツアー事故はなぜ起こるのか～マス・ツーリズムの本質～(平凡社新書 728) 
吉田 春生 著 
平凡社 
多発するツアー事故の実態に迫り解決策を探る 
朝日新聞 2014/04/27 

2014:04. / 198p 
978-4-582-85728-3
760 円〔本体〕+税 

*9784582857283*

 

ラモーゼ～プリンス・イン・エグザイル～<上> 
キャロル・ウィルキンソン 著 
くもん出版 
王子ラモーゼは宮廷内の陰謀から逃れるため、死を装って、病に伏せる父王に会って

真相を話す機会を伺うが…。 
朝日新聞 2014/04/27 

2014:03. / 281p 
978-4-7743-2215-5
1,800 円〔本体〕+税

*9784774322155*

 

ラモーゼ～プリンス・イン・エグザイル～<下> 
キャロル・ウィルキンソン 著 
くもん出版 
ラモーゼは友人とともに、宮殿のあるテーベをめざし砂漠を旅していた。ファラオである

父に会い、宮殿の陰謀に打ち勝つために 
朝日新聞 2014/04/27 

2014:03. / 327p 
978-4-7743-2216-2
1,800 円〔本体〕+税

*9784774322162*

 

世界のともだち<08> ケニア 
偕成社 
ケニア西部のビクトリア湖。湖の近くにアティエノが住んでいます。放課後は、牛の世話

やまき拾い、家のお手伝いで大忙しです。 
朝日新聞 2014/04/27 

2014:02. / 39p 
978-4-03-648080-7
1,800 円〔本体〕+税

*9784036480807*

 

「法の番人」内閣法制局の矜持～解釈改憲が許されない理由～ 
阪田 雅裕/ 川口 創 著 
大月書店 
９条の解釈変更＝集団的自衛権容認は許されない！いま岐路に立つ内閣法制局の

元長官が自ら語る、法制局の責務と立憲主義の危機。 
朝日新聞 2014/04/27 

2014:02. / 206p 
978-4-272-21108-1
1,600 円〔本体〕+税

*9784272211081*
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原発事故と放射線のリスク学 
中西 準子 著 
日本評論社 
原発事故からもうすぐ 3 年を経るが、除染や帰還についての明確な指針が示されてい

ない。中西リスク論が、問題点に斬り込み、提言。 
朝日新聞 2014/04/27 

2014:03. / 4p,300p 
978-4-535-58650-5
1,800 円〔本体〕+税

*9784535586505*

 

スウ姉さん(河出文庫 ホ 1-1) 
E.ポーター/ 村岡 花子 著 
河出書房新社 
音楽の才がありながら、亡き母に変わって家族の世話を強いられるスウ姉さんが、持ち

前のユーモアと共に生きる。村岡花子の名訳復刊。 
朝日新聞 2014/04/27 

2014:04. / 315p 
978-4-309-46395-7
740 円〔本体〕+税 

*9784309463957*

 

教育を家族だけに任せない～大学進学保障を保育の無償化から～ 
大岡 頼光 著 
勁草書房 
少子高齢化が急激に進む日本を支えるため、どのような家庭の子どももその可能性を

大限に伸ばし、大学進学もできる社会を構想する。 
朝日新聞 2014/04/27 

2014:03. / 
6p,266p,19p 
978-4-326-65386-7
2,800 円〔本体〕+税

*9784326653867*

 

寝相 
滝口 悠生 著 
新潮社 
放蕩の末に家族に見捨てられた老人の背中に、孫娘は長い時間のただならぬ気配を

感じ取っていた。新潮新人賞受賞作ほか全３篇。驚異のデビュー作品集。 
朝日新聞 2014/04/27 

2014:03. / 251p 
978-4-10-335311-9
1,800 円〔本体〕+税

*9784103353119*

 

ドリトル先生航海記(新潮モダン・クラシックス) 
ヒュー・ロフティング/ 福岡 伸一 著 
新潮社 
「僕はスタビンズ少年になりたかった」という生物学者福岡伸一による新訳完成！ 全て

の子どもが出会うべき大人、ドリトル先生の大航海が再び始まる。 
朝日新聞 2014/04/27 

2014:03. / 380p 
978-4-10-591001-3
1,600 円〔本体〕+税

*9784105910013*

 

無罪請負人～刑事弁護とは何か？～(角川 one テーマ 21 D-18) 
弘中 惇一郎 著 
KADOKAWA 
多くの著名事件を手がけ「無罪請負人」の異名を取る辣腕弁護士が、日本の刑事司法

の問題や特捜検察の腐敗ぶり、世論を真実から遠ざけるメディアの問題点などを提起

する。 
朝日新聞 2014/04/27 

2014:04. / 253p 
978-4-04-110764-5
800 円〔本体〕+税 

*9784041107645*

 

東京の「坂」と文学～文士が描いた「坂」探訪～ 
原 征男/ 瀧山 幸伸 著 
彩流社 
かつての東京市の坂は多くの文士に愛され、その作品に登場してきた。それらの坂の

中から代表的なものを取り上げ、坂と文芸と地誌をひも解く。東京の坂リスト(一部地図)
付き。 
朝日新聞 2014/04/27 

2014:03. / 245p 
978-4-7791-1973-6
2,500 円〔本体〕+税

*9784779119736*
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剣の法 
前田 英樹 著 
筑摩書房 
近世剣術「新陰流」のもつ優れた術理を、批評家であり、「新陰流・武術探求会」を主宰

する著者が、明解かつ詳細に説き明かす。身体論、日本人論でもある一書。『ちくま』

掲載を単行本化。 
朝日新聞 2014/04/27 

2014:03. / 260p 
978-4-480-89410-6
2,300 円〔本体〕+税

*9784480894106*

 

はじめての北欧神話 
菱木 晃子/ ナカムラ ジン 著 
徳間書店 
むかしむかしの大むかし、世界にはなにもなくて、ただ大きながらんどうが、ひろがって

いるだけでした…。低学年からひとりで読める、北欧の神々の荒々しく、力強い物語。

読み聞かせにも 適。 
朝日新聞 2014/04/27 

2014:03. / 157p 
978-4-19-863781-1
1,300 円〔本体〕+税

*9784198637811*

 

いちから聞きたい放射線のほんとう～いま知っておきたい 22 の話～ 
菊池 誠/ 小峰 公子/ おかざき 真里 著 
筑摩書房 
放射線が気になる人のための、もっともベーシックでわかりやすい本。放射線のしくみ

から、からだに与える影響まで、いまこそ知っておきたい大事なことを、数式を使わずに

ていねいに解説する。 
朝日新聞 2014/04/27 

2014:03. / 197p 
978-4-480-86079-8
1,400 円〔本体〕+税

*9784480860798*

 

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。 
朝日新聞 2014/04/27 

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

*9784048919838*

 

言葉をおぼえるしくみ～母語から外国語まで～(ちくま学芸文庫 イ 50-1) 
今井 むつみ/ 針生 悦子 著 
筑摩書房 
発達期の子どもがさまざまな概念を言葉と結びつけ、脳内の地図に瞬時に書き込んで

いく驚くべきメカニズムを徹底的に解明。その仕組みを応用し、母語を習得した後に外

国語を学習する際の効果的な方法も提案する。 
朝日新聞 2014/04/27 

2014:02. / 409p 
978-4-480-09594-7
1,400 円〔本体〕+税

*9784480095947*

 

読むための日本国憲法～一日一条～(文春文庫 と 28-1) 
東京新聞政治部 編 
文藝春秋 
現役の政治部記者が、日本国憲法の全条文を生活に即して丁寧に解説し、そのポイ

ントをワンフレーズでズバリと指摘。物語を読むように日本国憲法がどんどん読める。読

んだ条文が一目でわかる便利なチェックボックス付き。 
朝日新聞 2014/04/27 

2014:04. / 338p 
978-4-16-790081-6
630 円〔本体〕+税 

*9784167900816*
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集団的自衛権とは何か(岩波新書 新赤版)  
豊下 楢彦 著 
岩波書店 
集団的自衛権の起源を検証し、戦後の日米関係においてそれがいかなる位置づけに

あったのかを歴史的にたどる。また、集団的自衛権の行使による日米安保体制の強化

という路線に代わる、日本外交のオルタナティヴを提起する。 
朝日新聞 2014/04/27 

2007:07. / ２４０，２

ｐ 
978-4-00-431081-5
800 円〔本体〕+税 

*9784004310815*

 

ドラマチック鉄道史(KOTSU ライブラリ 001) 
原口 隆行 著 
交通新聞社 
社会や人間あっての鉄道という観点から、鉄道そのものがたどった道筋を縦軸に、その

時代の世相や人間との関わりなどを横軸に織り込みながら、日本の鉄道の歩みをふり

かえる。折り込みの「時代がわかる鉄道史略年表」付き。 
朝日新聞 2014/04/27 

2014:02. / 303p 
978-4-330-43914-3
1,800 円〔本体〕+税

*9784330439143*

 

AKB48 とブラック企業(イースト新書 023) 
坂倉 昇平 著 
イーストプレス 
会社人間、自由競争、ブラック企業…。AKB48 の楽曲は日本の労働をめぐる写し絵と

なっている。約 50 もの楽曲を解説し、それらが日本の労働の現実に迫り、その改革を

模索するワークソング(労働歌)であることを示す。 
朝日新聞 2014/04/27 

2014:02. / 285p 
978-4-7816-5023-4
860 円〔本体〕+税 

*9784781650234*

 

<図説>朝食の歴史 
アンドリュー・ドルビー/ 大山 晶 著 
原書房 
人々は 1 日の始まりに何を食べてきたのか。古代ギリシャ時代から現代ヨーロッパまで

3000 年におよぶ朝食についての記述を集め、豊富な図版とともに愉快な朝食の記録

やエピソードを紹介し、朝食のかたちと意味を読みとく。 
朝日新聞 2014/04/27 

2014:02. / 290p,23p
978-4-562-04986-8
2,800 円〔本体〕+税

*9784562049868*

 

MAKINO 
高知新聞社 編 
北隆館 
大きな夢を抱いて明治・大正・昭和を生きた植物学者、牧野富太郎。北海道・利尻島か

ら鹿児島・屋久島まで、その足跡をたどる。ゆかりの花めぐり、全国踏査マップ、イラスト

年譜も収録。『高知新聞』連載に大幅加筆し書籍化。 
朝日新聞 2014/04/27 

2014:01. / 229p 
978-4-8326-0979-2
2,200 円〔本体〕+税

*9784832609792*

 

憲法への招待 新版(岩波新書 新赤版 1470) 
渋谷 秀樹 著 
岩波書店 
「日本の上空を通過する他国を攻撃するミサイルを撃ち落とすことは合憲か」など、24
の問いに答えながら、日本国憲法の思想と骨格を平明に解説。社会問題となっている

事象と憲法との関係をときほぐす、市民のための憲法入門。 
朝日新聞 2014/04/27 

2014:02. / 9p,239p 
978-4-00-431470-7
800 円〔本体〕+税 

*9784004314707*
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人間って何ですか?(集英社新書 0736) 
夢枕 獏/ 池谷 裕二/ 佐藤 勝彦/ 岡村 道雄/ 長沼 毅/ 島薗 進/ 窪寺 恒己/ 
八代 嘉美/ ビートたけし 著 
集英社 
なぜ人間はこの宇宙に存在しているのか、もしも人間が存在しなかったら…。 も根源

的な問いに答えるべく、作家・夢枕獏が各界の 先端に身を置く第一人者と語り合う。

『kotoba』連載に、書下ろしの解題を加えて書籍化。 
朝日新聞 2014/04/27 

2014:04. / 193p 
978-4-08-720736-1
720 円〔本体〕+税 

*9784087207361*

 

女のからだ～フェミニズム以後～(岩波新書 新赤版 1476) 
荻野 美穂 著 
岩波書店 
女性解放運動やフェミニズムの諸潮流の中でも 1970 年代に全米から展開した「女の

健康運動」は、男性医師から性や生殖を女性の手に取り戻す、生身の実践だった。意

識変革の時代を振り返り、女のからだの現在と未来を考える。 
朝日新聞 2014/04/27 

2014:03. / 4p,248p 
978-4-00-431476-9
780 円〔本体〕+税 

*9784004314769*

 

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。 
朝日新聞 2014/04/27 

2014:02. / 199p 
978-4-7872-3370-7
1,600 円〔本体〕+税

*9784787233707*

 

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。 
朝日新聞 2014/04/27、読売新聞 2014/04/13 

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

*9784103133636*

 

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。 
朝日新聞 2014/04/27、読売新聞 2014/04/20 

2014:02. / 430p 
978-4-10-603742-9
1,800 円〔本体〕+税

*9784106037429*

 

昭和天皇「よもの海」の謎(新潮選書) 
平山 周吉 著 
新潮社 
昭和十六年九月六日、御前会議の席上で開戦を避けるために読み上げられた明治天

皇の御製。その解釈を巡る闘いが昭和史を動かした―― 
朝日新聞 2014/04/30 

2014:04. / 303p 
978-4-10-603745-0
1,400 円〔本体〕+税

*9784106037450*
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棚田の歴史～通潤橋と白糸台地から～ 
吉村 豊雄 著 
農山漁村文化協会 
棚田の成立を確実な史料からリアルに描く 
東京・中日新聞 2014/04/06 

2014:02. / 214p 
978-4-540-13204-9
3,000 円〔本体〕+税

*9784540132049*

 

死者の声、生者の言葉～文学で問う原発の日本～ 
小森 陽一 著 
新日本出版社 
あれから 3 年。この国と向き合った文芸評論 
東京・中日新聞 2014/04/06 

2014:02. / 190p 
978-4-406-05780-6
1,600 円〔本体〕+税

*9784406057806*

 

ゴミ情報の海から宝石を見つけ出す～これからのソーシャルメディア航海術～(PHP
ビジネス新書 308) 
津田 大介 著 
ＰＨＰ研究所 
ソーシャルメディア時代の情報リテラシーとは「人を見る力」である。ゴミ情報の海から貴

重な知や人脈を拾い出す具体的な方法論や発想の仕方を、津田大介が Q&A 形式で

紹介する。 
東京・中日新聞 2014/04/06 

2014:02. / 247p 
978-4-569-81673-9
840 円〔本体〕+税 

*9784569816739*

 

書のスタイル 文のスタイル(筑摩選書 0080) 
石川 九楊 著 
筑摩書房 
漢字・カタカナ・ひらがなの三つの文字のうえに特異な発展を遂げた、日本の文化のス

タイル形成史。万葉歌から日本国憲法前文まで重層的に発展した日本の書と文のスタ

イルの変遷をたどり、その要点を明快に説きあかす。 
東京・中日新聞 2014/04/06 

2013:12. / 316p 
978-4-480-01587-7
1,700 円〔本体〕+税

*9784480015877*

 

鐘の渡り 
古井 由吉 著 
新潮社 
お前は生きているのか、もう死んでいるのか、それともまだ生れていないのか――。滅

びゆく肉体、戦争の記憶、女の匂い。現代 高峰の作家による連作八篇。 
東京・中日新聞 2014/04/06、東京・中日新聞 2014/04/20、日本経済新聞 2014/04/20 

