
 

 

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 5 月分新聞書評 

 

風通しのいい生き方(新潮新書 564) 
曽野 綾子 著 
新潮社 
成熟した大人として、自分と他者、ままならない世間とどう向き合えばいいのか。人

生哲学としての 16 話。 
産経新聞 2014/05/03 

2014:04. / 221p 
978-4-10-610564-7 
720 円〔本体〕+税 

*9784106105647*

 

教科書には載っていない!明治の日本 
熊谷 充晃 著 
彩図社 
近代化がはじまって間もない時代ゆえの騒動や誤解から、日清・日露の大戦の戦

果に隠された数々の事件、時代を支えた英雄や有名人の驚きの一面まで、「明治

時代」の表から裏まで、余すところなく紹介する。 
産経新聞 2014/05/03 

2014:03. / 201p 
978-4-88392-977-1 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784883929771*

 

知られざる日本国憲法の正体～マッカーサーはなぜ「帝国憲法」を改正したのか

～ 
吉本 貞昭 著 
ハート出版 
日本人がやらなければならないことは、自らの手で自主憲法を制定し、真の主権を

回復することである-。占領軍が作った日本国憲法の誕生と実像に迫り、戦後の日

本で定着した間違いだらけの「定説」を覆す。 
産経新聞 2014/05/03 

2014:04. / 438p 
978-4-89295-973-8 
2,100 円〔本体〕+税 

*9784892959738*

 

ペンギンが教えてくれた物理のはなし(河出ブックス 070) 
渡辺 佑基 著 
河出書房新社 
ペンギン、アザラシ、アホウドリ…野生動物の体に記録機器を取り付ける手法「バイ

オロギング」を用い、驚くべきメカニズムに迫る。 
産経新聞 2014/05/04 

2014:04. / 246p 
978-4-309-62470-9 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784309624709*

 

日本人の知らない日本一の国語辞典(小学館新書 204) 
松井 栄一 著 
小学館 
日本で唯一の大辞典「日本国語大辞典」完成の陰には、辞書編集に一生を捧げた

父子三代の物語があった。祖父・父の遺志を継ぎ、自身も辞書編集者となった著者

が、完成までの長大な時間を詳らかにする。 
産経新聞 2014/05/04 

2014:04. / 191p 
978-4-09-825204-6 
700 円〔本体〕+税 

*9784098252046*

 

だれがアケル!?恐怖のトビラ 
日本児童文芸家協会 編 
ＰＨＰ研究所 
トビラをあけたら 後、もう、あともどりできない…。オニに心と体を支配された男の子

の話「ノットリオニ」、死んだ人たちが乗るバスに乗ってしまった男の子の話「四十九

日めのバス」など、身の毛もよだつ怖い話全 9 話を収録。 
産経新聞 2014/05/04 

2014:03. / 173p 
978-4-569-78388-8 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784569783888*
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宇宙の始まりはどこまで見えたか？～137 億年、宇宙の旅～(角川選書 540) 
平林 久 著 
KADOKAWA 
現代の宇宙観測はビッグバンの証拠となる 137 億年前の光、「宇宙背景放射」を発

見。誕生からわずか 38 万年後の原初宇宙の姿を捉えることに成功した。現代宇宙

論を切り拓いた宇宙観測のドラマを鮮やかに描きだす。 
産経新聞 2014/05/04、朝日新聞 2014/05/04 

2014:03. / 182p 
978-4-04-703540-9 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784047035409*

 

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。 
産経新聞 2014/05/04、東京・中日新聞 2014/05/11、朝日新聞 2014/05/11、毎日

新聞 2014/05/18、読売新聞 2014/05/25 

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

*9784163900742*

 

買い物の日本史(角川ソフィア文庫 SP I-115-1) 
本郷 恵子 著 
角川学芸出版 
中世人の家計簿を覗いてみたら…… 
産経新聞 2014/05/10 

2013:07. / 285p 
978-4-04-409207-8 
857 円〔本体〕+税 

*9784044092078*

 

だから日本はズレている(新潮新書 566) 
古市 憲寿 著 
新潮社 
勘違いを生み出す「幻想」の正体とは？ 
産経新聞 2014/05/10 

2014:04. / 237p 
978-4-10-610566-1 
740 円〔本体〕+税 

*9784106105661*

 

おかんメール 
『おかんメール』制作委員会 編 
扶桑社 
母の愛と破壊力に満ちた“爆笑”メッセージ集。娘や息子に宛てた心温まるメール、

面白いメール、ありがた迷惑メールなど、ネット上に公開されたものを中心に厳選し

て紹介する。 
産経新聞 2014/05/10 

2014:05. / 119p 
978-4-594-07053-3 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784594070533*

 

中野京子が語る橋をめぐる物語 
中野 京子 著 
河出書房新社 
橋は異なる世界を結ぶもの、ドラマが生まれる舞台です。史実の中の橋、空想の

橋、怖い橋等さまざまな橋の興味深いエピソードを紹介。 
産経新聞 2014/05/11 

2014:03. / 204p 
978-4-309-02273-4 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784309022734*
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物事は単純に考えよう 
池森 賢二 著 
ＰＨＰ研究所 
「評論家になるのはやめよう」「じっくり座って考える」「時代を変える側に立つ」…。

無添加化粧品ブランドのファンケル設立者が社内報に綴った「社員へのメッセー

ジ」をまとめる。 
産経新聞 2014/05/11 

2014:05. / 250p 
978-4-569-81842-9 
1,050 円〔本体〕+税 

*9784569818429*

 

「死」の百科事典 
デボラ・ノイス/ 千葉 茂樹/ 荒俣 宏 著 
あすなろ書房 
人は「死」とどのように向き合ってきたのか? 古今東西、宗教、科学、民俗学や人類

学、伝説や神話など多岐にわたる分野において、「死」がいかに扱われているかを

縦横無尽に網羅する。図版も多数収録。 
産経新聞 2014/05/11 

2014:04. / 158p 
978-4-7515-2707-8 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784751527078*

 

広辞苑を 3 倍楽しむ(岩波科学ライブラリー 225) 
岩波書店集部 編 
岩波書店 
コンペイトー、錯視、ピタゴラスの数、あめふらし…。「広辞苑」の多種多様な項目か

ら「話のタネ」を選んだ、各界で活躍する著者たちの科学にまつわるエッセイ 50 本

を、美しい写真とともに紹介。『科学』連載を再構成。 
産経新聞 2014/05/11 

2014:04. / 7p,118p 
978-4-00-029625-0 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784000296250*

 

世界でいちばん貧しい大統領のスピーチ 
[ムヒカ/ 中川 学 著, [ムヒカ/ くさば よしみ 編 
汐文社 
2012 年、リオデジャネイロで開催された国際会議で話題となった、「世界でいちば

ん貧しい大統領」として知られるウルグアイ大統領のスピーチ絵本。経済的な豊かさ

を追い求めるのではなく、真の幸福とはなにかを伝える。 
産経新聞 2014/05/11 

2014:03. / 32p 
978-4-8113-2067-0 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784811320670*

 

帝国憲法の真実(扶桑社新書 165) 
倉山 満 著 
扶桑社 
明治・大正を支えた帝国憲法は、なぜ悪魔の憲法に貶められたのか? 気鋭の憲政

史家が天皇、九条、靖国神社、集団的自衛権など日本の争点を一刀両断。日本国

憲法の問題点を白日の下にさらし、帝国憲法をタブーから解き放つ! 
産経新聞 2014/05/11 

2014:05. / 228p 
978-4-594-07038-0 
760 円〔本体〕+税 

*9784594070380*

 

国民の神話～日本人の源流を訪ねて～ 
産経新聞社 著 
産経新聞出版 
神話から、日本の国民性や価値観が見えてくる-。神話を多く扱う、日本 古の歴史

書「古事記」。そこに登場する人間味豊かな神さまや舞台となった土地、ものづくり

に関する記述などを読み解く。『産経新聞』連載を単行本化。 
産経新聞 2014/05/11 

2014:04. / 271p 
978-4-8191-1241-3 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784819112413*
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うつ病で半年間寝たきりだった僕が、PC 一台で世界を自由に飛び回るようになっ

た話 
阪口 裕樹 著 
朝日新聞出版 
「働く」という感覚を取り戻す日々、パワートラベラーという働き方…。うつ病で寝たき

りになり、社会や周りの人から逃げ、ひとりぼっちになった著者が、「世界を自由に

飛び回る力」をつけるまでの体験を綴った実話ストーリー。 
産経新聞 2014/05/11 

2014:04. / 263p 
978-4-02-331296-8 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784023312968*

 

消された「西郷写真」の謎～写真がとらえた禁断の歴史～ 
斎藤 充功 著 
学研パブリッシング 
なぜ西郷隆盛は写真を残さなかったのか。残したにもかかわらず、写真は消された

のか…。西郷の真正写真と言われる写真を検証し、法人類学の権威である東京歯

科大学・橋本教授に鑑定を依頼。写真をめぐる歴史ミステリーに迫る。 
産経新聞 2014/05/11 

2014:04. / 287p 
978-4-05-405983-2 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784054059832*

 

棚橋弘至はなぜ新日本プロレスを変えることができたのか 
棚橋 弘至 著 
飛鳥新社 
「100 年に 1 人の逸材」棚橋弘至はどうやって新日本プロレスを変えたのか 
産経新聞 2014/05/17 

2014:04. / 261p 
978-4-86410-311-4 
1,389 円〔本体〕+税 

*9784864103114*

 

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。 
産経新聞 2014/05/17 

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

*9784797672657*

 

吠えろ!坂巻記者(ハルキ文庫 せ 2-2) 
仙川 環 著 
角川春樹事務所 
新聞社入社 5 年目の千穂は、生活情報部へ異動になった。直属の上司は自分を

曲げず、上層部にも煙たがられているトンデモキャップの坂巻。不満たらたらな千穂

だったが、次第に坂巻のペースに巻き込まれ…。 
産経新聞 2014/05/17 

2014:05. / 293p 
978-4-7584-3823-0 
620 円〔本体〕+税 

*9784758438230*

 

スクリプターはストリッパーではありません 
白鳥 あかね 著 
国書刊行会 
映画のすべてを記録する係、スクリプター。日活アクションからロマンポルノへ、戦後

映画史を渡り歩いた女性映画人が縦横無尽に語る。 
産経新聞 2014/05/18 

2014:04. / 313p,10p 
978-4-336-05682-5 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784336056825*
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沸騰！図書館～100 万人が訪れた驚きのハコモノ～(角川 one テーマ 21 D-23) 
樋渡 啓祐 著 
KADOKAWA 
人口 5 万人の九州の小さな町に、全国から 100 万人が訪れるすごい図書館があ

る。市民も観光客も満足するさまざまなアイデアの数々と、建設を実現するまでの奮

闘を仕掛け人自らが解説する。 
産経新聞 2014/05/18 

2014:05. / 221p 
978-4-04-101816-3 
800 円〔本体〕+税 

*9784041018163*

 

懐かしき子供の遊び歳時記 
榎本 好宏 著 
飯塚書店 
物のない戦中・戦後に育ち、自然を利用したり、みずから遊び用具を作ったりしなが

ら遊んだ著者が、遊びの数々を実体験にもとづいて紹介する。遊びがテーマの俳

句も掲載。飯塚書店ホームページの連載を単行本化。 
産経新聞 2014/05/18 

2014:01. / 197p 
978-4-7522-2070-1 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784752220701*

 

田母神戦争大学～心配しなくても中国と戦争にはなりません～ 
田母神 俊雄/ 石井 義哲 著 
産経新聞出版 
元航空幕僚長・田母神俊雄と元空将補・石井義哲が、航空自衛隊での経験から防

衛、安全保障の場で感じてきたことを話し合い、日米中の軍事力を比較しながら、

「戦争ができない国こそが戦争に巻き込まれる」現実を教える。 
産経新聞 2014/05/18 

2014:05. / 225p 
978-4-8191-1242-0 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784819112420*

 

おはなしねんねんねん(おはなしなあに?) 
武鹿 悦子/ 凪/ 亀田 龍吉 著 
リーブル 
こわがりねずみのカリカリは、広い世界に出かけました。静かな山のがけの上で暮ら

すことにしましたが、ある晩、「おいしいねずみはどこにいる」と歌う声が聞こえてきて

…。いろいろな動物の母さんが語るお話 6 編を収録。 
産経新聞 2014/05/18 

2014:04. / 89p 図 版
12p 
978-4-947581-76-1 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784947581761*

 

人生の「ねじ」を巻く 77 の教え 
日東精工株式会社企画室/ 蒲田 春樹 著 
ポプラ社 
照れを捨てて取り組んでみる。「身近な違い」に注意する。あいまいさから学ぶ…。

創業 76 年の老舗ねじメーカー・日東精工株式会社が大切にする「社員育成マニュ

アル」のエッセンスを紹介。ねじについてのコラムも掲載する。 
産経新聞 2014/05/18 

2014:05. / 156p 
978-4-591-14005-5 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784591140055*

 

千鶴さんの脚～高階杞一詩集～ 
高階 杞一/ 四元 康祐 著 
澪標 
雨の日は好きじゃないけど 雨上がりって好き 道も木もきらきらと輝いて とってもき

れいに見える 雨って 神さまの洗濯かしら(「雨上がり」より) 四元康祐の写真とコラ

ボしたフォトポエム。『びーぐる』連載を単行本化。 
産経新聞 2014/05/20 

2014:03. / 93p 
978-4-86078-265-8 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784860782658*
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苦しかったら泣きなさい 
梶 妙壽 著 
文藝春秋 
自らの不倫や離婚をも包み隠さず語り、悩み相談で大人気の京都の尼僧が、愛ゆ

えの悩みを持つすべての方にホンネで説きあかします。 
産経新聞 2014/05/24 

2014:05. / 197p 
978-4-16-390061-2 
1,250 円〔本体〕+税 

*9784163900612*

 

なぜ中国人にはもう 1%も未来がないのか 
石 平 著 
徳間書店 
中国で蔓延する汚職、格差、公害、人心荒廃は、すべて中国人の伝統的家族主義

が原因だった! 日本人が知らない中国人の「原理」を解説し、中国の未来を読み解

く。 
産経新聞 2014/05/24 

2014:05. / 185p 
978-4-19-863800-9 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784198638009*

 

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

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

の日本画・西洋画 5 作品などもカラーで紹介。 
産経新聞 2014/05/24 

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

*9784396113582*

 

ミスターワッフル! 
デイヴィッド・ウィーズナー 著 
ＢＬ出版 
退屈しているくろねこのワッフルのところへ、異星人がやっていた。異星人とネコとの

攻防をコマ割りで描いた文字なし絵本 
産経新聞 2014/05/25 

2014:04. / [32p] 
978-4-7764-0629-7 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784776406297*

 

中国崩壊前夜～北朝鮮は韓国に統合される～ 
長谷川 慶太郎 著 
東洋経済新報社 
目前に迫る中国崩壊にどう備えるべきか。大激震の余波から逃げられない韓国・北

朝鮮はどうなるか。 新の東アジア情勢を読み解く。 
産経新聞 2014/05/25 

2014:04. / 229p 
978-4-492-44403-0 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784492444030*

 

ぺっこぺこヒグマ 
ニック・ブランド/ あべ 弘士 著 
クレヨンハウス 
はらぺこヒグマが釣り上げたのは、シロクマの乗った氷！魚を抱えたシロクマから、

やすむところを一緒に探してほしいと言われ……。 
産経新聞 2014/05/25 

2014:05. / [24p] 
978-4-86101-278-5 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784861012785*

 

覚悟の決め方(PHP 新書 925) 
上原 浩治 著 
ＰＨＰ研究所 
何かを得たければ何かを犠牲にしなければならない……失敗から学び、毎日小さ

な目標を立て、マウンドに立つ準備をし続けた著者の思考法。<br> 
産経新聞 2014/05/25 

2014:05. / 204p 
978-4-569-81907-5 
760 円〔本体〕+税 

*9784569819075*
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日本の人事は社風で決まる～出世と左遷を決める暗黙知の正体～ 
渡部 昭彦 著 
ダイヤモンド社 
社風が、コアとなる人材を通じて会社を支配していく。大手銀行、セブン-イレブン、