2014:02. / 214p 
978-4-10-319210-7
1,600 円〔本体〕+税

*9784103192107*

 

物数寄考～骨董と葛藤～ 
松原 知生 著 
平凡社 
気鋭の美術史家による骨董論。川端、小林の定番からつげ義春、杉本博司まで７人を

取り上げ、その古美術愛好の本質を、超越的な言葉や情緒で語るのではなく、エステ

ティックに説く。 
東京・中日新聞 2014/04/06、日本経済新聞 2014/04/06 

2014:02. / 375p 図

版 16p 
978-4-582-26808-9
3,800 円〔本体〕+税

*9784582268089*
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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 
東京・中日新聞 2014/04/13 

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

*9784062187411*

 

そして、それから 
村上 香住子 著 
現代思潮新社 
明けない夜はない。老漁師がみた 3・11 とは? 南三陸の海辺から語りかけてくるリアル

で繊細な心の描写。報道からは伝わってこない荒廃と倦怠の向こうに一条の光が射

す。 
東京・中日新聞 2014/04/13 

2013:11. / 141p 
978-4-329-00488-8
1,000 円〔本体〕+税

*9784329004888*

 

戦国史を歩んだ道(シリーズ「自伝」my life my world) 
小和田 哲男 著 
ミネルヴァ書房 
城、武将、合戦を研究し続けた半生 
東京・中日新聞 2014/04/13、読売新聞 2014/04/13 

2014:03. / 
9p,186p,19p 
978-4-623-07021-3
2,400 円〔本体〕+税

*9784623070213*

 

ヘイトスピーチ～表現の自由はどこまで認められるか～ 
エリック・ブライシュ/ 明戸 隆浩/ 池田 和弘/ 河村 賢/ 小宮 友根/ 鶴見 太郎/ 山

本 武秀 著 
明石書店 
自由と規制のあるべきバランスを探りあてる 
東京・中日新聞 2014/04/20 

2014:02. / 349p 
978-4-7503-3950-4
2,800 円〔本体〕+税

*9784750339504*

 

ポテサラ酒場～ポテトサラダ好きが通う名店案内～ 
辰巳出版 
ポテトサラダがおいしい店は何を食べてもウマイのだ! ポテトサラダ学会会長&ポテサラ

好き著名人が厳選した、「ポテトサラダをごくごく丁寧に作る」お店 36 軒を紹介する。秘

伝のポテサラレシピも掲載。 
東京・中日新聞 2014/04/20 

2014:04. / 127p 
978-4-7778-1254-7
1,480 円〔本体〕+税

*9784777812547*

 

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 
東京・中日新聞 2014/04/20、読売新聞 2014/04/20、日本経済新聞 2014/04/06 

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

*9784314011143*

 

悶える職場～あなたの職場に潜む「狂気」を抉る～ 
吉田 典史 著 
光文社 
20 代を“うつ”にし続ける女性マネジャーの病理、会社にたかる“黒いイクメン”の被害

…。気鋭のジャーナリストが、会社員が苦しみ、悶える職場の真相をあぶりだす。『ダイ

ヤモンド・オンライン』連載を単行本化。 
東京・中日新聞 2014/04/27 

2014:02. / 293p 
978-4-334-97768-9
1,300 円〔本体〕+税

*9784334977689*
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<極私的>60 年代追憶～精神のリレーのために～ 
太田 昌国 著 
インパクト出版会 
ベトナム体験の大きな落差、アナキズムが問うもの、第三世界主義と自立思想、「内ゲ

バ」による死…。政治・経済・科学技術・文化様式の一大転換が図られた 1960 年代を

再考する。『インパクション』連載をもとに単行本化。 
東京・中日新聞 2014/04/27 

2014:02. / 259p 
978-4-7554-0242-5
2,000 円〔本体〕+税

*9784755402425*

 

原発は滅びゆく恐竜である～水戸巌著作・講演集～ 
水戸 巌 著 
緑風出版 
原子核物理学者・水戸巌は、専門家として原子力発電の危険性を力説し、建設反対運

動の現場に寄り添い、各地で反対を説き、反原発運動の黎明期を切り開き、生涯をか

けて闘いぬいた。彼の論文・講演・裁判関連の文章をまとめる。 
東京・中日新聞 2014/04/27 

2014:03. / 324p 
978-4-8461-1403-9
2,800 円〔本体〕+税

*9784846114039*

 

オオカミの謎～オオカミ復活で生態系は変わる!?～ 
桑原 康生 著 
誠文堂新光社 
オオカミの生態、世界の分布、ニホンオオカミの謎、生態系とオオカミの関係を子供向

けに紹介。 
読売新聞 2014/04/06 

2014:02. / 143p 
978-4-416-11405-6
1,500 円〔本体〕+税

*9784416114056*

 

よりぬきウッドハウス<2> 
P.G.ウッドハウス 著 
国書刊行会 
ウッドハウスファン待望の新シリーズ第 2 巻！ゴルフもの他、読み切り短編 13 編。珠玉

のオリジナルアンソロジー。 
読売新聞 2014/04/06 

2014:03. / 370p 
978-4-336-05765-5
2,200 円〔本体〕+税

*9784336057655*

 

ヘラジカの贈り物～北方狩猟民カスカと動物の自然誌～ 
山口 未花子 著 
春風社 
カナダの狩猟民と共に暮らし、狩りをし、肉を解体し、食べる。そこから動物とのあるべき

接し方や人と動物との関係を考える 
読売新聞 2014/04/06 

2014:02. / 378p 
978-4-86110-383-4
3,200 円〔本体〕+税

*9784861103834*

 

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。 
読売新聞 2014/04/06 

2014:02. / 386p 
978-4-16-390017-9
1,800 円〔本体〕+税

*9784163900179*

 

「農民画家」ミレーの真実(NHK 出版新書 427) 
井出 洋一郎 著 
ＮＨＫ出版 
同時代の画壇を震撼させた革新性、農民画に留まらない画業の多様性。ミレー作品の

現代性を明らかにしながら、毀誉褒貶に満ちた「清貧の農民画家」の真の姿に迫る。 
読売新聞 2014/04/06 

2014:02. / 228p 図

版 16p 
978-4-14-088427-0
820 円〔本体〕+税 

*9784140884270*
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聖徳太子の真実(平凡社ライブラリー 806) 
大山 誠一 編 
平凡社 
聖徳太子は実在しなかった！――千年を超える『日本書紀』の呪縛から日本古代史を

解き放ち、歴史学・国語学・宗教学など関連資料の総点検により、太子像の真実とその

信仰の謎を解く。 
読売新聞 2014/04/06 

2014:02. / 455p 
978-4-582-76806-0
1,500 円〔本体〕+税

*9784582768060*

 

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。 
読売新聞 2014/04/06 

2014:02. / 197p 
978-4-10-610556-2
700 円〔本体〕+税 

*9784106105562*

 

政治の世界～他十篇～(岩波文庫 38-104-2) 
丸山 眞男/ 松本 礼二 著 
岩波書店 
権力はいかにして発生し、正統化され、崩壊するのか-。一瞬も静止することのない大

小の政治的状況に共通する法則を、ダイナミックかつ包括的に探った表題作など、丸

山眞男の政治学関係の論文全 11 篇を収録。 
読売新聞 2014/04/06 

2014:02. / 486p 
978-4-00-381042-2
1,140 円〔本体〕+税

*9784003810422*

 

あなたへの歌 
楊 逸 著 
中央公論新社 
日本で働く中国出身のメイは、紆余曲折の末に日本人の彼と結婚する。ある日、彼の

赴任先の天津で人捜しを頼まれて…。現代の日本と中国を舞台に描く「結婚」小説。

『本が好き!』連載を大幅に加筆し単行本化。 
読売新聞 2014/04/06 

2014:02. / 295p 
978-4-12-004477-9
1,800 円〔本体〕+税

*9784120044779*

 

文豪の風景 
高橋 敏夫/ 田村 景子 著 
エクスナレッジ 
名作の舞台を知れば、文学が鮮明に見えてくる-。小林多喜二の北海道、藤沢周平の

東北、江戸川乱歩や夏目漱石らの東京…。文豪の故郷や作品中でえがかれた場所の

写真とともに、「文豪の風景」を丹念に紹介する。 
読売新聞 2014/04/06 

2014:02. / 160p 
978-4-7678-1712-5
1,600 円〔本体〕+税

*9784767817125*

 

食の多様性 
佐藤 洋一郎 著 
勉誠出版 
いま、安さの追求と大量生産の結果、食の多様性が危機にひんしている。食材はもとよ

り、調理法、生産地、季節感など、その多彩な世界は護られなければならない。植物遺

伝学の大家が、毎日の食卓の大切さ、面白さを語る。 
読売新聞 2014/04/06 

2014:01. / 183p 
978-4-585-23021-2
1,800 円〔本体〕+税

*9784585230212*
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ザ・ママの研究 増補(よりみちパン!セ P012) 
信田 さよ子/ 100%ORANGE 著 
イーストプレス 
タイプ分けチャートから傾向と対策、観察と対象化の具体的な方法まで、マンガ、イラス

ト満載で総合研究。すべての女性が、心楽しく、自分の人生を生きるためのママの研究

読本。「ザ・パパも研究」を増補。一部書き込み式。 
読売新聞 2014/04/06 

2011:10. / 124p 
978-4-7816-9012-4
1,000 円〔本体〕+税

*9784781690124*

 

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。 
読売新聞 2014/04/06 

2014:02. / 386p 
978-4-16-390018-6
1,800 円〔本体〕+税

*9784163900186*

 

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…。 
読売新聞 2014/04/06 

2014:02. / 297p 
978-4-532-17127-8
1,500 円〔本体〕+税

*9784532171278*

 

わが萬葉集(文春学藝ライブラリー) 
保田 與重郎 著 
文藝春秋 
萬葉集の歌に通暁することで、自身の批評の核となる「浪曼的なイロニー」を?みとった

文藝評論家・保田與重郎。日本浪曼派を代表する彼が、萬葉集揺籃の地を歩き、古代

の精神に思いを馳せ、歌にこめられた魂の追体験へと誘う。 
読売新聞 2014/04/06 

2013:12. / 610p 
978-4-16-813007-6
1,940 円〔本体〕+税

*9784168130076*

 

宮崎哲弥仏教教理問答～連続対論 今、語るべき仏教～(サンガ文庫 ミ 1-1) 
宮崎 哲弥 著 
サンガ 
評論家・宮崎哲弥と各宗派の 5 人の僧侶との連続対論。各宗門・各宗派の教学のみな

らず初期仏教やインド大乗仏教、チベット仏教等にも精通している僧侶たちとの激烈な

るバトルを通じて、日本仏教の論理と非論理を明らかにする。 
読売新聞 2014/04/06 

2013:12. / 301p 
978-4-905425-64-9
840 円〔本体〕+税 

*9784905425649*

 

よりぬきウッドハウス<1> 
P.G.ウッドハウス/ 森村 たまき 著 
国書刊行会 
Ｐ・Ｇウッドハウス作、世界 高品質のお墨付きユーモア小説集！！<br />マリナー氏

が、レジー・ペッパーが、フレディ・ウィジョンが活躍する傑作短編に加え、初期作品、エ

ッセイの数々も収録した〈よりぬき作品撰〉！<br /> 
読売新聞 2014/04/06 

2013:12. / 370p 
978-4-336-05764-8
2,200 円〔本体〕+税

*9784336057648*
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洋楽渡来考再論～箏とキリシタンとの出会い～ 
皆川 達夫 著 
日本キリスト教団出版局 
中世・ルネサンス音楽史の権威が、《箏曲「六段」はグレゴリオ聖歌「クレド」の旋律を元

に作られた》という仮説に挑戦。曲の構造や様々な状況証拠の検討から、キリシタン期

の音楽の姿を再現する。ローマで「クレド」「六段」を同時演奏した DVD も収録。 
読売新聞 2014/04/06 

2014:03. / 159p 
978-4-8184-0877-7
6,400 円〔本体〕+税

*9784818408777*

 

かなづかいの歴史～日本語を書くということ～(中公新書 2254) 
今野 真二 著 
中央公論新社 
日本語を書くにあたっての“正しい”かなづかいはいつ決まったのか。仮名が生まれた

10 世紀の「土左日記」から、明治期の小学校教科書まで、揺れる日本語の歴史を「か

なづかい」でたどる。 
読売新聞 2014/04/06、日本経済新聞 2014/04/13 

2014:02. / 10p,264p
978-4-12-102254-7
860 円〔本体〕+税 

*9784121022547*

 

東北を聴く～民謡の原点を訪ねて～(岩波新書 新赤版 1473) 
佐々木 幹郎 著 
岩波書店 
土地に生まれ根付いた唄に人々はどんな思いを込めたか。唄はどのような変容をとげ

てきたか。詩人が、津軽三味線の二代目高橋竹山とともに、東日本大震災直後に被災

地の村々を行脚した旅の記録。『なごみ』等掲載に加筆・修正。 
読売新聞 2014/04/06、日本経済新聞 2014/04/13 

2014:02. / 206p 
978-4-00-431473-8
740 円〔本体〕+税 

*9784004314738*

 

オオカミが日本を救う!～生態系での役割と復活の必要性～ 
丸山 直樹 著 
白水社 
ニホンオオカミ絶滅の実態とそれによる自然破壊を詳述し、オオカミ再導入に対する全

ての疑問・誤解に答える。渾身の全 18 章！ 
読売新聞 2014/04/06、毎日新聞 2014/04/13 

2014:01. / 293p 
978-4-560-08342-0
2,300 円〔本体〕+税

*9784560083420*

 

図解・感覚器の進化～原始動物からヒトへ水中から陸上へ～<1712>(ブル－バック

ス) 286p '11 
岩堀修明 著 
講談社 
読売新聞 2014/04/13 

2011:01. / 286p 
978-4-06-257712-0
980 円〔本体〕+税 

*9784062577120*

 

家守綺譚(新潮文庫)  
梨木 香歩 著 
新潮社 
読売新聞 2014/04/13 

2006:09. / ２０５ｐ 
978-4-10-125337-4
400 円〔本体〕+税 

*9784101253374*

 

ことのは(花とゆめコミックス)  
麻生みこと 著 
白泉社 
読売新聞 2014/04/13 

2005:11. / １５９ｐ 
978-4-592-18835-3
390 円〔本体〕+税 

*9784592188353*
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嘔吐～新訳～  
ジャン�ポール・サルトル/ 鈴木 道彦 著 
人文書院 
６０年ぶりの新訳！新たなサルトルの世界へ 
読売新聞 2014/04/13 

2010:07. / ３３８ｐ 
978-4-409-13031-5
1,900 円〔本体〕+税

*9784409130315*

 

東京プリズン 
赤坂 真理 著 
河出書房新社 
１６歳のマリが挑んだ現代の“東京裁判”を描く、感動の超大作。朝日、毎日、産経各紙

で、文学史的事件と話題騒然！ 
読売新聞 2014/04/13 

2012:07. / 441p 
978-4-309-02120-1
1,800 円〔本体〕+税

*9784309021201*

 