楽天で人事部長などを歴任したプロが、日本企業にあまねく存在する社風につい

て語る。 
産経新聞 2014/05/25 

2014:02. / 206p 
978-4-478-02378-5 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784478023785*

 

その先は永代橋 
草森 紳一 著 
幻戯書房 
荷風、小津、フランシス・ベーコン…。長年永代橋のたもとに住まいした文筆家が

「橋を渡る」という行為をめぐり壮大な人脈図を紡ぐ。多領域を横断する鬼才の雑文

宇宙。『東京人』『en�taxi』未完連載を単行本化。 
産経新聞 2014/05/25 

2014:05. / 396p 
978-4-86488-049-7 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784864880497*

 

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。 
産経新聞 2014/05/25 

2014:03. / 232p 
978-4-08-720730-9 
780 円〔本体〕+税 

*9784087207309*

 

アジアの星物語～東アジア・太平洋地域の星と宇宙の神話・伝説～ 
海部 宣男/ 柿田 紀子/ 川本 光子 著, 海部 宣男/ 柿田 紀子/ 川本 光子/ 
「アジアの星」国際集委員会 編 
万葉舎 
アジアの諸地域・諸民族の星や天体についての考え方などが読み取れる神話・伝

説を国や地域ごとに紹介。また、太陽、月、星座、天の川など、天体ごとの神話・伝

説も収録。その背景となる宇宙観や天文学の解説を巻末に付す。 
産経新聞 2014/05/25 

2014:02. / 331p 
978-4-86050-072-6 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784860500726*

 

旧暦で日本を楽しむ(講談社+α 文庫 C188-1) 
千葉 望 著 
講談社 
梅雨の真っ 中になぜ七夕? 十二月の討ち入りになぜ梅の香? これすべて、暦の

いたずら。新暦と日本の自然とのずれに悩んできた著者が、忘れてしまった季節の

移ろいを「陰暦」で蘇らせる。 
産経新聞 2014/05/31 

2014:04. / 269p 
978-4-06-281553-6 
690 円〔本体〕+税 

*9784062815536*

 

武器輸出三原則はどうして見直されたのか 
森本 敏 著 
海竜社 
なぜ武器輸出三原則は生まれたのか? どのような弊害をもたらしているのか? 見直

しが産業界に与える影響とは? 武器輸出三原則の誕生の裏側から見直しの理由ま

で、武器輸出にかかわってきた識者たちが徹底検証する。 
産経新聞 2014/05/31 

2014:03. / 391p 
978-4-7593-1353-6 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784759313536*
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女子の人間関係～整理整頓～ 
水島 広子 著 
サンクチュアリ出版 
比べたがる、敵・味方を作りたがる、形ばかりのつながりを求める…。女性同士の人

間関係の悩みに対し、「とりあえずの対処法」「攻撃を受けない方法」「本当の意味

での良い関係を築くには?」の 3 つのステップを解説する。 
産経新聞 2014/05/31 

2014:04. / 214p 
978-4-8014-0002-3 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784801400023*

 

あれよ星屑<1>(BEAM COMIX) 
山田 参助 著 
KADOKAWA 
朝日新聞 2014/05/04 

2014:05. / 182p 
978-4-04-729591-9 
640 円〔本体〕+税 

*9784047295919*

 

こころ 改版(新潮文庫)  
夏目 漱石 著 
新潮社 
朝日新聞 2014/05/04 

1987:01. / ３０１ｐ 
978-4-10-101013-7 
370 円〔本体〕+税 

*9784101010137*

 

イワン・デニーソヴィチの一日 改版(新潮文庫)  
ソルジェニーツィン/ 木村 浩 著 
新潮社 
朝日新聞 2014/05/04 

2005:11. / ２７８ｐ 
978-4-10-213201-2 
490 円〔本体〕+税 

*9784102132012*

 

神聖喜劇<第１巻>(光文社文庫)  
大西 巨人 著 
光文社 
朝日新聞 2014/05/04 

2002:07. / ５７８ｐ 
978-4-334-73343-8 
1,048 円〔本体〕+税 

*9784334733438*

 

神聖喜劇<第２巻>(光文社文庫)  
大西 巨人 著 
光文社 
朝日新聞 2014/05/04 

2002:08. / ５３８ｐ 
978-4-334-73362-9 
1,048 円〔本体〕+税 

*9784334733629*

 

神聖喜劇<第３巻>(光文社文庫)  
大西 巨人 著 
光文社 
朝日新聞 2014/05/04 

2002:09. / ５３７ｐ 
978-4-334-73376-6 
1,048 円〔本体〕+税 

*9784334733766*
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神聖喜劇<第４巻>(光文社文庫)  
大西 巨人 著 
光文社 
朝日新聞 2014/05/04 

2002:10. / ４９５ｐ 
978-4-334-73389-6 
1,048 円〔本体〕+税 

*9784334733896*

 

神聖喜劇<第５巻>(光文社文庫)  
大西 巨人 著 
光文社 
朝日新聞 2014/05/04 

2002:11. / ５１０ｐ 
978-4-334-73406-0 
1,048 円〔本体〕+税 

*9784334734060*

 

三位一体の神話<上>(光文社文庫)  
大西 巨人 著 
光文社 
朝日新聞 2014/05/04 

2003:07. / ３６０ｐ 
978-4-334-73512-8 
686 円〔本体〕+税 

*9784334735128*

 

三位一体の神話<下>(光文社文庫)  
大西 巨人 著 
光文社 
朝日新聞 2014/05/04 

2003:07. / ３６５ｐ 
978-4-334-73513-5 
686 円〔本体〕+税 

*9784334735135*

 

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 
朝日新聞 2014/05/04 

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

*9784314011143*

 

日記で読む文豪の部屋 
柏木 博 著 
白水社 
漱石や荷風等 7 人が記した住まいへの眼差し 
朝日新聞 2014/05/04 

2014:03. / 250p 
978-4-560-08350-5 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784560083505*

 

半自叙伝 
古井 由吉 著 
河出書房新社 
作家は、時代に何を感じ、人の顔に何を読み、そして自身の創作をどう深めてきた

のか―。生い立ちから現在までを描く自伝的エッセイ 
朝日新聞 2014/05/04 

2014:03. / 195p 
978-4-309-02257-4 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784309022574*



 10  

 

愚者よ、お前がいなくなって淋しくてたまらない 
伊集院 静 著 
集英社 
ベストセラー『いねむり先生』と同時代に紡がれた、作家伊集院静の、もうひとつの

「再生」の物語。まっとうな社会の枠組みの中では生 
朝日新聞 2014/05/04 

2014:04. / 416p 
978-4-08-771556-9 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784087715569*

 

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。 
朝日新聞 2014/05/04 

2014:03. / 265p 
978-4-86329-098-3 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784863290983*

 

私に似た人 
貫井 徳郎 著 
朝日新聞出版 
小規模なテロが頻発するようになった日本。テロに走る者、テロリストを追う者、実行

犯を見下す者、テロリストを憎悪する者…。彼らの心象と日常のドラマを精巧に描

く。『週刊朝日』連載を書籍化。 
朝日新聞 2014/05/04 

2014:04. / 431p 
978-4-02-251171-3 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784022511713*

 

縮図・インコ道理教  
大西 巨人 著 
太田出版 
１０年前の「あの事件」を背景に、哄笑と衝撃をはらみつつ、描き切られた「この国の

闇」。研ぎ澄まされた文章のナイフは、どこまで私たちを連れて行くのか？ ２００５年

の日本を見据えた著者が送り込む戦慄！ 
朝日新聞 2014/05/04 

2005:08. / １２８ｐ 
978-4-87233-974-1 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784872339741*

 

村上海賊の娘<下巻> 
和田 竜 著 
新潮社 
織田方の猛攻を雑賀衆の火縄が止め、門徒の勢いを京より急襲した信長が粉砕す

る。毛利・村上の水軍もついに難波海へ。村上海賊は毛利も知らぬ禁じ手と秘術を

携えていた…。『週刊新潮』掲載を加筆修正し単行本化。 
朝日新聞 2014/05/04 

2013:10. / 499p 
978-4-10-306883-9 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784103068839*

 

迫りくる「息子介護」の時代～28 人の現場から～(光文社新書 682) 
平山 亮 著 
光文社 
嫁でも娘でも妻でも夫でもなく、息子が親の介護をする「息子介護」。聞き取りをもと

に、「息子介護」の実態を丁寧に描き出すとともに、男社会の息苦しさの「あるある」

を浮き彫りにする。上野千鶴子の解説も収録。 
朝日新聞 2014/05/04 

2014:02. / 318p 
978-4-334-03785-7 
880 円〔本体〕+税 

*9784334037857*
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違和感から始まる社会学～日常性のフィールドワークへの招待～(光文社新書 
690) 
好井 裕明 著 
光文社 
駅ですれ違うスマホに没入する若者、電車で化粧をする女性…。日常生活で覚え

る違和感に、私たちはどのように向き合えばよいのだろうか。「違和感を覚えた瞬

間」を入り口に、日常性のフィールドワークへと誘う本。 
朝日新聞 2014/05/04 

2014:04. / 277p 
978-4-334-03793-2 
820 円〔本体〕+税 

*9784334037932*

 

自由か、さもなくば幸福か？～二一世紀の<あり得べき社会>を問う～(筑摩選書 
0087) 
大屋 雄裕 著 
筑摩書房 
犯罪不安が高まり、監視が強化される現代。「自由」と「幸福」という両立し難い価値

のうち、私たちは、どちらをどのような理由で優先すべきなのか。<あり得べき社会>
を、正義という観点から構想した社会哲学の書。 
朝日新聞 2014/05/04 

2014:03. / 238p 
978-4-480-01595-2 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784480015952*

 

グラディーヴァ(平凡社ライブラリー 807) 
S.フロイト/ W.イェンゼン 著 
平凡社 
古代の浮彫に描かれた美女グラディーヴァ。夢うつつの青年は女の幻影を追って、

ポンペイの町をひたすら彷徨する…。イェンゼンの幻想小説と、この小説に触発さ

れたフロイトの文学論を収録。森元庸介の論考等も掲載。 
朝日新聞 2014/05/04 

2014:03. / 347p 
978-4-582-76807-7 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784582768077*

 

ここは退屈迎えに来て(幻冬舎文庫 や-30-1) 
山内 マリコ 著 
幻冬舎 
都会から U ターンした 30 歳、結婚相談所に駆け込む親友同士、売れ残りの男子と

しぶしぶ寝る 23 歳、処女喪失に奔走する女子高生…。ありふれた地方都市で、ど

こまでも続く日常を生きる 8 人の心模様を描いた連作小説。 
朝日新聞 2014/05/04 

2014:04. / 259p 
978-4-344-42188-2 
540 円〔本体〕+税 

*9784344421882*

 

マコは生きた!～ミコとの別れから 50 年～ 
河野 實 著 
展望社 
「愛と死をみつめて」のマコとミコの恋は、ふたりの 21 歳で絶たれた。それからの 50
年をマコはどう生きてきたのか。少年期・学生期の回想から、夜討ち朝駆けの経済

記者時代、48 歳の独立、引退後の現在までを綴る。 
朝日新聞 2014/05/04 

2014:02. / 325p 
978-4-88546-274-0 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784885462740*

 

サードマン～奇跡の生還へ導く人～(新潮文庫 シ-38-14) 
ジョン・ガイガー 著 
新潮社 
危機的状況に陥った者の傍らに突然、「何者か」が現れて、生還へと導く。この不思

議な第三者に命を救われたという話は少なくない。数多くの事例を紹介し、脳科学

や精神医学、宗教学の研究成果も踏まえてその正体に迫る。 
朝日新聞 2014/05/04 

2014:04. / 365p 
978-4-10-218491-2 
670 円〔本体〕+税 

*9784102184912*
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村上海賊の娘<上巻> 
和田 竜 著 
新潮社 
和睦が崩れ、信長に攻め立てられる大坂本願寺。海路からの支援を乞われた毛利

は村上海賊に頼ろうとした。その娘、景は海賊働きに明け暮れ、嫁の貰い手のない

悍婦で醜女だった…。『週刊新潮』掲載を加筆修正し単行本化。 
朝日新聞 2014/05/04 

2013:10. / 474p 
978-4-10-306882-2 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784103068822*

 

IT 起業家 10 人の 10 年 
滝田 誠一郎 著 
講談社 
数億円の借金、車で寝泊まり、マスコミの誹謗中傷…。IT バブル崩壊に続く人生

大の危機を、カリスマたちはいかに乗り越えたのか? 「あの頃」と「今」両方の肉声を

すべて再現した、世界に類を見ない貴重な起業家記録。 
朝日新聞 2014/05/04 

2014:02. / 317p 
978-4-06-218817-3 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784062188173*

 

プロ野球 VS メジャーリーグ－戦いの作法(PHP 新書 921) 
吉井 理人 著 
ＰＨＰ研究所 
中四日と中六日、能力を発揮できるのはどっちだ? 日米通算 121 勝右腕による、日

本プロ野球とメジャーリーグの「戦いの作法」比較。「乱闘はボクシング」「ほんまにあ

ったコルクバット」など驚きのエピソードも紹介する。 
朝日新聞 2014/05/04 

2014:05. / 220p 
978-4-569-81798-9 
760 円〔本体〕+税 

*9784569817989*

 

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。 
朝日新聞 2014/05/04 

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

*9784004314738*

 

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。 
朝日新聞 2014/05/04 

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

*9784121504913*

 

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。 
朝日新聞 2014/05/04 

2014:04. / 200p 
978-4-12-205942-9 
900 円〔本体〕+税 

*9784122059429*
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大阪万博～20 世紀が夢見た 21 世紀～(Shogakukan Creative Visual Book) 
平野 暁臣 著 
小学館クリエイティブ 
1970 年に開催されたアジア初の万博、「大阪万博」。6400 万人が押し寄せた会場

には 183 日間にわたる多彩なドラマがあった。記憶に残るシーン、パビリオン、テー

マ館を写真で紹介する。大阪万博の裏面史、資料も公開。 
朝日新聞 2014/05/04 

2014:03. / 351p 
978-4-7780-3767-3 
4,900 円〔本体〕+税 

*9784778037673*

 

江戸の理系力(江戸学入門) 
洋泉社集部 編 
洋泉社 
天文暦、測量術、医学、数学・和算…。江戸には、ダ・ヴィンチにもガリレオにも負け

ない多士済々の「理系人」たちがいた。先進的な技術を受け入れつつ、日本独自

の文化を育んだといえる「江戸の理系力」の実力を明らかにする。 
朝日新聞 2014/05/04 

2014:04. / 190p 
978-4-8003-0373-8 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784800303738*

 

吉野弘全詩集 増補新版 
吉野 弘 著 
青土社 
生の傷みを透明な表現にすくいあげ、にんげんであることの哀しさを、みがきぬかれ

た優しいことばに結晶させ、鮮かな抒情の音をひびかせる。吉野弘の全詩業を集大

成した詩集。 
朝日新聞 2014/05/04 

2014:03. / 1055p 
978-4-7917-6770-0 
9,800 円〔本体〕+税 

*9784791767700*

 

夏目漱石の手紙に学ぶ伝える工夫 
中川 越 著 
マガジンハウス 
気持ちを通わす、こころの伝え方、そのヒントは漱石の手紙にあった! 夏目漱石の

手紙の原文と現代語訳を掲載し、ユーモアと親愛に包んで本心を伝える工夫 52 の

ヒントを紹介する。 
朝日新聞 2014/05/04 

2014:03. / 237p 
978-4-8387-2651-6 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784838726516*

 

大正ロマンの真実 
三好 徹 著 
原書房 
大正デモクラシー、民本主義…。現代の都市文化・大衆社会の始まりが出揃い、色

彩豊かな大正時代。政変や汚職、情死など、代表的な 8 つの事件を史料に基づき

発掘し、その真実を再確認するとともに、時代の流れを明らかにする。 
朝日新聞 2014/05/04、産経新聞 2014/05/18 

2014:02. / 6p,364p 
978-4-562-04988-2 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784562049882*

 

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。 
朝日新聞 2014/05/04、読売新聞 2014/05/04 