図解・内臓の進化～形と機能に刻まれた激動の歴史～(ブルーバックス B-1853) 
岩堀 修明 著 
講談社 
陸上進出、植物食などの激動で、呼吸器、消化器、生殖器ｅｔｃは原始的なものからい

かに進化したか、豊富で詳細な図版をもとに一望！ 
読売新聞 2014/04/13 

2014:02. / 284p 
978-4-06-257853-0
980 円〔本体〕+税 

*9784062578530*

 

銀座千と一の物語 
藤田 宜永 著 
文藝春秋 
「銀座百点」の好評連載が待望の単行本化。人々が集う日本一の街、銀座を舞台に出

会いがもたらす心温まる素敵なショートストーリー。 
読売新聞 2014/04/13 

2014:02. / 391p 
978-4-16-390019-3
1,900 円〔本体〕+税

*9784163900193*

 

不良になりました。(東京日記 4) 
川上 弘美/ 門馬 則雄 著 
平凡社 
人気シリーズ 新作！ 謎のデスソースから前髪のことまで、カワカミ・ワールドな日々、

続いてます。２０１０～２０１３年まで収録。 
読売新聞 2014/04/13 

2014:01. / 159p 
978-4-582-83642-4
1,300 円〔本体〕+税

*9784582836424*

 

しなやかな日本列島のつくりかた～藻谷浩介対話集～ 
藻谷 浩介 著 
新潮社 
農業、医療、商店街、限界集落、観光、鉄道……地元から奇跡が始まっている！ 「ゆ

るキャラ」「Ｂ級グルメ」ではない、より永続的なまちづくりの知恵。 
読売新聞 2014/04/13 

2014:03. / 223p 
978-4-10-335371-3
1,200 円〔本体〕+税

*9784103353713*

 

死刑のための殺人～土浦連続通り魔事件・死刑囚の記録～ 
読売新聞水戸支局取材班 著 
新潮社 
自暴自棄ではなく、｢死刑になるため｣明確な意志をもって９人を殺傷。犯罪史上、前例

のない死刑囚と 30 回以上も面会を重ねた壮絶な記録。真の贖罪を問う！ 
読売新聞 2014/04/13 

2014:03. / 253p 
978-4-10-335431-4
1,300 円〔本体〕+税

*9784103354314*
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努力しないで作家になる方法(光文社文庫 く 10-14) 
鯨 統一郎 著 
光文社 
怪作・話題作を連発するミステリ界のトリックスター・鯨統一郎は、どうやって作られたの

か? 著者の分身とおぼしき主人公・伊留香総一郎が、驚きのデビュー秘話を語る。 
読売新聞 2014/04/13 

2014:02. / 324p 
978-4-334-76694-8
600 円〔本体〕+税 

*9784334766948*

 

花の億土へ 
石牟礼 道子 著 
藤原書店 
東日本大震災を挟む足かけ 2 年にわたり石牟礼道子が語り下ろした、解体と創成の時

代への渾身のメッセージ。映画「花の億土へ」収録時の全テキストを再構成・編集した

決定版。 
読売新聞 2014/04/13 

2014:03. / 232p 
978-4-89434-960-5
1,600 円〔本体〕+税

*9784894349605*

 

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。 
読売新聞 2014/04/13 

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

*9784140884232*

 

記者たちは海に向かった～津波と放射能と福島民友新聞～ 
門田 隆将 著 
KADOKAWA 
その時、記者たちは、なぜ海に向かったのか――。東日本大震災で存続の危機に立

った福島民友新聞。『死の淵を見た男』著者、門田隆将があの未曾有の危機に直面し

た記者たちの真実の姿と心情を描く。 
読売新聞 2014/04/13 

2014:03. / 339p 
978-4-04-110734-8
1,600 円〔本体〕+税

*9784041107348*

 

いい階段の写真集 
西岡 潔 著, BMC 編 
パイインターナショナル 
非日常へといざなうらせん階段、優雅な手すりに見る職人技、美しい段裏…。めくるめく

階段の世界へようこそ。東西の近代建築から珠玉のビルまで、大阪を中心に日本各地

の「いい階段」を収録した写真集。 
読売新聞 2014/04/13 

2014:01. / 199p 
978-4-7562-4411-6
2,000 円〔本体〕+税

*9784756244116*

 

いいビルの写真集 
BMC 著 
パイインターナショナル 
釉薬たっぷりのタイルや角丸の窓、カッコイイ塔屋、愛嬌のあるサイン、らせん階段…。

1950 年代半ばから 1970 年代のはじめにかけて、いわゆる高度経済成長期に建てられ

た大阪のビルを紹介する写真集。 
読売新聞 2014/04/13 

2012:07. / 201p 
978-4-7562-4262-4
2,000 円〔本体〕+税

*9784756242624*
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書物愛<日本篇>(創元ライブラリ L き 1-3) 
紀田 順一郎 編 
東京創元社 
古書店での万引きの意外な真相、古書展でいつも同じ本を買う老人の秘密とは？ 網

棚に忘れられた本にはさまれた名刺は何を意味するのか。 書物の達人紀田順一郎が

選びに選び抜いた、傑作アンソロジー日本篇。 
読売新聞 2014/04/13 

2014:02. / 324p 
978-4-488-07074-8
1,000 円〔本体〕+税

*9784488070748*

 

海よ里よ、いつの日に還る～東日本大震災 3 年目の記録～ 
寺島 英弥 著 
明石書店 
忘却と風化の壁を越えて問う。石巻の浜、相馬の海、飯舘の里は何を奪われ、何を取り

戻そうとしているのか-。被災者に寄り添い、その声を届け続けるジャーナリストが見た被

災地の今。被災地取材記ブログを加筆、再構成。 
読売新聞 2014/04/13 

2014:02. / 310p 
978-4-7503-3968-9
1,800 円〔本体〕+税

*9784750339689*

 

被災大学は何をしてきたか～福島大、岩手大、東北大の光と影～(中公新書ラクレ 
487) 
中井 浩一 著 
中央公論新社 
ここぞという危機の際、国立大は何を決断し、何ができるのか。また、どれだけの情報を

発信することができるのか。東日本大震災の被災大学である福島大学、岩手大学、東

北大学に焦点を当てて、実際の活動を調査・検証する。 
読売新聞 2014/04/13 

2014:03. / 542p 
978-4-12-150487-6
1,300 円〔本体〕+税

*9784121504876*

 

本当はこんなに面白い「おくのほそ道」～おくのほそ道は RPG だった!～(じっぴコンパ

クト新書 176) 
安田 登 著 
実業之日本社 
松尾芭蕉の名作「おくのほそ道」は、門人たちが楽しみながら読んでいた、ロールプレ

イングゲームのようなものだった。コスプレ、ジョブチェンジ…。当時の流行芸能「能」を

キーワードに、「おくのほそ道」の面白さを紹介する。 
読売新聞 2014/04/13 

2014:01. / 205p 
978-4-408-33109-6
762 円〔本体〕+税 

*9784408331096*

 

カクリヨの短い歌(ガガガ文庫 ガお 4-1) 
大桑 八代 著 
小学館 
ある時、一首の例外もなく「歌」が消えた。後に僅かずつ還ってきたが、昔の人たちのよ

うに無邪気に楽しむことはできない。失われてしまった和歌を仲立ちに、白髪の青年・

祝園完道と天才歌人・帳ノ宮真晴の命運が交錯する-。 
読売新聞 2014/04/13 

2013:05. / 321p 
978-4-09-451410-0
600 円〔本体〕+税 

*9784094514100*

 

日本型排外主義～在特会・外国人参政権・東アジア地政学～ 
樋口 直人 著 
名古屋大学出版会 
ヘイトスピーチはなぜ在日コリアンを標的とするのか？謎の多い実態に社会学からのア

プローチで迫る。 
読売新聞 2014/04/20 

2014:02. / 
5p,256p,42p 
978-4-8158-0763-4
4,200 円〔本体〕+税

*9784815807634*
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悪い奴ほど合理的～腐敗・暴力・貧困の経済学～ 
レイモンド・フィスマン/ エドワード・ミゲル/ 田村 勝省 著 
ＮＴＴ出版 
経済学の本で、こんなに楽しくて重要なものはないんじゃない?――スティーブン・レー

ヴィット(『ヤバい経済学』の著者) 
読売新聞 2014/04/20 

2014:02. / 294p 
978-4-7571-2328-1
2,000 円〔本体〕+税

*9784757123281*

 

なまけもの礼讃 
北 杜夫 著 
河出書房新社 
「『もう死ぬ』と言っていると案外死なないものだ」。マンボウ先生のドタバタな日常から楽

しく生きる術が見えてくる、究極の３６篇。 
読売新聞 2014/04/20 

2014:04. / 230p 
978-4-309-02280-2
760 円〔本体〕+税 

*9784309022802*

 

浮世でランチ(河出文庫)  
山崎 ナオコーラ 著 
河出書房新社 
私と犬井は中学２年生。二人は、はやく２５歳の大人になりたいと願う。そして１１年後、

私はＯＬになるのだが？ 文藝賞受賞作第一作 
読売新聞 2014/04/20 

2009:08. / ２０６ｐ 
978-4-309-40976-4
540 円〔本体〕+税 

*9784309409764*

 

インターネットは民主主義の敵か  
キャス・サンスティーン/ 石川 幸憲 著 
毎日新聞社 
インターネットがむしばむ、あるべき言論と民主主義の姿。このまま放置されてよいの

か？ 「ネットの自由」を根本から問い直す、米国の著名憲法学者による論争の書。 
読売新聞 2014/04/20 

2003:11. / ２２３ｐ 
978-4-620-31660-4
1,905 円〔本体〕+税

*9784620316604*

 

富岡製糸場と絹産業遺産群(ベスト新書 436) 
今井 幹夫 著 
ベストセラーズ 
日本の近代化を牽引し、世界の絹産業を支えた伝説の模範工場、富岡製糸場。設立

の背景や工場を支えた工女たち、世界遺産登録への動きなどを解説する。カラー写真

も多数掲載。 
読売新聞 2014/04/20 

2014:03. / 159p 図

版 64p 
978-4-584-12436-9
933 円〔本体〕+税 

*9784584124369*

 

酒場のたしなみ 
吉行 淳之介 著, 吉行 淳之介/ 山本 容朗 編 
有楽出版社 
文壇きってのダンディ・吉行淳之介がその幅広い交友を通し、酒場での作法、酒飲み

の極意を軽妙洒脱、艶やかな筆致で描いたエッセイ集。インタビュー「酒場をめぐるい

ろいろの話」も収録。 
読売新聞 2014/04/20 

2014:02. / 254p 
978-4-408-59407-1
1,000 円〔本体〕+税

*9784408594071*

 

路地の教室～部落差別を考える～(ちくまプリマー新書 209) 
上原 善広 著 
筑摩書房 
路地(被差別部落)とは何か。差別は今でもあるのか。路地の起源から戦後の同和教

育、近年の同和利権問題までたどる旅に出かけよう。全国千か所以上の路地を歩いた

著者が部落問題の疑問に答える。 
読売新聞 2014/04/20 

2014:01. / 201p 
978-4-480-68911-5
820 円〔本体〕+税 

*9784480689115*
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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。 
読売新聞 2014/04/20 

2014:01. / 307p 
978-4-8460-1295-3
3,200 円〔本体〕+税

*9784846012953*

 

絶望の国の幸福な若者たち 
古市 憲寿 著 
講談社 
世の中で語られる様々な若者の姿はどれくらい正しいのだろうか。「幸せ」を感じている

若者の正体を徹底的に取材した、26 歳の社会学者によるまったく新しい「若者論」。俳

優・佐藤健との特別対談も収録。 
読売新聞 2014/04/20 

2011:09. / 301p 
978-4-06-217065-9
1,800 円〔本体〕+税

*9784062170659*

 

国家とエネルギーと戦争(祥伝社新書 361) 
渡部 昇一 著 
祥伝社 
幼少期に太平洋戦争を経験した著者は、エネルギーなしに強大国と戦った愚かさを肌

身で知る世代である。いったい、日本はどこで間違ってしまったのか。該博な歴史の知

識と深い洞察から生まれたエネルギー論。 
読売新聞 2014/04/20 

2014:03. / 168p 
978-4-396-11361-2
760 円〔本体〕+税 

*9784396113612*

 

物書きのたしなみ 
吉行 淳之介 著, 吉行 淳之介/ 山本 容朗 編 
有楽出版社 
作品と制作プロセス、私の書きたい女、小説の処方箋、深夜の妄想、好きな詩、永井龍

男の文章…。芥川賞作家であり、文壇屈指の小説読み巧者でもある吉行淳之介によ

る、本好きのためのとっておきのエッセイ。 
読売新聞 2014/04/20 

2014:03. / 237p 
978-4-408-59408-8
1,000 円〔本体〕+税

*9784408594088*

 

忘れえぬ声を聴く 
黒岩 比佐子 著 
幻戯書房 
日露戦争、大逆事件、二つの世界大戦…。時代のなかで忘れられた人々の姿を生々

しく描き出す“小さなエピソード”の数々。急逝した評伝作家が、歴史を読み、書くことの

魅力をつづる単行本未収録エッセイ集。 
読売新聞 2014/04/20 

2014:02. / 252p 
978-4-86488-042-8
2,400 円〔本体〕+税

*9784864880428*

 

幸せな未来は「ゲーム」が創る 
ジェイン・マクゴニガル/ 妹尾 堅一郎/ 藤本 徹/ 藤井 清美 著 
早川書房 
「ゲーム」の手法は、コミュニケーション、教育、難病、貧困、環境破壊、資源枯渇など、

世界の抱える諸問題を解決する。「ゲーム」のポジティブな利用と、 先端ゲームデザ

イン技術の応用を説く刺激的社会改革論。 
読売新聞 2014/04/20 

2011:10. / 542p 
978-4-15-209229-8
2,800 円〔本体〕+税

*9784152092298*
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金哲彦のはじめてのランニング～運動ゼロからレース出場まで～(朝日新書 449) 
金 哲彦 著 
朝日新聞出版 
走ることの魅力とは何なのか? どう走り始めればいいのか? 市民ランナー指導のカリス

マ・金哲彦が、モチベーションアップと実践的ノウハウを、レベルに応じ段階ごとに解

説。初心者にとって大事なポイントも伝授する。 
読売新聞 2014/04/20 

2014:02. / 204p 
978-4-02-273549-2
720 円〔本体〕+税 

*9784022735492*

 

乙女の絵画案内～「かわいい」を見つけると名画がもっとわかる～(PHP 新書 916) 
和田 彩花 著 
ＰＨＰ研究所 
ボッティチェリが描いた女神、ベラスケスが愛した王女、フェルメールによる謎めいた女

性、印象派の画家たちが表現したパリの乙女たち…。アイドルグループ「スマイレージ」

の和田彩花が、女性が描かれた名画について語る。 
読売新聞 2014/04/20 

2014:04. / 222p 
978-4-569-81799-6
920 円〔本体〕+税 

*9784569817996*

 

定年後の起業術(ちくま新書 1058) 
津田 倫男 著 
筑摩書房 
シニアだけが持つ信用や経験、人脈と資金をいかに活かすか。成功した人の秘訣、失

敗した人の敗因は何か。豊富な実例と、「ボーダーレス」「タニマチ」「絆」のキーワードを

ヒントに、定年後の起業の方法と心構えを解説する。 
読売新聞 2014/04/20 

2014:02. / 218p 
978-4-480-06766-1
760 円〔本体〕+税 

*9784480067661*

 

ビーンボール～スポーツ代理人・善場圭一の事件簿～(文春文庫 ほ 18-2) 
本城 雅人 著 
文藝春秋 
金に拘る姿勢から「ゼニバ」と呼ばれる代理人善場。担当の結城投手の FA 交渉が難

航するなか、強豪チームの元・四番で問題児の瀬司が失踪した。善場はやむなく彼を

探すうちに、とある事件に巻き込まれ…。スポーツミステリー。 
読売新聞 2014/04/20 

2014:03. / 387p 
978-4-16-790054-0
700 円〔本体〕+税 

*9784167900540*

 

私という名の変奏曲(文春文庫 れ 1-17) 
連城 三紀彦 著 
文藝春秋 
美容整形で完璧な美貌を手に入れたモデル、美織レイ子が死んだ。レイ子を殺す動機

を持つ 7 人の男女は、全員が「美織レイ子を殺したのは自分だ」と信じていて…。ミステ

リー史上出色のヒロインをめぐる愛憎劇を超絶技巧で描く。 
読売新聞 2014/04/20 

2014:04. / 326p 
978-4-16-790075-5
700 円〔本体〕+税 

*9784167900755*

 

「菅原伝授手習鑑」精読～歌舞伎と天皇～(岩波現代文庫Ｂ（文芸）） 
犬丸 治 著 
岩波書店 
歌舞伎の名作「菅原伝授手習鑑」を題材に、作品の天皇像から日本人の心性を探る。

わが子を主君の若君の身替りに供する異様さ、菅原道真と天神伝説、八瀬童子をモデ

ルとした松王丸など、舞台設定の意味を多方面から読み解く。 
読売新聞 2014/04/20 

2012:04. / 5p,215p 
978-4-00-602199-3
860 円〔本体〕+税 

*9784006021993*
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スキマの植物図鑑～カラー版～(中公新書 2259) 
塚谷 裕一 著 
中央公論新社 
アスファルトの割れ目、電柱の根元など、スキマは植物たちの楽園だ-。タンポポやスミ

レなど春の花から、クロマツやナンテンなど冬の木まで、都会のスキマで見つけられる

代表的な植物 110 種をカラーで紹介。 
読売新聞 2014/04/20、毎日新聞 2014/04/06 

2014:03. / 2p,182p 
978-4-12-102259-2
1,000 円〔本体〕+税

*9784121022592*

 

川の光<2> タミーを救え! 
松浦 寿輝 著 
中央公論新社 
ゴールデン・レトリーバーのタミーが、悪辣な動物売買業者により囚われの身に。救出

のため、大小 7 匹の仲間が東京大横断の旅に出る…! 『読売新聞』連載を加筆し単行

本化。 
読売新聞 2014/04/20、毎日新聞 2014/04/20 

2014:02. / 619p 
978-4-12-004568-4
1,900 円〔本体〕+税

*9784120045684*

 

ルウ、ルウ 
杉本 徹 著 
思潮社 
閉店後のスーパーの前に 急停止した、タクシーのドアの奥に くずれてゆく砂漠を、ぼ

んやりとみた(「シベリアン・スカイ」より) 17 篇の“窓”のはて、かけがえのない都市の鼓

動を聴く-。第 3 詩集。 
読売新聞 2014/04/22 

2014:03. / 102p 
978-4-7837-3400-0
2,200 円〔本体〕+税

*9784783734000*

 

ひかりへの旅～連作・志摩～ 
稲葉 真弓 著 
港の人 
半島のうねうねした道に雲がよぎると もう 一瞬後には雨だ 山桜もスミレもタンポポも 
やわらかくしないながら びしょぬれの斜面にへばりついている(「神楽の春」より) 志摩

半島に関する多くの詩編を収録した詩集。 
読売新聞 2014/04/22 

2014:03. / 205p 
978-4-89629-272-5
2,200 円〔本体〕+税

*9784896292725*

 

女のいない男たち 
村上 春樹 著 
文藝春秋 
舞台俳優・家福は女性ドライバーみさきを雇う。死んだ妻について、彼はみさきに少し

ずつ語り始めた…。『文藝春秋』掲載の「ドライブ・マイ・カー」ほか、書きおろしの表題

作などを加えた全 6 編の短編を収録する。 
読売新聞 2014/04/22、日本経済新聞 2014/04/27 

2014:04. / 285p 
978-4-16-390074-2
1,574 円〔本体〕+税

*9784163900742*

 

正義と微笑(ＳＤＰ Ｂｕｎｋｏ)  
太宰 治 著 
ＳＤＰ 
読売新聞 2014/04/27 

2009:01. / ２５０ｐ 
978-4-903620-43-5
400 円〔本体〕+税 

*9784903620435*
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せんねん まんねん～まど・みちお詩集～  
まどみちお/ 工藤直子 著 
童話屋 
読売新聞 2014/04/27 

1990:06. / １５７ｐ 
978-4-924684-54-6
1,250 円〔本体〕+税

*9784924684546*

 

絵本作家のアトリエ<3> 
福音館書店母の友編集部 著 
福音館書店 
伝えたいことを、自分らしく 
読売新聞 2014/04/27 

2014:04. / 173p 
978-4-8340-2763-1
1,600 円〔本体〕+税

*9784834027631*

 

天体建築論～レオニドフとソ連邦の紙上建築時代～ 
本田 晃子 著 
東京大学出版会 
ロシア・アヴァンギャルド期に展開した未完の建築プロジェクトだけが描きえた、理想の

革命と未来の共同体に迫る。図版多数。 
読売新聞 2014/04/27 

2014:03. / 
13p,322p,21p 図版
14p 
978-4-13-066854-5
5,800 円〔本体〕+税

*9784130668545*

 

有次と庖丁 
江 弘毅 著 
新潮社 
庖丁の種類、４００以上。創業、１５６０年。京料理を支え、京都と共に歩む世界のＡＲＩＴ

ＳＵＧＵ。全面協力のもと、その類まれな存在と軌跡を追う。 
読売新聞 2014/04/27 

2014:03. / 206p 
978-4-10-335411-6
1,600 円〔本体〕+税

*9784103354116*

 

一瞬のアジア～People and Nature in Harmony～ 
管 洋志 著 
新潮社 
アジアの国々を、生きる人々を愛し、30 年間にわたって撮影し続けた写真家の熱き想

いの結晶――一周忌を機にベストショットで綴る、メモリアル写真集。 
読売新聞 2014/04/27 

2014:03. / 154p 
978-4-10-305903-5
3,200 円〔本体〕+税

*9784103059035*

 

聖武天皇と紫香楽宮(日本歴史私の最新講義 09) 
栄原 永遠男 著 
敬文舎 
聖武天皇が、紫香楽に大仏建立を願った理由とは? 発掘調査の成果や文献史料の検

討をもとに、聖武天皇の動きを中心に論じ、紫香楽宮・盧舎那大仏・甲賀寺の歴史的

意義を考察する。 
読売新聞 2014/04/27 

2014:03. / 319p 
978-4-906822-09-6
2,400 円〔本体〕+税

*9784906822096*

 

ジャクリーン・ケネディという生き方(新人物文庫 や-1-6) 
山口 路子 著 
KADOKAWA 
史上 も有名なファーストレディ、ジャクリーン・ケネディの己を貫く生き方を、その言葉

とともに追う。没後 20 年、仕事・恋愛・結婚に悩む現代女性に贈るメッセージが詰まっ

た一冊。 
読売新聞 2014/04/27 

2014:03. / 251p 
978-4-04-600260-0
750 円〔本体〕+税 

*9784046002600*
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月と蛇と縄文人～シンボリズムとレトリックで読み解く神話的世界観～ 
大島 直行 著 
寿郎社 
土器や土偶が奇妙奇天烈に見えるのは、人類の根源的な思考方法で表現されている

からだ-。北海道考古学会会長が心理学や文化人類学、宗教学などを駆使して縄文人

の<こころ>に迫る。 
読売新聞 2014/04/27 

2014:01. / 277p 
978-4-902269-67-3
1,800 円〔本体〕+税

*9784902269673*

 

晴れの日に、傘を売る。～waterfront 支持率ナンバーワンの傘を生んだ「良品薄利」

の経営～ 
林 秀信 著 
阪急コミュニケーションズ 
主力商品 500 円、従業員 35 人、年間販売数 1870 万本、シェア日本一! 傘に革命を

起こした「waterfront」は、どのようにして生まれたか。傘への熱い思いと経営哲学に迫

る。 
読売新聞 2014/04/27 

2014:04. / 195p 
978-4-484-14208-1
1,500 円〔本体〕+税

*9784484142081*

 

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。 
読売新聞 2014/04/27 

2014:01. / 15p,817p
978-4-89732-285-8
7,600 円〔本体〕+税

*9784897322858*

 

リッツ・カールトン「型」から入る仕事術(中公新書ラクレ 488) 
高野 登 著 
中央公論新社 
言葉づかい、笑顔、電話応対…。リッツ・カールトンの世界 高峰のサービスは、綿密

に作り上げられた「型」に支えられている。前リッツ・カールトン日本支社長が、一流のプ

ロになるための秘訣を明かす。 
読売新聞 2014/04/27 

2014:03. / 173p 
978-4-12-150488-3
760 円〔本体〕+税 

*9784121504883*

 

伊勢神宮～式年遷宮と祈り～(集英社新書) 
石川 梵/ 河合 真如 著 
集英社 
伊勢神宮と神域を 30 年以上撮影してきた著者が、その深遠な祈りの世界と、2 度の遷

宮の貴重な記録を公開。一般には公開されていない数々の神域と神事の写真をまじ

え、人々をひきつける伊勢神宮の魅力に迫る。 
読売新聞 2014/04/27 

2014:04. / 254p 
978-4-08-720733-0
1,200 円〔本体〕+税

*9784087207330*

 

まど・みちお～総特集～(ＫＡＷＡＤＥ夢ムック)  
河出書房新社 
「ぞうさん」「やぎさんゆうびん」等、数々の童謡詩で知られるまど・みちお。代表詩５５

と、 新書き下ろし詩篇、エッセイ、インタビュー、対談などでその詩世界の全体像に迫

る。『文芸』別冊。〈ソフトカバー〉 
読売新聞 2014/04/27 

2000:11. / ２１５ｐ 
978-4-309-97596-2
1,200 円〔本体〕+税

*9784309975962*
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百歳日記(生活人新書)  
まど みちお 著 
ＮＨＫ出版 
詩人まど・みちおが、身辺の小さな発見を書きとめたノート、入院を機に再び描き出した

絵を引きながら、百歳の日々を語る。詩１７篇も収載。ＮＨＫスペシャル「ふしぎがり?ま

ど・みちお百歳の詩」をもとに書籍化。 
読売新聞 2014/04/27 

2010:11. / １７９ｐ 
978-4-14-088332-7
740 円〔本体〕+税 

*9784140883327*

 

ムーミンを生んだ芸術家トーヴェ・ヤンソン 
冨原 眞弓 著, 冨原 眞弓/ 芸術新潮集部 編 
新潮社 
ムーミンを生んだ芸術家トーヴェ・ヤンソンの多彩な創作世界を案内するとともに、ムー

ミン物語全 9 作の全貌に迫る。綴じ込み「ムーミン谷の地図」、ムーミンキャラクター紹

介付き。『芸術新潮』特集記事を再編集・増補。 
読売新聞 2014/04/27 

2014:04. / 119p 
978-4-10-335651-6
1,800 円〔本体〕+税

*9784103356516*

 

あわいの力～「心の時代」の次を生きる～([シリーズ 22 世紀を生きる]) 
安田 登 著 
ミシマ社 
異界と現実の間・あわいの存在(能におけるワキ方)であり、古代文字の研究も重ねる著

者が探究する、「心」に代わる新しいもの。可能性は「日本人の身体」にあり!? 次なる時

代へのカギとなる「あわい」の世界を語る。 
読売新聞 2014/04/27 

2014:01. / 269p 
978-4-903908-49-6
1,700 円〔本体〕+税

*9784903908496*

 

ときめきのクラシック～「成熟と若さ」は音楽からの贈り物～ 
樋口 裕一 著 
幻冬舎 
クラシック音楽がいかに成熟と若さを与えるか、どのような曲にそのような効果が高い

か、そして日本各地で開催されるラ・フォル・ジュルネ(「熱狂の日」音楽祭)がいかに楽

しいかを、著者自身の体験を交えながら紹介する。 
読売新聞 2014/04/27 

2014:02. / 254p 
978-4-344-02530-1
1,000 円〔本体〕+税

*9784344025301*

 

世間のひと(ちくま文庫 き 37-1) 
鬼海 弘雄 著 
筑摩書房 
世間のひとたちを、それぞれの王のように威厳のある肖像に撮りたい-。写真家・鬼海弘

雄が 1973 年?2013 年に浅草で出会った「王」たちの肖像を、エッセイとともに収める。

写真についての考えを語ったあとがき付き。 
読売新聞 2014/04/27 

2014:03. / 444p 
978-4-480-43156-1
1,600 円〔本体〕+税

*9784480431561*

 

哲学入門(ちくま新書 1060) 
戸田山 和久 著 
筑摩書房 
「ことばの意味とは何か」「人生に意味はあるのか」…。すべての哲学問題は、根底から

問い直される必要がある! 科学が明らかにした世界像のただなかで人間とは何かを探

究する、 もラディカルにして普遍的な入門書。 
読売新聞 2014/04/27、日本経済新聞 2014/04/20 

2014:03. / 446p 
978-4-480-06768-5
1,000 円〔本体〕+税

*9784480067685*
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ある文人学者の肖像～評伝・富士川英郎～ 
富士川 義之 著 
新書館 
「 後の文人学者」富士川英郎の評伝。リルケから江戸漢詩に至る著作に寄り添いつ

つ英文学者の富士川義之が父・英郎の生涯を読み解く 
読売新聞 2014/04/27、日本経済新聞 2014/04/27 

2014:03. / 446p 
978-4-403-21106-5
3,600 円〔本体〕+税

*9784403211065*

 

現代アートの本当の学び方(Next Creator Book) 
フィルムアート社 編 
フィルムアート社 
現代アートの多様性がもつ「本当のおもしろさ」を提案する本。「学び」のタイミングを子

ども時代・美大・社会の 3 つに分け、どのような学び方がその時々にあるかを論じる。現

代アートを学ぶ若者の座談会や Q&A も収録。 
読売新聞 2014/04/27、日本経済新聞 2014/04/27 

2014:03. / 204p 
978-4-8459-1326-8
1,700 円〔本体〕+税

*9784845913268*

 

日本の禍機(講談社学術文庫)  
朝河貫一/ 由良君美 著 
講談社 
日本経済新聞 2014/04/06 

1987:04. / ２５４ｐ 
978-4-06-158784-7
880 円〔本体〕+税 

*9784061587847*

 