2014:04. / 285p 
978-4-12-205940-5 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784122059405*
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人口の世界史 
マッシモ・リヴィ�バッチ/ 速水 融/ 斎藤 修 著 
東洋経済新報社 
欧米でも版を重ねている標準テキスト。人口減少の生物学的基礎から始まって、人

口転換、発展途上国の人口問題など幅広い問題を展望。 
朝日新聞 2014/05/04、日本経済新聞 2014/05/04 

2014:02. / 16p,301p 
978-4-492-37116-9 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784492371169*

 

井上靖全集<第１巻>  
井上 靖 著 
新潮社 
朝日新聞 2014/05/11 

1995:04. / ６１９ｐ 
978-4-10-640541-9 
7,800 円〔本体〕+税 

*9784106405419*

 

近づいたり離れたり(バ－ズコミックス スピカコレクション) 
水元ロ－ラ 著 
幻冬舎 
朝日新聞 2014/05/11 

2014:04. / 190p 
978-4-344-83106-3 
630 円〔本体〕+税 

*9784344831063*

 

科学者の発表倫理～不正のない論文発表を考える～ 
山崎 茂明 著 
丸善出版 
論文発表における倫理の必要性を伝える 
朝日新聞 2014/05/11 

2013:06. / 8p,152p 
978-4-621-08654-4 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784621086544*

 

ぼくがジョブズに教えたこと～「才能」が集まる会社をつくる 51 条～ 
ノーラン・ブッシュネル/ ジーン・ストーン/ 井口 耕二 著 
飛鳥新社 
スティーブ・ジョブズが「師」と仰いだ伝説の起業家、ついに語る。 
朝日新聞 2014/05/11 

2014:05. / 249p 
978-4-86410-314-5 
1,574 円〔本体〕+税 

*9784864103145*

 

山下清と昭和の美術～「裸の大将」の神話を超えて～ 
服部 正/ 藤原 貞朗 著 
名古屋大学出版会 
芸術と福祉を共に視野に収めることで山下の生と作品と時代を捉え直した画期的

労作。孤独な美術家の姿が甦る。 
朝日新聞 2014/05/11 

2014:02. / 7p,467p,56p
978-4-8158-0762-7 
5,600 円〔本体〕+税 

*9784815807627*

 

徹底討議日本のエネルギー・環境戦略 
柳下 正治 著 
上智大学出版 
エネルギー・原子力・気候変動問題の第一線の専門家、各界の有識者・実務家等

を招き、エネルギー環境戦略を徹底検証する。 
朝日新聞 2014/05/11 

2014:03. / 12p,362p 
978-4-324-09737-3 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784324097373*
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私の夫はマサイ戦士(新潮文庫 な-85-1) 
永松 真紀 著 
新潮社 
予想もしなかったマサイ族との結婚。しかも私は第二夫人。結婚祝いは牛？ 家は

女が建てるもの？ 戸惑いながら見つけた幸せとは。 
朝日新聞 2014/05/11 

2014:05. / 295p 
978-4-10-139271-4 
630 円〔本体〕+税 

*9784101392714*

 

東欧のかわいい陶器～ポーリッシュポタリーと、ルーマニア、ブルガリア、ハンガリ

ー、チェコに受け継がれる伝統と模様～ 
誠文堂新光社 編 
誠文堂新光社 
東欧 5 か国、ポーランドのポーリッシュポタリーをはじめ、チェコ、ルーマニア、ハン

ガリー、ブルガリアの伝統のかわいい陶器を紹介。 
朝日新聞 2014/05/11 

2014:03. / 191p 
978-4-416-31402-9 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784416314029*

 

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！ 
朝日新聞 2014/05/11 

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

*9784103354314*

 

11/22/63 
スティーヴン・キング/ 白石 朗 著 
文藝春秋 
巨匠がまたもや代表作を生み出してみせた！  過去へ旅することのできる「扉」の

存在を知った男はケネディ暗殺阻止に挑む。キングにしか書けない壮大な物語。落

涙保証の感動大作！ 
朝日新聞 2014/05/11 

2013:09. / 529p 
978-4-16-382480-2 
2,100 円〔本体〕+税 

*9784163824802*
2013:09. / 529p 
978-4-16-382490-1 
2,100 円〔本体〕+税 

*9784163824901*

 

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。 
朝日新聞 2014/05/11 

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

*9784121022547*

 

地球温暖化論争～標的にされたホッケースティック曲線～ 
マイケル・E.マン/ 藤倉 良/ 桂井 太郎 著 
化学同人 
20 世紀後半の急激な気温上昇を表すホッケースティック曲線。人為的温暖化を否

定しようとする人々の批判の矢面に立たされてきた気候科学者が、温暖化懐疑論

者の実態を明らかにして鋭く批判する。 
朝日新聞 2014/05/11 

2014:03. / 
13p,375p,113p 
978-4-7598-1576-4 
4,500 円〔本体〕+税 

*9784759815764*
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ヒューマン～なぜヒトは人間になれたのか～(角川文庫 ん 3-52) 
NHK スペシャル取材班 編 
KADOKAWA 
私達は身体ではなく「心」を進化させてきたのだ――。人類の起源を追い求め、約

20 万年のホモ・サピエンスの歴史を遡る。構想 12 年を経て映像化された壮大なド

キュメンタリー番組が、待望の文庫化!! 
朝日新聞 2014/05/11 

2014:03. / 559p 
978-4-04-101268-0 
800 円〔本体〕+税 

*9784041012680*

 

彼女の倖せを祈れない(幻冬舎文庫 う-5-6) 
浦賀 和宏 著 
幻冬舎 
ライターの銀次郎の同業者、青葉が殺された。青葉が特ダネを追っていたことを知

った銀次郎はそのネタを探り始める。手がかりはカメラに写っていたボンデージ姿の

女性。やがて衝撃の真実に辿り着くが…。 
朝日新聞 2014/05/11 

2014:04. / 339p 
978-4-344-42175-2 
600 円〔本体〕+税 

*9784344421752*

 

世界「比較貧困学」入門～日本はほんとうに恵まれているのか～(PHP 新書 923) 
石井 光太 著 
ＰＨＰ研究所 
スラムに住む子どもたちが笑顔で生きる一方、充実した社会保障に守られながら希

望をもてない人たちがいる。世界の 底辺を取材してきた著者が豊かさの真実を考

える。『Voice』連載に加筆修正して書籍化。 
朝日新聞 2014/05/11 

2014:05. / 267p 
978-4-569-81620-3 
780 円〔本体〕+税 

*9784569816203*

 

原発ゼロで日本経済は再生する(角川 one テーマ 21 D-21) 
吉原 毅 著 
KADOKAWA 
経済発展を旗印に原発が再稼動されようとしている。「地域社会繁栄への奉仕」を

社是とし、脱原発を宣言した異色の金融トップが、近代社会が陥った自由主義経済

の弱点を明らかにし、原発推進の流れに一石を投じる。 
朝日新聞 2014/05/11 

2014:04. / 238p 
978-4-04-653425-5 
800 円〔本体〕+税 

*9784046534255*

 

三秒間の死角<上>(角川文庫 ル 4-1) 
アンデシュ・ルースルンド/ ベリエ・ヘルストレム 著 
KADOKAWA 
犯罪組織から刑務所に麻薬密売の拠点を築くよう命じられた警察の密告者パウラ。

政府上層部の後ろ盾を得て順調に商売を始めたが、やがて入所前に彼が関わった

殺人事件を捜査するグレーンス警部の追及の手が伸びて…… 
朝日新聞 2014/05/11 

2013:10. / 451p 
978-4-04-101073-0 
840 円〔本体〕+税 

*9784041010730*

 

三秒間の死角<下>(角川文庫 ル 4-2) 
アンデシュ・ルースルンド/ ベリエ・ヘルストレム 著 
KADOKAWA 
政府上層部は保身のためにパウラを切り捨て、彼の正体を刑務所内に暴露した。

裏切者に対する激しい攻撃を受けたパウラは、入所前に準備した計画を実行に移

す。その行動は誰にも予想のつかない大胆不敵なものだった！ 
朝日新聞 2014/05/11 

2013:10. / 459p 
978-4-04-101074-7 
840 円〔本体〕+税 

*9784041010747*
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日本の女は、100 年たっても面白い。 
深澤 真紀 著 
ベストセラーズ 
青鞜、モガ、だめんず、負け犬、こじらせ女子…。明治から平成までの女子の変遷