暗夜行路 改版(新潮文庫)  
志賀 直哉 著 
新潮社 
日本経済新聞 2014/04/06 

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

*9784101030074*

 

海の都の物語～ヴェネツィア共和国の一千年～<１>(新潮文庫)  
塩野 七生 著 
新潮社 
日本経済新聞 2014/04/06 

2009:05. / ２３５ｐ 
978-4-10-118132-5
430 円〔本体〕+税 

*9784101181325*

 

支配の社会学<１>(経済と社会)  
マックス・ヴェ－バ－/ 世良晃志郎 著 
創文社 
日本経済新聞 2014/04/06 

1991:06. / ２８６ｐ 
978-4-423-89401-9
3,500 円〔本体〕+税

*9784423894019*

 

資本主義・社会主義・民主主義～１００周年記念出版～ 新装版  
ヨゼフ・アロイス・シュンペ－タ－/ 中山伊知郎 著 
東洋経済新報社 
日本経済新聞 2014/04/06 

1995:06. / ６８１，ｐ 
978-4-492-37079-7
4,400 円〔本体〕+税

*9784492370797*
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ワーク・ライフ・バランス支援の課題～人材多様化時代における企業の対応～ 
武石 恵美子 編 
東京大学出版会 
仕事と介護の両立や女性の活躍の促進など、これからの日本社会に対応した企業の

取り組みを、豊富なデータをもとに紹介する。 
日本経済新聞 2014/04/06 

2014:02. / 9p,305p 
978-4-13-051138-4
3,800 円〔本体〕+税

*9784130511384*

 

農協の未来～新しい時代の役割と可能性～ 
大泉 一貫 著 
勁草書房 
日本の農業はどうなるのか。農業者の農業所得の向上、農業の振興、衰退する農村地

域の守り手の点から、農協の未来と役割を考える。 
日本経済新聞 2014/04/06 

2014:02. / 11p,182p
978-4-326-50392-6
2,400 円〔本体〕+税

*9784326503926*

 

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！ 
日本経済新聞 2014/04/06 

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

*9784103228233*

 

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。 
日本経済新聞 2014/04/06 

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

*9784478017883*

 

出家とその弟子(ワイド版岩波文庫)  
倉田 百三 著 
岩波書店 
一高在学中から西田幾多郎に傾倒し、のち宗教文学に一境地を拓いた倉田百三の代

表作である、浄土真宗の開祖親鸞を主人公とした戯曲。ロマン・ロランのフランス語版

への序文を付す。 
日本経済新聞 2014/04/06 

2006:05. / ３１７ｐ 
978-4-00-007269-4
1,200 円〔本体〕+税

*9784000072694*

 

いつまでも美しく～インド・ムンバイのスラムに生きる人びと～ 
キャサリン・ブー/ 石垣 賀子 著 
早川書房 
インド人を夫にもつアメリカ人ジャーナリストが、3 年余にわたる密着取材をもとに、21
世紀の大都市における貧困と格差、そのただ中で懸命に生きる 2 家族の姿を描いた

真実の物語。 
日本経済新聞 2014/04/06 

2014:01. / 358p 
978-4-15-209430-8
2,300 円〔本体〕+税

*9784152094308*

 

コトラー、アームストロング、恩藏のマーケティング原理 
フィリップ・コトラー/ ゲイリー・アームストロング/ 恩藏 直人 著 
丸善出版 
シンプルかつ体系的なマーケティング書。大小さまざまな企業が実践しているマーケテ

ィング事例を取り上げ、主要なコンセプトについて解説する。理解を深めるための練習

問題も掲載。 
日本経済新聞 2014/04/06 

2014:03. / 19p,439p
978-4-621-06622-5
4,800 円〔本体〕+税

*9784621066225*
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ベオグラード日誌(le livre de luciole 78) 
山崎 佳代子 著 
書肆山田 
こわされたもの、深い闇に沈むもの、幽かな光となって現れ生まれてくるもの…。ベオグ

ラード在住の詩人が、2001 年から 12 年間の暮らしを点描する。季刊誌『るしおる』連載

をもとに単行本化。 
日本経済新聞 2014/04/06 

2014:03. / 229p 
978-4-87995-894-5
2,600 円〔本体〕+税

*9784879958945*

 

太平洋の赤い星～中国の台頭と海洋覇権への野望～ 
トシ・ヨシハラ/ ジェイムズ・R.ホームズ/ 山形 浩生 著 
バジリコ 
日本の安全保障に大きな影を落とす中国のシーパワー。第一級の海洋軍事アナリスト

が、海洋における中国の軍事的戦略・戦術を包括的に分析する。現代中国の海洋軍

事戦略研究の集大成ともいえる論考。 
日本経済新聞 2014/04/06 

2014:02. / 306p,35p
978-4-86238-207-8
2,400 円〔本体〕+税

*9784862382078*

 

広辞苑 第６版 総革装  
新村 出 著 
岩波書店 
現代生活に必須の１万項目を新収し、現代語と百科項目を充実させた総項目数２４万

の日本語辞典。印刷・造本上の新工夫を各所に盛り込んだ第６版の総革装。「漢字・難

読語一覧」などを収録した別冊つき。 
日本経済新聞 2014/04/06 

2009:01. / 3049 
978-4-00-080123-2
15,000 円〔本体〕+
税 

*9784000801232*

 

おもてなしの仕組み～京都花街に学ぶマネジメント～(中公文庫 に 19-1) 
西尾 久美子 著 
中央公論新社 
京都花街のはんなりとした風情や優雅なおもてなしは、どのように 350 年以上も続いて

きたのか。ベールに包まれていた「秘密の世界」のしかけを、気鋭の経営学者がフィー

ルドワークによって解き明かす。 
日本経済新聞 2014/04/06 

2014:03. / 257p 
978-4-12-205921-4
648 円〔本体〕+税 

*9784122059214*

 

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。 
日本経済新聞 2014/04/06 

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

*9784846012991*

 

ゴッホのひまわり全点謎解きの旅(集英社新書 0730) 
朽木 ゆり子 著 
集英社 
東京の「ひまわり」贋作騒動の真相は? 日本にもう 1 枚あった幻の「ひまわり」とは? ゴ

ッホの「ひまわり」11 作品にはそれぞれ多くの謎が存在する。 新の科学的・歴史的知

見に基づきながら、ひまわり全点の謎を解く。 
日本経済新聞 2014/04/06 

2014:03. / 232p 
978-4-08-720730-9
780 円〔本体〕+税 

*9784087207309*
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中小企業の空洞化適応～日本の現場から導き出されたモデル～ 
岸本 太一/ 粂野 博行 著 
同友館 
中小企業の空洞化問題に適応した長野県諏訪地域の 20 社を取り上げ、事業転換の

基礎パターン、差別化要因、自社の海外展開が与えた影響などの分析を通し、「既存

事業の日常的なアレンジ」という空洞化適応モデルを提示する。 
日本経済新聞 2014/04/06 

2014:02. / 18p,315p
978-4-496-05042-8
2,800 円〔本体〕+税

*9784496050428*

 

世界大地図帳 ６訂版  
梅棹 忠夫/ 佐藤 久/ 西川 治/ 正井 泰夫 著 
平凡社 
国際化時代の世界を、正しい地形表現、的確な地名記載により一望する大地図帳。新

たに中東、コーカサス地域図を追加し、激動する世界を鮮やかに再現。 新データに

よる各国現勢、世界遺産地図も掲載。９９年刊に次ぐ６訂版。 
日本経済新聞 2014/04/06 

2003:07. / １５，３４

０ｐ 
978-4-582-43510-8
21,400 円〔本体〕+
税 

*9784582435108*

 

OL 誕生物語～タイピストたちの憂愁～ 
原 克 著 
講談社 
「家計補助」「趣味修養」「自活の途を立てる」ため、台所から街頭へ進出した女性たち

はいかなる人間関係のなかで、どんな仕事をしていたのか。大正?昭和初期の働く女性

たちの意思と苦悩と悲哀を、表象分析の手法で読み解く。 
日本経済新聞 2014/04/06 

2014:02. / 332p 
978-4-06-218790-9
1,900 円〔本体〕+税

*9784062187909*

 

菊と刀～日本文化の型～(講談社学術文庫)  
ルース・ベネディクト/ 長谷川 松治 著 
講談社 
日本人の行動と性格を分析し「恥の文化」を鋭く見抜いた名著菊の優美と刀の殺伐第

二次大戦中の米国戦時情報局による日本研究をもとに執筆され、後の日本人論の源

流となった不朽の書。日本人の行動や文化の分析からその背後にある独特な思考や

気質を解明、日本人特有の複雑な性格と特徴を鮮やかに浮き彫りにする。“菊の優美と

刀の殺伐”に象徴される日本文化の型を探り当て、その本質を批判的かつ深く洞察し

た、第一級の日本人論。 
日本経済新聞 2014/04/06 

2005:05. / ４２３ｐ 
978-4-06-159708-2
1,280 円〔本体〕+税

*9784061597082*

 

神山プロジェクト～未来の働き方を実験する～ 
篠原 匡 著 
日経ＢＰ社 
徳島県神山町。山深いこの町に、若きクリエイターや起業家が集う。なぜ徳島の片田舎

に若者たちが吸い寄せられるのか。地元 NPO グリーンバレーと移住者を通してひもと

いていく。 
日本経済新聞 2014/04/06、毎日新聞 2014/04/27 

2014:03. / 223p 
978-4-8222-7443-6
1,500 円〔本体〕+税

*9784822274436*

 

ジュリアス・シーザー 改版(新潮文庫)  
シェイクスピア/ 福田 恒存 著 
新潮社 
日本経済新聞 2014/04/13 

2005:05. / ２１８ｐ 
978-4-10-202006-7
430 円〔本体〕+税 

*9784102020067*
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現代インド経済～発展の淵源・軌跡・展望～ 
柳澤 悠 著 
名古屋大学出版会 
成長を真に加速したものとは何か 
日本経済新聞 2014/04/13 

2014:02. / 6p,417p 
978-4-8158-0757-3
5,500 円〔本体〕+税

*9784815807573*

 

落書きに歴史をよむ(歴史文化ライブラリー 375) 
三上 喜孝 著 
吉川弘文館 
人々の「肉声」から読み解く、こころの世界 
日本経済新聞 2014/04/13 

2014:04. / 6p,232p 
978-4-642-05775-2
1,700 円〔本体〕+税

*9784642057752*

 

マイホーム神話の生成と臨界～住宅社会学の試み～ 
山本 理奈 著 
岩波書店 
「脱 nLDK 論」をめぐる社会学と建築学の齟齬 
日本経済新聞 2014/04/13 

2014:02. / 
10p,274p,22p 
978-4-00-024818-1
4,500 円〔本体〕+税

*9784000248181*

 

詩的思考のめざめ～心と言葉にほんとうは起きていること～ 
阿部 公彦 著 
東京大学出版会 
詩的な声に耳をすませば、私たちと世界の関係が違ったふうに見えてくる。「詩」に独

特の感性を鍛えるレッスン。 
日本経済新聞 2014/04/13 

2014:02. / 10p,218p
978-4-13-083064-5
2,500 円〔本体〕+税

*9784130830645*

 

箱の産業～プレハブ住宅技術者たちの証言～ 
松村 秀一/ 佐藤 考一/ 森田 芳朗/ 江口 亨/ 権藤 智之 著 
彰国社 
プレハブ住宅という「箱の産業」に青春を賭けた八つの主要プレハブ住宅メーカーの技

術者（パイオニア）たちの証言を収録する。 
日本経済新聞 2014/04/13 

2013:11. / 249p,20p
978-4-395-32001-1
2,300 円〔本体〕+税

*9784395320011*

 

平和構築論を再構築する～日本はイニシャティブを発揮できるか～ 
旭 英昭 著 
日本評論社 
日本は世界の平和のためにいかなる貢献が可能か。紛争解決の現場での外交経験と

豊富な学識を融合させ、この困難な課題に応える。 
日本経済新聞 2014/04/13 

2014:03. / 10p,250p
978-4-535-58658-1
2,900 円〔本体〕+税

*9784535586581*

 

中国ナショナリズムのなかの日本～「愛国主義」の変容と歴史認識問題～(現代中国

地域研究叢書 7) 
江藤 名保子 著 
勁草書房 
時代と共に変化し国家目標との整合性を維持する形で幾度かの再構成を経た中国の

公定ナショナリズムである愛国主義の歴史を紐解く。 
日本経済新聞 2014/04/13 

2014:03. / 7p,232p 
978-4-326-34897-8
4,000 円〔本体〕+税

*9784326348978*
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国家と財政～ある経済学者の回想～ 
石 弘光 著 
東洋経済新報社 
戦後日本の財政と税制は、どのように変革をされてきたのか。理論と政策の第一線に

立ち続けた著者が語る、日本の財政と税制の歩み。 
日本経済新聞 2014/04/13 

2014:02. / 
15p,332p,6p 
978-4-492-61061-9
2,600 円〔本体〕+税

*9784492610619*

 

心の流浪 挿絵画家・樺島勝一 
大橋 博之 著 
弦書房 
大正から昭和初期にかけて活躍した挿絵画家・樺島勝一。写真よりもリアルに描かれた

挿絵は、どのような精神から生み出されたのか。その奥深さと画家の域を越えた魅力に

迫る。 
日本経済新聞 2014/04/13 

2014:03. / 265p 
978-4-86329-098-3
2,200 円〔本体〕+税

*9784863290983*

 

いえ団地まち～公団住宅設計計画史～(住まい学大系 103) 
木下 庸子/ 植田 実 著 
ラトルズ 
住んだ体験と現地視察と関係資料に基づく、妥協なき精選 55 団地の報告と解説。年

表や、キーワードの説明、編著者らの対談なども収録する。折り込みの団地 55 配置図

集つき。 
日本経済新聞 2014/04/13 

2014:02. / 507p,27p
978-4-89977-394-8
3,000 円〔本体〕+税

*9784899773948*

 

僕がグーグルで成長できた理由(わけ)～挑戦し続ける現場で学んだ大切なルール～ 
上阪 徹 著 
日本経済新聞出版社 
グーグルで も活躍する日本人は、創業者ラリー・ペイジも認めた男。世界トップレベ

ルの現場で結果を出す、徳生健太郎はどのようにして今の彼たり得たのか。彼の半生

をたどりながらその秘密に迫る。 
日本経済新聞 2014/04/13 

2014:02. / 254p 
978-4-532-31929-8
1,400 円〔本体〕+税

*9784532319298*

 

団地の空間政治学(NHK ブックス 1195) 
原 武史 著 
ＮＨＫ出版 
高度成長期に燦然と輝いていた団地文化とは何だったのか? 今日の団地の高齢化や

孤独死問題が生じた淵源を、コミュニティ志向の衰退と個人主義台頭の歴史に探り、知

られざる政治思想史の一断面を描出する。 
日本経済新聞 2014/04/13 

2012:09. / 290p 
978-4-14-091195-2
1,200 円〔本体〕+税

*9784140911952*

 

私がくまモンの上司です～ゆるキャラを営業部長に抜擢した「皿を割れ」精神～ 
蒲島 郁夫 著 
祥伝社 
「皿を割れ」 1200 億円以上の経済効果を生んだくまモンのプロジェクトは、知事のこの

一言から始まった。日本で も政治家らしくない、理想の政治家、蒲島熊本知事が、熊

本県庁に起こした数々の改革を紹介する。 
日本経済新聞 2014/04/13 

2014:03. / 253p 
978-4-396-61486-7
1,380 円〔本体〕+税

*9784396614867*



 52  

 

われにやさしき人多かりき～わたしの文学人生～(集英社文庫 た 3-53) 
田辺 聖子 著 
集英社 
まろやかな大阪弁で書く夢見小説、幼き頃より親しんだ古事記や源氏物語などの古

典、愛すべき詩や川柳。住み慣れし関西の地、今は亡き作家仲間や家族の思い出

…。作家・田辺聖子が、自らの作品を読み解く文学的自叙伝。 
日本経済新聞 2014/04/13 

2014:03. / 409p 
978-4-08-745172-6
700 円〔本体〕+税 

*9784087451726*

 

ケネディ演説集 改版(中公文庫 ケ 5-1) 
ケネディ 著, ケネディ/ 高村 暢児 編 
中央公論新社 
東西冷戦、人種対立に揺れ動くアメリカに颯爽と登場した若き指導者ケネディ。「大統

領就任演説」「公民権に関する特別教書/人種差別問題に関する演説」など、ケネディ

が世界に発信し、救いと希望を与えた珠玉の言葉を収録。 
日本経済新聞 2014/04/13 

2014:04. / 285p 
978-4-12-205940-5
1,000 円〔本体〕+税

*9784122059405*

 

ニュータウンは黄昏れて 
垣谷 美雨 著 
新潮社 
バブル崩壊前夜、都心から 1 時間の分譲団地を購入した織部家。築 30 年を過ぎ、母

の頼子は理事会で建替え問題に直面するが、住民エゴの衝突で議論は紛糾。娘の琴

里は資産家の息子と出会い、一家は泥沼からの脱出を夢見るが…。 
日本経済新聞 2014/04/13 

2013:01. / 348p 
978-4-10-333371-5
1,600 円〔本体〕+税

*9784103333715*

 

友情を疑う～親しさという牢獄～(中公新書)  
清水 真木 著 
中央公論新社 
誰もが友人で誰もが互いに助け合う社会など悪夢ではないか。友人と親しさの差異は

何か。哲学者たちの友情論を手がかりに、公共の空間における対人関係の本来の姿を

描き、友情の消滅の危機とそれが原因の国家の危機を遠望する。 
日本経済新聞 2014/04/13 

2005:09. / １９７ｐ 
978-4-12-101813-7
740 円〔本体〕+税 

*9784121018137*

 

13 日間～キューバ危機回顧録～ 改版(中公文庫 ケ 6-1) 
ロバート・ケネディ/ 毎日新聞社外信部 著 
中央公論新社 
冷戦時、ソ連の支援を受けたキューバでミサイル基地建設が開始。軍部は攻撃を主張

するが、ケネディ大統領はソ連のフルシチョフ首相との対話の道を探る…。2 つの超大

国の指導者の決断を、大統領の弟ロバートの眼で描いた記録。 
日本経済新聞 2014/04/13 

2014:04. / 200p 
978-4-12-205942-9
900 円〔本体〕+税 

*9784122059429*

 

リーマン・ショック-5 年目の真実 
日本経済新聞社 編 
日本経済新聞出版社 
2008 年 9 月 15 日の米大手証券リーマン・ブラザーズの破綻。あのとき何が起きたの

か、今にどうつながっているのか? 関係者へのインタビューなどを通じ、この 5 年間を

検証。『日本経済新聞』連載を大幅に加筆し単行本化。 
日本経済新聞 2014/04/13 

2014:03. / 263p 
978-4-532-35594-4
1,600 円〔本体〕+税

*9784532355944*
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アニメの魂～協働する創造の現場～ 
イアン・コンドリー/ 島内 哲朗 著 
ＮＴＴ出版 
アニメ作家、キャラクターと世界観、制作スタジオ、スポンサーや関連企業、海外ファ

ン、そしてオタク。広範なフィールドワークをもとに、アニメが人々を結びつける時に発

生する創造のエネルギーを鮮やかに描く。 
日本経済新聞 2014/04/13 

2014:02. / 377p 
978-4-7571-4311-1
2,800 円〔本体〕+税

*9784757143111*

 

フォースター評論集(岩波文庫)  
フォースター/ 小野寺 健 著 
岩波書店 
日本経済新聞 2014/04/20 

1996:02. / ２８４ｐ 
978-4-00-322833-3
660 円〔本体〕+税 

*9784003228333*

 

ジェンダー・クオータ～世界の女性議員はなぜ増えたのか～ 
三浦 まり/ 衛藤 幹子/ スティール若希 著 
明石書店 
クオータは、民主主義を映しだす鏡だ 
日本経済新聞 2014/04/20 

2014:03. / 273p 
978-4-7503-3974-0
4,500 円〔本体〕+税

*9784750339740*

 

中東国際関係史研究～トルコ革命とソビエト・ロシア 1918-1923～ 
山内 昌之 著 
岩波書店 
オスマン帝国以後の新秩序形成過程を論じる 
日本経済新聞 2014/04/20 

2013:11. / 
17p,808p,47p 
978-4-00-023880-9
16,800 円〔本体〕+
税 

*9784000238809*

 

わたし、解体はじめました～狩猟女子の暮らしづくり～ 
畠山 千春 著 
木楽舎 
そこにある『命』と向き合い、悩み苦しみながらも成長を続ける狩りガール奮闘記。 
日本経済新聞 2014/04/20 

2014:04. / 189p 
978-4-86324-073-5
1,500 円〔本体〕+税

*9784863240735*

 

危機とサバイバル～21 世紀を生き抜くための<7 つの原則>～ 
ジャック・アタリ/ 林 昌宏 著 
作品社 
大ヒットを連発しているアタリによる、“〈21 世紀〉を生き抜くための 7 つの原則と 51 の提

言”。 
日本経済新聞 2014/04/20 

2014:02. / 292p 
978-4-86182-310-7
2,200 円〔本体〕+税

*9784861823107*

 

新京都学派～知のフロンティアに挑んだ学者たち～(平凡社新書 715) 
柴山 哲也 著 
平凡社 
戦後、桑原武夫を中心に京大人文研で学際的な研究を行っていたグループを源流と

する新京都学派。その独創的な仕事を紹介。 
日本経済新聞 2014/04/20 

2014:01. / 238p 
978-4-582-85715-3
800 円〔本体〕+税 

*9784582857153*
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ヘンリー・スティムソンと「アメリカの世紀」 
中沢 志保 著 
国書刊行会 
20 世紀前半にアメリカ政府の要職に就き、数々の政策決定に参画したスティムソンの

生涯を辿りながら、平和と戦争の問題に迫る。 
日本経済新聞 2014/04/20 

2014:02. / 363p,7p 
978-4-336-05779-2
2,800 円〔本体〕+税

*9784336057792*

 

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

理」から説き起こす、中東近現代史の決定版。 
日本経済新聞 2014/04/20 

2013:10. / 437p 図

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

*9784560083284*

 

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

理」から説き起こす、中東近現代史の決定版。 
日本経済新聞 2014/04/20 

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

*9784560083291*

 

海洋堂創世記 
樫原 辰郎 著 
白水社 
日本が世界に誇るガレージキット＆フィギュア製造会社、海洋堂公認！ 原型師たちの

活躍を描く１９８０年代の青春グラフィティ。 
日本経済新聞 2014/04/20 

2014:02. / 245p 
978-4-560-08347-5
1,800 円〔本体〕+税

*9784560083475*

 

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。 
日本経済新聞 2014/04/20 

2013:12. / 473p,50p
978-4-492-65458-3
2,800 円〔本体〕+税

*9784492654583*

 

消費税 政と官との「十年戦争」 
清水 真人 著 
新潮社 
十％への引き上げに向け進む消費税増税。小泉政権から今日まで、政変に晒されつ

つも潰えなかったのはなぜか。綿密な取材で検証する。 
日本経済新聞 2014/04/20 

2013:08. / 319p 
978-4-10-334571-8
1,600 円〔本体〕+税

*9784103345718*

 

GE 世界基準の仕事術 
安渕 聖司 著 
新潮社 
一世紀以上の歴史を経てエクセレントカンパニーとして輝き続けるＧＥ。国際競争を勝

ち抜いてきた企業のノウハウにはグローバルビジネスのヒントが満載。 
日本経済新聞 2014/04/20 

2014:03. / 253p 
978-4-10-335391-1
1,400 円〔本体〕+税

*9784103353911*
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政治の起源～人類以前からフランス革命まで～<下> 
フランシス・フクヤマ/ 会田 弘継 著 
講談社 
政治制度が機能し、秩序や安定が生まれるためには何が必要なのか。政治制度発展

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

う。 
日本経済新聞 2014/04/20 

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

*9784062171519*

 

社会保障亡国論(講談社現代新書 2253) 
鈴木 亘 著 
講談社 
消費税が増税されると本当に社会保障は安定し、財政再建が果たせるのか。社会保障

を取り巻く危機的状況を正しく可視化し、税も含めた抜本改革の必要性を分かりやすく

説く。 
日本経済新聞 2014/04/20 

2014:03. / 292p 
978-4-06-288253-8
840 円〔本体〕+税 

*9784062882538*

 

皇帝フリードリッヒ二世の生涯<上> 
塩野 七生 著 
新潮社 
シチリア王にして神聖ローマ帝国皇帝であり、後世に「世界の驚異」と呼ばれた男、フリ

ードリッヒ二世の生涯を描く。上は、幼少時代からロンバルディア同盟解体までを収録。 
日本経済新聞 2014/04/20 

2013:12. / 301p 
978-4-10-309637-5
2,400 円〔本体〕+税

*9784103096375*

 

ポスト・ヒューマン誕生～コンピュータが人類の知性を超えるとき～  
レイ・カーツワイル/ 井上 健/ 小野木 明恵/ 野中 香方子/ 福田 実 著 
ＮＨＫ出版 
進化は加速している?。生物の限界を超え２０４５年、人類はついに特異点に到達する。

ＮＨＫ ＢＳ特集「未来への提言」で紹介された、世界 高峰の発明家による大胆な未

来予測。 
日本経済新聞 2014/04/20 

2007:01. / ５９６，６

５ｐ 
978-4-14-081167-2
3,000 円〔本体〕+税

*9784140811672*

 

皇帝フリードリッヒ二世の生涯<下> 
塩野 七生 著 
新潮社 
シチリア王にして神聖ローマ帝国皇帝であり、後世に「世界の驚異」と呼ばれた男、フリ

ードリッヒ二世の生涯を描く。下は、ブレッシア攻防戦からフリードリッヒ二世の死後まで

を収録。 
日本経済新聞 2014/04/20 

2013:12. / 258p,20p
978-4-10-309638-2
2,400 円〔本体〕+税

*9784103096382*

 

マネーの支配者～経済危機に立ち向かう中央銀行総裁たちの闘い～ 
ニール・アーウィン/ 関 美和 著 
早川書房 
世界経済の運命はこうして決められた! セントラルバンカーたちが世界経済崩壊を阻

止すべく見せた大規模緩和への苦闘を、気鋭の記者が丹念な取材で掘り起こした渾

身のドキュメント。 
日本経済新聞 2014/04/20 

2014:03. / 479p 
978-4-15-209446-9
2,500 円〔本体〕+税

*9784152094469*
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文化の擁護～１９３５年パリ国際作家大会～(叢書・ウニベルシタス)  
Ａ．ジッド/ 相磯 佳正 著 
法政大学出版局 
１９３５年６月、反戦・反ファシズムと文化の擁護および創造を目指して、３８か国２５０名

の作家・知識人が参加した第１回国際作家大会。５日間にわたる報告と討論を、可能な

限り網羅した大会記録。 
日本経済新聞 2014/04/20 

1997:08. / ７０３，２

７ｐ 
978-4-588-00580-0
7,600 円〔本体〕+税

*9784588005800*

 

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。 
日本経済新聞 2014/04/20 

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

*9784121022530*

 

庭師が語るヴェルサイユ 
アラン・バラトン/ 鳥取 絹子 著 
原書房 
野心と欲望がうごめいていたのは、宮殿の中だけではなかった…。ヴェルサイユのベテ

ラン庭師である著者が、「庭」を切り口に増築と造園の裏に隠された王や王妃、取り巻き

たちの秘められたエピソードを魅惑的に描く。 
日本経済新聞 2014/04/20 

2014:02. / 262p 
978-4-562-04990-5
2,400 円〔本体〕+税

*9784562049905*

 

政治の代償 
ボブ・ウッドワード/ 伏見 威蕃 著 
日本経済新聞出版社 
オバマ大統領就任以降、混迷を極める米国の中央政界で何が起きているのか。「決め

られない政治」に陥ったワシントンの現状を、米国を代表するジャーナリストが、オバマ

大統領への単独インタビューを交えて解き明かす。 
日本経済新聞 2014/04/20 

2013:11. / 613p 図

版 16p 
978-4-532-16893-3
2,600 円〔本体〕+税

*9784532168933*

 

前を向いて歩こう(私の履歴書) 
篠原 欣子 著 
日本経済新聞出版社 
人材派遣ビジネスを始めて 40 年。業界屈指の企業「テンプスタッフ株式会社」を育て

上げた代表取締役会長・篠原欣子が、その型破りな人生を語る。社員たちの備忘録も

収録。『日本経済新聞』連載を大幅に加筆して単行本化。 
日本経済新聞 2014/04/20 

2014:03. / 227p 
978-4-532-31931-1
1,600 円〔本体〕+税

*9784532319311*

 

ルパート・スミス軍事力の効用～新時代「戦争論」～ 
ルパート・スミス/ 山口 昇/ 佐藤 友紀 著 
原書房 
湾岸戦争、ボスニア紛争の司令官が、自らの経験を通じて、これからの戦争・戦略・軍

事力についてまとめた戦争論。国家間戦争が終焉したこと、人間戦争では対立と紛争

の間を往来する過程の管理が重要であることなどを説く。 
日本経済新聞 2014/04/20 

2014:02. / 560p 
978-4-562-04992-9
3,800 円〔本体〕+税

*9784562049929*
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「幸せ」の決まり方～主観的厚生の経済学～ 
小塩 隆士 著 
日本経済新聞出版社 
他人の所得、格差意識、夫婦の役割分担、結婚、地域の所得水準、雇用、子供時代

の貧困・虐待…。何が日本人の幸福感、健康感、生活満足度を決めているのか? 伝統

的な経済学を超えて、日本社会の特異性と病理を解き明かす。 
日本経済新聞 2014/04/20 

2014:03. / 308p 
978-4-532-13449-5
2,200 円〔本体〕+税

*9784532134495*

 

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

と衰退の歴史的パターンを広範に考察。上は、「国家以前」「国家建設」を扱う。 
日本経済新聞 2014/04/20 

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

*9784062171502*

 