史。「草食男子」の名付け親で女オンチな著者が偏愛する「面白い日本の女」を紹

介し、女性と男性をめぐるさまざまな流行語も読み解く。 
朝日新聞 2014/05/11 

2014:04. / 255p 
978-4-584-13554-9 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784584135549*

 

論文捏造(中公新書ラクレ)  
村松 秀 著 
中央公論新社 
名門・ベル研究所を舞台に起きた科学論文捏造事件。不正を犯したのはノーベル

賞の有力候補であるスター学者だった。事件の真相やそこに潜む問題性を深く考

察していく。ＮＨＫ特集番組「史上空前の論文捏造」を書籍化。 
朝日新聞 2014/05/11 

2006:09. / ３３３ｐ 
978-4-12-150226-1 
860 円〔本体〕+税 

*9784121502261*

 

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。 
朝日新聞 2014/05/11 

2014:03. / 446p 
978-4-480-06768-5 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784480067685*

 

国家を騙した科学者～「ＥＳ細胞」論文捏造事件の真相～  
李 成柱/ 〓 淵弘 著 
牧野出版 
初の韓国・ 高科学者の称号を受け、巨額の研究費を手にしていた黄禹錫。だが、

難病治療が可能になるとした彼の論文は真っ赤な嘘だった。なぜ人々は国を挙げ

て彼に熱狂し、騙されたのか？ 巨大詐欺事件の真相に迫る。 
朝日新聞 2014/05/11 

2006:10. / ３４１ｐ 
978-4-89500-095-6 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784895000956*

 

背信の科学者たち～論文捏造、データ改ざんはなぜ繰り返されるのか～(ブルー

バックス)  
ウイリアム・ブロード/ ニコラス・ウェイド/ 牧野 賢治 著 
講談社 
誠実で「真理の探究者」と尊敬されている科学者による不正が後を絶たない。なぜ、

彼らは不正行為に手を染めるのか？ ガリレオ、ニュートンなど大科学者から詐欺

師まがいの研究者まで、豊富な事例を通じて科学の本質に迫る。 
朝日新聞 2014/05/11 

2006:11. / ３５８ｐ 
978-4-06-257535-5 
1,140 円〔本体〕+税 

*9784062575355*

 

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。 
朝日新聞 2014/05/11 

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

*9784000259484*
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「アイドル」の読み方～混乱する「語り」を問う～(青弓社ライブラリー 81) 
香月 孝史 著 
青弓社 
女性アイドルを取り上げ、実態を反映していない固陋なアイドル観と今日の「アイド

ル」というジャンルの性質を引き比べ、そのギャップのありようを具体的に考察する。 
朝日新聞 2014/05/11 

2014:03. / 211p 
978-4-7872-3372-1 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784787233721*

 

家めしこそ、最高のごちそうである。～簡単、なのに美味い!～ 
佐々木 俊尚 著 
マガジンハウス 
安い旬の素材をフル活用、タイムラインで時短…。簡素な台所に立ち、素早く手軽

に、しかもお金をかけずに健康的で美味しい家めしをつくる。そんな食生活を送る

ためのシンプルで実践的なやり方を、季節の献立とともに紹介する。 
朝日新聞 2014/05/11 

2014:02. / 229p 
978-4-8387-2645-5 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784838726455*

 

運動部活動の戦後と現在～なぜスポーツは学校教育に結び付けられるのか～ 
中澤 篤史 著 
青弓社 
日本独特の文化である学校の運動部活動。その歴史を戦後から現在までたどり、

自由に楽しむスポーツと強制をともなう学校教育の緊張関係を「子どもの自主性」と

いう視点から分析し、日本の運動部活動の特異性を明らかにする。 
朝日新聞 2014/05/11 

2014:03. / 358p 
978-4-7872-3374-5 
4,600 円〔本体〕+税 

*9784787233745*

 

おじさんの哲学 
永江 朗 著 
原書房 
常識と権威の「父」でもなく、感性は鋭いけれど慌て者の「兄」でもない、「叔父さん」

という存在。そのおおらかさや、声高ではない思慮深さが、いまの世界に必要だ。さ

まざまな著述家の文章にふれ、叔父の力を考える。 
朝日新聞 2014/05/11、読売新聞 2014/05/11 

2014:03. / 265p 
978-4-562-05058-1 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784562050581*

 

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

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

裁判官個人の観点から説き明かし、「苦い真実」を明らかにする。 
朝日新聞 2014/05/11、毎日新聞 2014/05/18 

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

*9784062882507*

 

<働く>は、これから～成熟社会の労働を考える～ 
杉村 芳美 著, 猪木 武徳 編 
岩波書店 
これからの働き方に、どんな希望があるのか 
朝日新聞 2014/05/11、毎日新聞 2014/05/25 

2014:02. / 12p,212p 
978-4-00-024475-6 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784000244756*
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天地雷動 
伊東 潤 著 
KADOKAWA 
戦国時代の大転換点・長篠の戦い。天下を狙う武将たちは何を思い、戦ったのか。

熱き人間ドラマと壮絶な合戦を描く長編歴史小説。『デジタル野性時代』掲載を加

筆・修正し書籍化。 
朝日新聞 2014/05/11、毎日新聞 2014/05/25 

2014:04. / 382p 
978-4-04-110752-2 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784041107522*

 

世界一うつくしい昆虫図鑑 
クリストファー・マーレー 著 
宝島社 
自然界にあるインダストリアルデザインの奇跡-。著者が世界各地で採集した色とり

どりの昆虫たちを、自然のままの色で紹介。昆虫採集が環境にもたらすメリット等を

綴ったエッセイも収録。昆虫に関する説明を加筆した日本語版。 
朝日新聞 2014/05/11、毎日新聞 2014/05/25 

2014:04. / 248p 
978-4-8002-2229-9 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784800222299*

 

火線上のハテルマ<２>(ビッグコミックススピリッツ) 
せきやてつじ 著 
小学館 
朝日新聞 2014/05/18 

2014:03. / 163p 
978-4-09-186017-0 
552 円〔本体〕+税 

*9784091860170*

 

方法としての中国  
溝口雄三 著 
東京大学出版会 
朝日新聞 2014/05/18 

1989:06. / 312p 
978-4-13-013016-5 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784130130165*

 

藤田嗣治画集<追憶> 
藤田 嗣治/ 林 洋子 著 
小学館 
「新しい藤田」の真実をさぐる！ 
朝日新聞 2014/05/18 

2014:02. / 127p 
978-4-09-682080-3 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784096820803*

 

藤田嗣治画集<異郷> 
藤田 嗣治/ 林 洋子 著 
小学館 
「知られざる藤田」の全貌に迫る！ 
朝日新聞 2014/05/18 

2014:02. / 127p 
978-4-09-682079-7 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784096820797*

 

藤田嗣治画集<巴里> 
藤田 嗣治/ 林 洋子 著 
小学館 
「すばらしき乳白色」の代表作を網羅！ 
朝日新聞 2014/05/18 

2014:02. / 127p 
978-4-09-682077-3 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784096820773*
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軍都の慰霊空間～国民統合と戦死者たち～  
本康 宏史 著 
吉川弘文館 
軍人墓地や護国神社を通して民衆統合の様相を解明 
朝日新聞 2014/05/18 

2002:02. / ３５８，８ｐ 
978-4-642-03742-6 
8,000 円〔本体〕+税 

*9784642037426*

 

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！ 
朝日新聞 2014/05/18 

2014:03. / 187p 
978-4-309-02265-9 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784309022659*

 

文字答問(平凡社ライブラリー 812) 
白川 静 著 
平凡社 
「井と丼の違いは？」「名刺の起源は？」「東洋はどこ？」――『字通』『常用字解』の

著者が、読者の様々な質問に答える回答集。 
朝日新聞 2014/05/18 

2014:05. / 175p 
978-4-582-76812-1 
900 円〔本体〕+税 

*9784582768121*

 

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

感と葛藤、不安障害とそこからの脱出……光を探し続けた魂の半生記。 
朝日新聞 2014/05/18 

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

*9784103351115*

 

熊を放つ<上>(村上春樹翻訳ライブラリー)  
ジョン・アーヴィング/ 村上 春樹 著 
中央公論新社 
アーヴィングの小説はここから始まった?。骨太、大胆、エキサイティングで予測不

能。傲慢なまでの若々しさと、青春小説の特別な輝き溢れるデビュー作。 
朝日新聞 2014/05/18 

2008:05. / ４０７ｐ 
978-4-12-403509-4 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784124035094*

 

国際法上の自衛権 
田岡 良一 著 
勁草書房 
国際社会を法的に組織するための国際連合や国際司法裁判所は、秩序をもたらす

実効を発揮していない。国際法上、自衛権はどう規定されるべきかを論考する。 
朝日新聞 2014/05/18 

2014:05. / 8p,379p,8p 
978-4-326-40293-9 
5,000 円〔本体〕+税 

*9784326402939*

 

熊を放つ<下>(村上春樹翻訳ライブラリー)  
ジョン・アーヴィング/ 村上 春樹 著 
中央公論新社 
アーヴィングの小説はここから始まった?。「圧倒的な物語」をアメリカ文学に持ち込

み、訳者を夢中にさせたマッシブな小説世界。アーヴィングのエッセイを新収録。 
朝日新聞 2014/05/18 

2008:05. / ３７８ｐ 
978-4-12-403510-0 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784124035100*
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沖縄ジェンダー学<第 1 巻> 「伝統」へのアプローチ(琉球大学国際沖縄研究所ラ

イブラリ) 
喜納 育江 著 
大月書店 
琉球大学国際沖縄研究所が主体となって 5 年計画で進めてきた、「沖縄ジェンダ

ー学」という研究プロジェクトの成果を集成。第 1 巻では、沖縄の伝統文化とジェン

ダー研究の接点を探る。 
朝日新聞 2014/05/18 

2014:03. / 277p,11p 
978-4-272-35051-3 
3,400 円〔本体〕+税 

*9784272350513*

 

チャイルド・プア～社会を蝕む子どもの貧困～ 
新井 直之 著 
ＴＯブックス 
車上生活、母親の自殺、10 代でホームレス…。悪化の一途をたどる日本の「子ども

貧困」の実態に迫り、課題や将来への取り組みなどを包括的に描く。NHK 総合「特

報首都圏」を書籍化。 
朝日新聞 2014/05/18 

2014:03. / 239p 
978-4-86472-239-1 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784864722391*

 

母がしんどい 
田房 永子 著 
新人物往来社 
娘を支配し、自分自身が娘を通して第二の人生を生きようとする……そんな母娘カ

プセルから逃げ出そうとする著者自身の経験を描くコミックエッセイ。母親との関係

に苦しむ全ての女性に送る一冊。 
朝日新聞 2014/05/18 

2012:03. / 125p 
978-4-404-04169-2 
952 円〔本体〕+税 

*9784404041692*

 

日本を再発明する～時間、空間、ネーション～ 
テッサ・モーリス=スズキ/ 伊藤 茂 著 
以文社 
文化や人種、エスニシティ、文明、日本そのものの背後にあるカテゴリーを掘り下

げ、自明視された均質な日本像を覆し、複数の伝統が時間と空間のなかで織り直さ

れ境界線を越えていく姿を展望する。 
朝日新聞 2014/05/18 

2014:02. / 4p,272p,26p
978-4-7531-0319-5 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784753103195*

 

イーヨくんの結婚生活 
大山 淳子 著 
講談社 
五人兄弟の夏目家で、長男が亡くなった。通夜にあらわれたのは、誰も会ったこと

のない長男の婚約者。五人の世話をしてきた伯父は、頼まれごとを断らない五男の

伊代太に、彼女と結婚するように頼み…。 
朝日新聞 2014/05/18 

2014:03. / 251p 
978-4-06-218834-0 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784062188340*

 

まんがキッチン～Recipes,Essays and Comics for Girls～(文春文庫 ふ 38-1) 
福田 里香 著 
文藝春秋 
「ハチミツとクローバー」から「バルバラ異界」まで、独自のフード理論による名作まん

がの分析とかわいいレシピが満載。萩尾望都や羽海野チカらとの対談、文庫だけの

オリジナルレシピ&コラムも収録。 
朝日新聞 2014/05/18 

2014:03. / 334p 
978-4-16-790042-7 
790 円〔本体〕+税 

*9784167900427*
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棄景<５> Ｈｉｄｄｅｎ ｍｅｍｏｒｉｅｓ  
丸田 祥三 著 
自由国民社 
廃墟芸術写真の 高峰。日本写真協会新人賞受賞作「棄景」で燦然とデビューし

た、孤高の天才写真家・丸田祥三のオールカラー作品集。驚異的なテクニックで撮

影された極彩色の廃墟風景美を満載した 新刊。 
朝日新聞 2014/05/18 

2005:12. / １冊（ペー

ジ付なし） 
978-4-426-76605-4 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784426766054*

 

女性芸能の源流～傀儡子・曲舞・白拍子～(角川ソフィア文庫 F104-1) 
脇田 晴子 著 
KADOKAWA 
芸能の時代といわれる中世は、巫女・傀儡女・白拍子女など、社会の底辺に生きな

がら人々に救いと娯楽を与えた女性芸能者たちが活躍していた。史料、説話、能な

どを手がかりに、女性芸能者の実態を描き出す。 
朝日新聞 2014/05/18 

2014:04. / 235p 
978-4-04-408006-8 
800 円〔本体〕+税 

*9784044080068*

 

細川ガラシャ～キリシタン史料から見た生涯～(中公新書 2264) 
安 廷苑 著 
中央公論新社 
明智光秀の娘として生まれ、細川忠興の妻として非業の死を遂げた細川ガラシャ。

神父に宛てた書翰、海外のイエズス会史料などをひもとき、キリシタンでありながら

後に死を選択した、彼女の魂の真の軌跡に迫る。 
朝日新聞 2014/05/18 

2014:04. / 4p,216p 
978-4-12-102264-6 
800 円〔本体〕+税 

*9784121022646*

 

かないくん(ほぼにちの絵本) 
谷川 俊太郎 著 
東京糸井重里事務所 
小学生の時に同級生のかないくんが死んだ。ホスピスに入った絵本作家のおじい

ちゃんが、そのことを突然思い出し、絵本を描きはじめたが、どう終えればいいのか

分からないと言い…。見返しに奥付、イラストあり。 
朝日新聞 2014/05/18 

2014:01. / 1 冊(ページ

付なし) 
978-4-86501-107-4 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784865011074*

 

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

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

アミックスなど、日本映画を変えた秘密に迫る！ 
朝日新聞 2014/05/18 

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

*9784047319059*

 

九月、東京の路上で～1923 年関東大震災ジェノサイドの残響～ 
加藤 直樹 著 
ころから 
関東大震災の直後に響き渡る叫び声。ふたたび五輪を前に繰り返されるヘイトスピ

ーチ。1923 年 9 月、ジェノサイドの街・東京を描き、現代に残響する忌まわしい声に

抗う。同名ブログをもとに加筆修正し単行本化。 
朝日新聞 2014/05/18 

2014:03. / 215p 
978-4-907239-05-3 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784907239053*
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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。 
朝日新聞 2014/05/18 

2014:02. / 262p 
978-4-562-04990-5 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784562049905*

 

母が重くてたまらない～墓守娘の嘆き～  
信田 さよ子 著 
春秋社 
親の期待に苦しみながら必死にいい娘を演じる女性達。それが「墓守娘」だ。進

学、就職、結婚、介護…。どこまでもついてくる母から、どう逃げおおせるか。臨床心

理士が悩める全ての女性に贈る、究極の「傾向と対策」。 
朝日新聞 2014/05/18 

2008:04. / １９２ｐ 
978-4-393-36625-7 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784393366257*

 

なぜ、川崎モデルは成功したのか?～中小企業支援にイノベーションを起こした川

崎市役所～ 
藤沢 久美 著 
実業之日本社 
異色公務員集団が大企業や金融機関を巻き込み、ものづくりの町・川崎市を元気

にする! 川崎市で行われている中小企業支援の取り組み「川崎モデル」を成功例を

通して紹介し、オープン・イノベーションの現実を伝える。 
朝日新聞 2014/05/18 

2014:04. / 231p 
978-4-408-11047-9 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784408110479*