アジア史概説(中公文庫)  
宮崎 市定 著 
中央公論新社 
日本経済新聞 2014/04/27 

1987:02. / ５６２ｐ 
978-4-12-201401-5
1,143 円〔本体〕+税

*9784122014015*

 

ジャズは気楽な旋律～プロデューサーが出会った素顔の巨人たち～(平凡社新書 
731) 
木全 信 著 
平凡社 
ジャズの巨人達が語った音楽への思いとは 
日本経済新聞 2014/04/27 

2014:04. / 253p 
978-4-582-85731-3
800 円〔本体〕+税 

*9784582857313*

 

インドネシア創られゆく華人文化～民主化以降の表象をめぐって～ 
北村 由美 著 
明石書店 
インドネシアにおける民主化プロセスの記録 
日本経済新聞 2014/04/27 

2014:03. / 260p 
978-4-7503-3994-8
3,800 円〔本体〕+税

*9784750339948*

 

ハイエクを読む 
桂木 隆夫 編 
ナカニシヤ出版 
その思想的多面体を問う格好のハイエク入門 
日本経済新聞 2014/04/27 

2014:03. / 23p,369p
978-4-7795-0819-6
3,000 円〔本体〕+税

*9784779508196*

 

日本経済の呪縛～日本を惑わす金融資産という幻想～ 
櫨 浩一 著 
東洋経済新報社 
なぜ世界一の金持ち国で大停滞が起こってしまったのか？「動学マクロ経済学」の立

場から、日本経済の「失われた２０年」を分析。 
日本経済新聞 2014/04/27 

2014:03. / 275p 
978-4-492-39602-5
1,600 円〔本体〕+税

*9784492396025*
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完本ベストセラーの戦後史(文春学藝ライブラリー) 
井上 ひさし 著 
文藝春秋 
『日米會話手帳』『太陽の季節』『性生活の知恵』『日本列島改造論』等、話題書 35 冊。

稀代の読書家による「体験的出版史」の傑作！ 
日本経済新聞 2014/04/27 

2014:02. / 415p 
978-4-16-813010-6
1,480 円〔本体〕+税

*9784168130106*

 

リメディアル世界史入門 
宇都宮 浩司 著 
創成社 
「黒ひげと海賊共和国」「料理本が語るカナダ」「フォード vs.GM」などのテーマに沿っ

て、北アメリカを題材に語る世界史。自分で問題を発見し、答えを探す学びが身につ

く。 
日本経済新聞 2014/04/27 

2014:01. / 11p,225p
978-4-7944-4063-1
2,100 円〔本体〕+税

*9784794440631*

 

屋根屋 
村田 喜代子 著 
講談社 
雨漏りのする屋根の修理にやってきた屋根屋。自在に夢を見られると語る彼の誘いに

乗って、「私」は夢のなかの旅へ一緒に出かける。屋根職人と平凡な主婦の奇想天外

な空の旅。『群像』連載を単行本化。 
日本経済新聞 2014/04/27 

2014:04. / 307p 
978-4-06-218774-9
1,600 円〔本体〕+税

*9784062187749*

 

東大教授(新潮新書 560) 
沖 大幹 著 
新潮社 
現役の東大教授が、入試の必勝法、教育や研究の醍醐味、出世の条件や名誉教授の

資格、論文や会議の作法、有名人との交際、政府やマスコミとの折衝術など、東大教

授の真相をスリリングな筆致で徹底解説する。 
日本経済新聞 2014/04/27 

2014:03. / 206p 
978-4-10-610560-9
700 円〔本体〕+税 

*9784106105609*

 

漢字の成り立ち～『説文解字』から最先端の研究まで～(筑摩選書 0089) 
落合 淳思 著 
筑摩書房 
正しい字源とは何なのか。「説文解字」から白川静・藤堂明保まで、従来の字源研究を

批判的に継承しながら、近年整理されつつある資料の活用と、科学的な方法論によっ

て得られた 先端の成果を平易に紹介する。 
日本経済新聞 2014/04/27 

2014:04. / 286p 
978-4-480-01594-5
1,600 円〔本体〕+税

*9784480015945*

 

復興するハイチ～震災から、そして貧困から 医師たちの闘いの記録 2010-11～ 
ポール・ファーマー/ 岩田 健太郎 著 
みすず書房 
闘う相手は「自然」災害だけではない。判断力を伴わない善意がもたらす弊害、先進国

の業者に還流する支援金…。ハイチで 30 年にわたって医療活動を行ってきた著者と

そのチームの、ハイチ大地震後の奮闘の記録。 
日本経済新聞 2014/04/27 

2014:03. / 10p,340p
978-4-622-07820-3
4,300 円〔本体〕+税

*9784622078203*
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なぜ 2 人のトップは自死を選んだのか～JR 北海道、腐食の系譜～ 
吉野 次郎 著 
日経ＢＰ社 
脱線炎上、データ改竄、不祥事が相次ぐ JR 北海道。腐食は組織の奥深くまで進行し

ていた。徹底した現場取材に加えて、自殺した相談役など 8 名の証言から真実に迫

る。『日経ビジネス』連載に大幅に加筆して単行本化。 
日本経済新聞 2014/04/27 

2014:04. / 231p 
978-4-8222-7448-1
1,500 円〔本体〕+税

*9784822274481*

 

経済学わが歩み～学者として教師として～(シリーズ「自伝」my life my world) 
小宮 隆太郎 著 
ミネルヴァ書房 
研究・教育に力を注ぎ、門下から日本経済をリードする人物を多く輩出する一方、経済

学の論客として、政策提言者として活躍し、「通念の破壊者」と呼ばれた経済学者・小

宮隆太郎。その歩みと次代へのメッセージを語る。 
日本経済新聞 2014/04/27 

2013:10. / 
6p,228p,4p 
978-4-623-06713-8
2,800 円〔本体〕+税

*9784623067138*

 

ネクスト・アジア～成長フロンティアは常に動く～ 
後藤 康浩 著 
日本経済新聞出版社 
高度成長期を終えた中国や伸び悩むインドを尻目に、インドシナ半島、さらにその西の

「インド洋経済圏」へと成長の軸はシフトする。この変化にわが国及び企業はいかに対

応すべきか。アジアで勝ち抜くための「次の一手」を示す。 
日本経済新聞 2014/04/27 

2014:02. / 12p,242p
978-4-532-35591-3
1,800 円〔本体〕+税

*9784532355913*

 

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。 
日本経済新聞 2014/04/27 

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

*9784004314776*

 

女たちよ！(新潮文庫)  
伊丹 十三 著 
新潮社 
毎日新聞 2014/04/06 

2005:03. / ３２２ｐ 
978-4-10-116732-9
520 円〔本体〕+税 

*9784101167329*

 

檀流クッキング 改版(中公文庫)  
檀 一雄 著 
中央公論新社 
毎日新聞 2014/04/06 

2002:09. / ２４８ｐ 
978-4-12-204094-6
667 円〔本体〕+税 

*9784122040946*
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虫の宇宙誌  
奥本大三郎 著 
青土社 
毎日新聞 2014/04/06 

1989:08. / ３５０ｐ 
978-4-7917-5030-6
1,845 円〔本体〕+税

*9784791750306*

 

愛と障害(EXLIBRIS) 
アレクサンダル・ヘモン 著 
白水社 
「ナボコフの再来」と称されるボスニア出身の英語作家による、〈反〉自伝的な連作短篇

集。 
毎日新聞 2014/04/06 

2014:01. / 225p 
978-4-560-09031-2
2,200 円〔本体〕+税

*9784560090312*

 

えをかくかくかく 
エリック・カール/ アーサー・ビナード 著 
偕成社 
絵筆をもった男の子がかくのは……とっても青い馬。赤いわにや黄色い牛などカラフル

な動物たちがあらわれる、迫力いっぱいの絵本。 
毎日新聞 2014/04/06 

2014:02. / 25p 
978-4-03-348280-4
1,400 円〔本体〕+税

*9784033482804*

 

この一身は努めたり～上田三四二の生と文学～  
小高 賢 著 
トランスビュー 
終生病いと闘いながら、ただひたすらに励んだ歌人、上田三四二。小説、評論、伝記、

エッセイへと活躍の場を広げた彼の奥底に鎮められたある「断念」に迫りつつ、その文

学的営為の全貌を描く。 
毎日新聞 2014/04/06 

2009:04. / ３１１ｐ 
978-4-901510-74-5
2,800 円〔本体〕+税

*9784901510745*

 

フォト・ドキュメンタリー人間の尊厳～いま、この世界の片隅で～(岩波新書 新赤版 
1471) 
林 典子 著 
岩波書店 
配偶者に硫酸で顔を焼かれた女性、誘拐され結婚を強要された女子大生…。世界

大規模の報道写真祭で 高賞を受賞した気鋭の写真家が、世界各地で生きぬく人々

に寄り添い、その姿を報告する。カラー写真多数。 
毎日新聞 2014/04/06 

2014:02. / 12p,254p
978-4-00-431471-4
1,040 円〔本体〕+税

*9784004314714*

 

殺人犯はそこにいる～隠蔽された北関東連続幼女誘拐殺人事件～ 
清水 潔 著 
新潮社 
栃木県足利市、群馬県太田市という隣接する 2 市で 5 人の少女が誘拐または殺害さ

れた。冤罪「足利事件」を含む一連の事件を同一犯による連続事件だと喝破した著者

が、徹底した取材で真犯人を炙り出したノンフィクション。 
毎日新聞 2014/04/06 

2013:12. / 335p 
978-4-10-440502-2
1,600 円〔本体〕+税

*9784104405022*
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防災・減災・復旧被災地からおくるノウハウ集～水害現場でできたこと、できなかった

こと～ 新改訂 
水害サミット実行委員会 編 
毎日新聞社 
大規模な水害に見舞われた自治体の首長が一堂に会し、被災経験と対策を語り合う

「水害サミット」の成果をまとめた一冊。「災害時にトップがなすべきこと」をはじめ、これ

までの水害の経験から得た様々なノウハウを収録する。 
毎日新聞 2014/04/06 

2014:03. / 211p 
978-4-620-32256-8
2,500 円〔本体〕+税

*9784620322568*

 

超常現象～科学者たちの挑戦～(NHK スペシャル) 
梅原 勇樹/ 苅田 章 著 
ＮＨＫ出版 
幽霊、臨死体験、念力、テレパシー…。超常現象の正体に、現代科学はどこまで迫れ

るか。超常現象に合理的な説明をつけるために必死の模索を続ける科学者達の、 前

線の研究を紹介する。NHK スペシャルの内容をもとに書籍化。 
毎日新聞 2014/04/06 

2014:03. / 243p 
978-4-14-081632-5
1,600 円〔本体〕+税

*9784140816325*

 

おいしそうな草 
蜂飼 耳 著 
岩波書店 
何気なく過ぎていく日々のなか、一瞬一瞬に古今東西あらゆる文学作品を感じ、言葉

を紡ぎ、やさしく語りかける。のびやかな感性と知性が、体中に満ちてゆく文集。『図書』

連載に書き下ろしを加えて単行本化。 
毎日新聞 2014/04/06 

2014:03. / 177p 
978-4-00-025955-2
1,700 円〔本体〕+税

*9784000259552*

 

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。 
毎日新聞 2014/04/06、毎日新聞 2014/04/13、毎日新聞 2014/04/27 

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

*9784904855218*

 

赤い高粱(岩波現代文庫)  
莫言/ 井口 晃 著 
岩波書店 
毎日新聞 2014/04/13 

2003:12. / ３２８ｐ 
978-4-00-602079-8
1,040 円〔本体〕+税

*9784006020798*

 

デミアン 改版(新潮文庫)  
ヘッセ/ 高橋 健二 著 
新潮社 
毎日新聞 2014/04/13 

2007:05. / ２５４ｐ 
978-4-10-200102-8
430 円〔本体〕+税 

*9784102001028*
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高丘親王航海記(文春文庫)  
渋沢 竜彦 著 
文芸春秋 
毎日新聞 2014/04/13 

1990:10. / ２５３ｐ 
978-4-16-714002-1
476 円〔本体〕+税 

*9784167140021*

 

つむじ風食堂の夜(ちくま文庫)  
吉田 篤弘 著 
筑摩書房 
毎日新聞 2014/04/13 

2005:11. / １８９ｐ 
978-4-480-42174-6
580 円〔本体〕+税 

*9784480421746*

 

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 
毎日新聞 2014/04/13 

2014:01. / 352p 
978-4-385-16222-5
4,000 円〔本体〕+税

*9784385162225*

 

台湾海峡一九四九 
龍 應台/ 天野 健太郎 著 
白水社 
時代に翻弄されてきた｢外省人｣と台湾人。“敗北者たち”の声に耳を傾け、彼らの原点

を見つめ直す歴史ノンフィクション。 
毎日新聞 2014/04/13 

2012:06. / 434p 
978-4-560-08216-4
2,800 円〔本体〕+税

*9784560082164*

 

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. 
毎日新聞 2014/04/13 

2014:02. / 8p,274p 
978-4-87259-470-6
1,500 円〔本体〕+税

*9784872594706*

 

天皇と葬儀～日本人の死生観～(新潮選書) 
井上 亮 著 
新潮社 
初めて火葬された持統、散骨された淳和、葬儀もなかった後土御門……一二四代の

「葬られ方」を総覧し、見えてくる日本の死生観。 
毎日新聞 2014/04/13 

2013:11. / 363p 
978-4-10-603737-5
1,600 円〔本体〕+税

*9784106037375*

 

翻訳教育 
野崎 歓 著 
河出書房新社 
フランス文学の名翻訳者が鴎外、ネルヴァルらを引きながら「翻訳」という営為の本質に

迫り言葉・文学・世界を思索する極上のエッセー 
毎日新聞 2014/04/13 

2014:01. / 214p 
978-4-309-02251-2
1,800 円〔本体〕+税

*9784309022512*
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おにぎりレシピ 101～英訳付き～ 
山田 玲子/ 水野 菜生 著 
ポット出版 
海外でも人気の日本のソウルフード、おにぎり。クッキングアドバイザー・山田玲子が考

えた 101 のレシピを英訳付きでご紹介します。 
毎日新聞 2014/04/13 

2014:04. / 123p 
978-4-7808-0204-7
1,300 円〔本体〕+税

*9784780802047*

 

フランスの肖像～歴史・政治・思想～ 
ミシェル・ヴィノック/ 大嶋 厚 著 
吉田書店 
なぜフランスではいまもストライキが多いのか、なぜフランス人は交通法規を守らないの

か…。矛盾や不可解な現象も含めたフランスの特徴について、歴史のさまざまな角度

から説明する。 
毎日新聞 2014/04/13 

2014:03. / 425p 
978-4-905497-21-9
3,200 円〔本体〕+税

*9784905497219*

 

作家の決断～人生を見極めた 19 人の証言～(文春新書 963) 
阿刀田 高 編 
文藝春秋 
「日本一、給料が高い会社」をやめたとき、「警官殺し」として誤認逮捕されたとき…。作

家たちは、さまざまな局面で何を考え、どう行動してきたのか。人生の指針となるべき

19 編のインタビューを収録。 
毎日新聞 2014/04/13 

2014:03. / 319p 
978-4-16-660963-5
850 円〔本体〕+税 

*9784166609635*

 

官邸危機～内閣官房参与として見た民主党政権～(ちくま新書 1055) 
松本 健一 著 
筑摩書房 
尖閣事件、原発事故。菅政権の東アジア外交問題担当の内閣官房参与だった著者が

目の当たりにした日本の統治システムの危機。危機管理を阻んだのは民主党の政治

的未熟か、官僚のサボタージュか。政権中枢を内部から見た回想録。 
毎日新聞 2014/04/13 

2014:02. / 280p 
978-4-480-06763-0
880 円〔本体〕+税 

*9784480067630*

 

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！ 
毎日新聞 2014/04/13、毎日新聞 2014/04/27 

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

*9784041107416*

 

大人になるまでに読みたい 15 歳の詩<3> なやむ 
蜂飼 耳 編 
ゆまに書房 
今この時にしか感じることのできない感動がある。珠玉のエッセンス！！ 
毎日新聞 2014/04/20 

2013:12. / 231p 
978-4-8433-4267-1
1,500 円〔本体〕+税

*9784843342671*
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音樂は愉し～黎明期音盤収集家随想～ 
野村 あらえびす 著 
音楽之友社 
わが国レコード評論のルーツといえる著者が残したエッセー集。大正から昭和初年のコ

レクターとしての苦労と喜びを格調高く綴る。 
毎日新聞 2014/04/20 

2014:02. / 271p 
978-4-276-20032-6
2,000 円〔本体〕+税

*9784276200326*

 

謝るなら、いつでもおいで 
川名 壮志 著 
集英社 
佐世保の小学校で小６女児が仲の良い同級生に殺害された痛ましい事件から１０年。

被害者家族は、どう精神のバランスをとり生きてきた 
毎日新聞 2014/04/20 

2014:03. / 324p 
978-4-08-781550-4
1,500 円〔本体〕+税

*9784087815504*

 

いま教わりたい和食～銀座「馳走【ソッ】啄」の仕事～(とんぼの本) 
平松 洋子 著 
新潮社 
和食とは四季折々のめぐみを日常に味わうこと。名料理人から平松さんが教わった、24
の旬の素材と味の引きだしかた。いま作ってみたい 118 の料理を収録。 
毎日新聞 2014/04/20 

2014:03. / 158p 
978-4-10-602252-4
1,800 円〔本体〕+税

*9784106022524*

 

評伝・シェープキン～ロシア・リアリズム演劇の源流～(「日露演劇会議」叢書) 
V.I.イワシネフ/ 森 光以 著 
而立書房 
プーシキン、ベリンスキー、ゴーゴリに愛され、オストロフスキー、スタニスラフスキーにも

大きな影響を与えた天才俳優シェープキンの全体像を描く。年譜も収録。 
毎日新聞 2014/04/20 

2014:01. / 359p 
978-4-88059-377-7
2,000 円〔本体〕+税

*9784880593777*

 

出星前夜(小学館文庫 い 25-6) 
飯嶋 和一 著 
小学館 
寛永 14 年、松倉家入封以来 20 年、無抵抗をつらぬいてきた旧キリシタンの土地・島

原で初めての武装蜂起が起こった。幕藩体制に抗った、誇り高き海民・土豪らの絶望

的な戦いを描く。 
毎日新聞 2014/04/20 

2013:02. / 714p 
978-4-09-408796-3
876 円〔本体〕+税 

*9784094087963*

 

糸と針 BOOK 
文化出版局 編 
文化学園文化出版局 
縫う、刺す、接ぐ、そして?る。この手仕事からどれほど豊かな表現が生まれたことか。暮

しを潤し、人の心を温めてきたことか…。美しい手縫いの仕事を、日本やアジアの国々

から集め、紹介する。 
毎日新聞 2014/04/20 

2014:03. / 159p 
978-4-579-21204-0
2,300 円〔本体〕+税

*9784579212040*

 

不均衡という病～フランスの変容 1980-2010～ 
エマニュエル・トッド/ エルヴェ・ル・ブラーズ/ 石崎 晴己 著 
藤原書店 
高学歴化、女性の社会進出、移民の増大、経済格差の拡大、右傾化…。統計データ

をもとに作成した 127 点のカラー地図を用いながら、フランスの現状の分析と解明に取

り組む。著者インタビューも収録。 
毎日新聞 2014/04/20 

2014:03. / 436p 
978-4-89434-962-9
3,600 円〔本体〕+税

*9784894349629*
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戦艦大和設計と建造～大和型戦艦主要全写真＋大型図面～ 増補決定版  
松本 喜太郎/ 戸高 一成 著 
ダイヤモンド社 
大和型戦艦（大和・武蔵）の生まれた動機、特長、沈没状況とその原因、この型から改

造されて生まれた超大型航空母艦・信濃の性質等について、「造船」の立場から解説。

貴重な未発表写真を追加した増補決定版。 
毎日新聞 2014/04/20 

2006:11. / 24,267p 
図版 48p 
978-4-478-95063-0
20,000 円〔本体〕+
税 

*9784478950630*

 

人類 5 万年文明の興亡～なぜ西洋が世界を支配しているのか～<下> 
イアン・モリス/ 北川 知子 著 
筑摩書房 
なぜ中国で産業革命は起こらなかったのか。あらゆる文明が停滞と衰退を免れないとし

たら、何がそれを打ち破る契機となるのか。「西洋文明の終焉」という衝撃の未来図を明

晰な論理によって導き出す、歴史書の金字塔。 
毎日新聞 2014/04/20 

2014:03. / 444p 
978-4-480-86128-3
3,600 円〔本体〕+税

*9784480861283*

 

善き書店員 
木村 俊介 著 
ミシマ社 
「お腹はいっぱいにはならないけど、胸はいっぱいになったなという仕事」「なくてもいい

嗜好品だけど、なくてもいいものがある世の中を考えたい」 6 人の書店員が、仕事の

「善さ」や「楽しさ、おもしろさ」を語る。 
毎日新聞 2014/04/20 

2013:11. / 343p 
978-4-903908-46-5
1,800 円〔本体〕+税

*9784903908465*

 

人類 5 万年文明の興亡～なぜ西洋が世界を支配しているのか～<上> 
イアン・モリス/ 北川 知子 著 
筑摩書房 
なぜ今日の世界は西洋が支配しているのか。それは歴史の必然なのか。あるいは単な

る技術革新の勝利なのか。スタンフォードの歴史学教授が圧倒的なスケールで人類史

を俯瞰、現在の文明世界の閉塞状況をクリアに描き出す。 
毎日新聞 2014/04/20 

2014:03. / 404p 
978-4-480-86127-6
3,600 円〔本体〕+税

*9784480861276*

 

巨大戦艦「大和」全軌跡 
原 勝洋 著 
学研パブリッシング 
「大和」とはどんな戦艦であったのだろうか。研究の第一人者が、世界 大 強の戦艦

がいかにして構想されどのように建造されたのか、そして、1181 日間の生涯をどう生き

たのかを明らかにする。折り込みの艦内詳細図付き。 
毎日新聞 2014/04/20 

2011:08. / 483p 
978-4-05-405052-5
2,300 円〔本体〕+税

*9784054050525*

 

過去ある女～プレイバック～(小学館文庫 レ 3-1) 
レイモンド・チャンドラー/ 小鷹 信光 著 
小学館 
謎につつまれた若い美女と、彼女につきまとうジゴロ、ホテルのペントハウスに住む独

身紳士、殺人課警視。そして彼女の部屋のバルコニーで発見された男の射殺体。手に

汗握る物語が展開する、チャンドラーの知られざる傑作脚本。 
毎日新聞 2014/04/20 

2014:04. / 299p 
978-4-09-406037-9
600 円〔本体〕+税 

*9784094060379*
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戦艦大和ノ最期(講談社文芸文庫)  
吉田 満 著 
講談社 
昭和２０年３月２９日、世界 大の不沈戦艦と誇った「大和」は、必敗の作戦へと呉軍港

を出港した。吉田満は前年東大法科を繰り上げ卒業、海軍少尉、副電測士として「大

和」に乗り組んでいた。「徳之島ノ北西洋上、「大和」轟沈シテ巨体四裂ス 今ナオ埋没

スル三千の骸（ムクロ） 彼ラ終焉ノ胸中果シテ如何」戦後半世紀、いよいよ光芒を放つ

名作の「決定稿」。 
毎日新聞 2014/04/20 

1994:08. / ２０１ｐ 
978-4-06-196287-3
940 円〔本体〕+税 

*9784061962873*

 

檸檬・冬の日～他九篇～ 改版(岩波文庫)  
梶井基次郎 著 
岩波書店 
毎日新聞 2014/04/27 

1985:06. / ２２０ｐ 
978-4-00-310871-0
600 円〔本体〕+税 

*9784003108710*

 

梶井基次郎全集(ちくま文庫)  
梶井基次郎 著 
筑摩書房 
毎日新聞 2014/04/27 

1986:08. / ５５１ｐ 
978-4-480-02072-7
880 円〔本体〕+税 

*9784480020727*

 

アステイオン<079（2013）> 特集なぜ幸福か 
サントリー文化財団/ アステイオン集委員会 編 
阪急コミュニケーションズ 
毎日新聞 2014/04/27 

2013:11. / 235p 
978-4-484-13238-9
952 円〔本体〕+税 

*9784484132389*

 

鄙の宿～ゴットフリート・ケラー、ヨーハン・ペーター・ヘーベル、ローベルト・ヴァルザー

他について～(ゼーバルト・コレクション) 
W.G.ゼーバルト/ 鈴木 仁子 著 
白水社 
妊娠から出産までを絶妙なタッチでつづる 
毎日新聞 2014/04/27 

2005:02. / 186p 図

版 12 枚 
978-4-560-02773-8
2,800 円〔本体〕+税

*9784560027738*

 

JR 上野駅公園口 
柳 美里 著 
河出書房新社 
生者と死者が共存する土地・上野公園で彷徨う一人の男の魂。彼の生涯を通じて柳美

里が「日本」の現在と未来を描く、傑作中編！ 
毎日新聞 2014/04/27 

2014:03. / 187p 
978-4-309-02265-9
1,400 円〔本体〕+税

*9784309022659*

 

新しいおとな 
石井 桃子 著 
河出書房新社 
「うつつをぬかす本」「たのしい図書室」…生涯を子どもの本と歩んだ著者の、子ども、

本、本の置かれる場所をめぐる読書案内エッセイ 
毎日新聞 2014/04/27 

2014:03. / 280p 
978-4-309-02269-7
1,600 円〔本体〕+税

*9784309022697*
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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。 
毎日新聞 2014/04/27 

2013:11. / 7p,274p 
978-4-642-05770-7
1,800 円〔本体〕+税

*9784642057707*

 

未完。 
仲代 達矢 著 
KADOKAWA 
戦争体験、日本映画黄金期の修羅、残りの人生を生き急ぎ、挑戦し続ける理由、葛

藤、そして 80 代の目指す境地とは…。混迷の時代を生き抜くあらゆる世代に向けた、

俳優・仲代達矢からのメッセージ。 
毎日新聞 2014/04/27 

2014:04. / 311p 
978-4-04-731890-8
1,900 円〔本体〕+税

*9784047318908*

 

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。 
毎日新聞 2014/04/27 

2014:01. / 345p 
978-4-10-459803-8
1,800 円〔本体〕+税

*9784104598038*

 

タモリ伝～森田一義も知らない「何者にもなりたくなかった男」タモリの実像～(コア新

書 004) 
片田 直久 著 
コアマガジン 
「森田一義アワー 笑っていいとも!」に自ら終止符を打ったタモリ。タモリと伴走した同時

代人の貴重な証言、本人や関係者の生々しい発言から、稀代のトリックスター、「国民

のおもちゃ」の実像を探る。 
毎日新聞 2014/04/27 

2014:04. / 189p 
978-4-86436-604-5
787 円〔本体〕+税 

*9784864366045*

 

弔い花(角川文庫 か 41-3) 
川崎 草志 著 
KADOKAWA 
町の有力者の娘が殺害され近江敬次郎の罠を疑う当主は汐路に調査を依頼する。長

い時を超えて張り巡らされた呪いがついに早瀬の町を焼き尽くすのか?! 全ての謎が

鮮やかに解かれる怒濤の書き下ろし完結編！ 
毎日新聞 2014/04/27 

2014:03. / 367p 
978-4-04-101273-4
600 円〔本体〕+税 

*9784041012734*

 

日本的改革の探究～グローバル化への処方箋～  
小笠原 泰 著 
日本経済新聞出版社 
戦略的思考ができずにグローバル競争に敗退し、自信喪失の日本。泥沼から抜け出る

には、集団主義の強みを 大限発揮する「和魂洋才」の道を切り拓くほかない。トヨタ、

キヤノンなどの日本的変革の哲学を問う。 
毎日新聞 2014/04/27 

2003:06. / ２７０ｐ 
978-4-532-31039-4
1,600 円〔本体〕+税

*9784532310394*
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シェイクスピアの自由 
S.グリーンブラット/ 高田 茂樹 著 
みすず書房 
不自由さを強制する政治・文化の中で、人と芸術はいかにして自由たりうるか? ニュー

ヒストリシズムの驍将、グリーンブラットによる久々の本格的論考。シェイクスピアの作品

全体に流れる精神の有り様を捉える。 
毎日新聞 2014/04/27 

2013:10. / 297p,8p 
978-4-622-07797-8
4,400 円〔本体〕+税

*9784622077978*

 

中高生のための「かたづけ」の本(岩波ジュニア新書 771) 
杉田 明子/ 佐藤 剛史 著 
岩波書店 
部屋や家の中がキレイになるだけでなく、人生が変わるきっかけを生み出す「かたづけ

力」。かたづけの方法を具体的に紹介するとともに、「かたづけ力」が社会に出て、仕事

を始めた時にも役立つ力であることを説明する。 
毎日新聞 2014/04/27 

2014:04. / 13p,201p
978-4-00-500771-4
840 円〔本体〕+税 

*9784005007714*

 

半可心中(講談社文庫 た 118-7) 
田牧 大和 著 
講談社 
若手女形・梅村濱次は、突然、看板役者・野上紀十郎の相手役に大抜擢される。しか

し、心中寸前の男女に遭遇して以降、心中娘の顔がちらつき、恋する女の役を演れな

くなり…。濱次は大役を演じきれるのか? 歌舞伎小説。 
毎日新聞 2014/04/27 

2014:04. / 319p 
978-4-06-277823-7
750 円〔本体〕+税 

*9784062778237*

 

時の止まった赤ん坊 新版 
曽野 綾子 著 
海竜社 
アフリカ・マダガスカル島の産院で使命感を持って働く日本人のシスター。貧困、飢餓、

慢性的な物不足、人間の狡さ、卑怯さの中で、限りない愛、偉大さを垣間見せる世界

…。人間の原点を見つめた、著者のアフリカ小説の出発点。 
毎日新聞 2014/04/27 

2014:03. / 764p 
978-4-7593-1365-9
2,000 円〔本体〕+税

*9784759313659*

 