 

日本語とハングル(文春新書 973) 
野間 秀樹 著 
文藝春秋 
仮名、漢字、ローマ字など他に例のないほど様々な文字が混じる日本語は、驚天

動地の不思議な言語。ハングルという文字を根拠地に据えて、そこから日本語とい

う言語を照らすことで、そのユニークさがより明瞭に見えてくる。 
朝日新聞 2014/05/18 

2014:04. / 237p 
978-4-16-660973-4 
770 円〔本体〕+税 

*9784166609734*

 

ロマ生きている炎～少数民族の暮らしと言語～ 
ロナルド・リー/ 金子 マーティン 著 
彩流社 
どん底の貧困、教育や就職の不平等…。悲惨な状況の中で、激しく踊り、歌い、固

い絆で結ばれたロマ民族が自分たちの言語を残そうと編纂したロマニ語辞典ができ

るまで。実在するロマの人生を描く、セミ・ドキュメンタリー。 
朝日新聞 2014/05/18 

2014:03. / 397p 
978-4-7791-1995-8 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784779119958*

 

尼のような子 
少年アヤ 著 
祥伝社 
韓流依存、叶わぬ恋、ニート生活、下半身トラブル、アイドル信仰…。孤独で清純な

魂を抱えこの世を彷徨う少年アヤの果てしない迷走。行き着くところはどこなのか。

日記を基に書き下ろした、話題の迷い子・少年アヤの初書籍。 
朝日新聞 2014/05/18 

2014:03. / 193p 
978-4-396-46044-0 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784396460440*
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第一次世界大戦の起原 改訂新版  
ジェームズ・ジョル/ 池田 清 著 
みすず書房 
第一次世界大戦の複雑な経緯を、「７月危機」に焦点を絞って、ひとつひとつ検証

する。初版刊行後８年間の研究を組み込み、とくに戦争の導火線といわれたイタリ

アの動向をより深く掘り起こして戦争の起原を解明する改訂新版。 
朝日新聞 2014/05/18 

2007:06. / ３５７，２７ｐ 
978-4-622-07321-5 
4,200 円〔本体〕+税 

*9784622073215*

 

天体衝突～斉一説から激変説へ地球、生命、文明史～(ブルーバックス B-1862) 
松井 孝典 著 
講談社 
6550 万年前、地球に小惑星が衝突した。それによってマグニチュード 11 以上の地

震と 300m に達する津波が起こり、恐竜たちは絶滅、哺乳類の時代が始まった。地

球と生命の歴史に巨大な影響を与えた天体衝突の真実に迫る。 
朝日新聞 2014/05/18 

2014:04. / 272p 
978-4-06-257862-2 
980 円〔本体〕+税 

*9784062578622*

 

白夜の忌～三浦哲郎と私～ 
竹岡 準之助 著 
幻戯書房 
三浦哲郎との<青春の約束>を果たす-。デビュー以前の同人誌時代から半世紀以

上にわたる交流を描いた親友を偲ぶ記。往時の日記を援用しながら、親友でしか

描けない筆致で、在りし日の三浦哲郎像を刻す。 
朝日新聞 2014/05/18、東京・中日新聞 2014/05/25 

2014:04. / 197p 
978-4-86488-046-6 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784864880466*

 

幻影の明治～名もなき人びとの肖像～ 
渡辺 京二 著 
平凡社 
風太郎の「歴史の谷間に埋没してゆくものへの感覚」を頼りに、正史の陰に隠れた

挫折者たちの、もうひとつの明治を描き出す。 
朝日新聞 2014/05/18、日本経済新聞 2014/05/18 

2014:03. / 213p 
978-4-582-83654-7 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784582836547*

 

「科学者の楽園」をつくった男～大河内正敏と理化学研究所～(河出文庫 み 24-1) 
宮田 親平 著 
河出書房新社 
「科学者の自由な楽園」と呼ばれた理化学研究所は、いかに誕生し何を残したの

か？ 所長大河内正敏と多彩な科学者達の栄光と苦難。 
朝日新聞 2014/05/18、日本経済新聞 2014/05/18 

2014:05. / 407p 
978-4-309-41294-8 
920 円〔本体〕+税 

*9784309412948*

 

福翁自伝 新訂 改版 第 60 刷(岩波文庫 33-102-2） 
福沢諭吉/ 富田正文 著 
岩波書店 
朝日新聞 2014/05/25 

1978:10. / 424p 
978-4-00-331022-9 
960 円〔本体〕+税 

*9784003310229*

 

この世でいちばん大事な「カネ」の話(角川文庫 さ 36-18) 
西原 理恵子 著 
角川書店 
朝日新聞 2014/05/25 

2011:06. / 202p 
978-4-04-354318-2 
552 円〔本体〕+税 

*9784043543182*
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坂本ですが?<1>(BEAM COMIX) 
佐野 菜見 著 
エンターブレイン 
朝日新聞 2014/05/25 

2013:01. / 176p 
978-4-04-728633-7 
620 円〔本体〕+税 

*9784047286337*

 

坂本ですが?<2>(BEAM COMIX) 
佐野 菜見 著 
KADOKAWA 
朝日新聞 2014/05/25 

2013:11. / 186p 
978-4-04-729273-4 
620 円〔本体〕+税 

*9784047292734*

 

予告された殺人の記録(新潮文庫)  
Ｇ・ガルシア＝マルケス/ 野谷 文昭 著 
新潮社 
朝日新聞 2014/05/25 

1997:12. / １５８ｐ 
978-4-10-205211-2 
430 円〔本体〕+税 

*9784102052112*

 

かもめのジョナサン(新潮文庫)  
リチャード・バック/ 五木 寛之/ ラッセル・マンソン 著 
新潮社 
朝日新聞 2014/05/25 

1981:01. / １４０ｐ 
978-4-10-215901-9 
520 円〔本体〕+税 

*9784102159019*

 

ミレニアム<上> ドラゴン・タトゥーの女(ハヤカワ・ミステリ文庫 HM 381-1) 
スティーグ・ラーソン 著 
早川書房 
朝日新聞 2014/05/25 

2011:09. / 406p 
978-4-15-179251-9 
800 円〔本体〕+税 

*9784151792519*

 

エレンディラ(ちくま文庫)  
ガブリエル・ガルシア・マルケス/ 鼓直 著 
筑摩書房 
朝日新聞 2014/05/25 

1988:12. / ２０５ｐ 
978-4-480-02277-6 
540 円〔本体〕+税 

*9784480022776*

 

００７／ダイヤモンドは永遠に(創元推理文庫)  
イアン・フレミング/ 井上一夫 著 
東京創元社 
朝日新聞 2014/05/25 

1960:07. / ３００ｐ 
978-4-488-13803-5 
800 円〔本体〕+税 

*9784488138035*
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2666 
ロベルト・ボラーニョ/ 野谷 文昭/ 内田 兆史/ 久野 量一 著 
白水社 
途方もない野心と圧倒的なスケールで描く、戦慄の黙示録的世界。鬼才が 後に

遺した、記念碑的大巨篇！ 
朝日新聞 2014/05/25 

2012:09. / 868p 
978-4-560-09261-3 
6,600 円〔本体〕+税 

*9784560092613*

 

レヴィ＝ストロース(文庫クセジュ 990) 
カトリーヌ・クレマン 著 
白水社 
人類学・神話学研究により独自の思想を展開し、構造主義の祖としても多大な影響

を及ぼした巨星の生涯と思想を概説。 
朝日新聞 2014/05/25 

2014:05. / 155p,3p 
978-4-560-50990-6 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784560509906*

 

ブルーシート 
飴屋 法水 著 
白水社 
動物なのか死体なのか、それが問題で……。東日本大震災に見舞われた 10 人の

高校生たちは、「生存確認」の声を響かせつづける！ 
朝日新聞 2014/05/25 

2014:04. / 189p 
978-4-560-08362-8 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784560083628*

 

ぼくはスピーチをするために来たのではありません(Obras de Garc?a M?rquez) 
G.ガルシア=マルケス/ 木村 榮一 著 
新潮社 
伝えに来たのです。伝えなければならないことだけを――。かくて、スピーチ嫌いの

作家が生涯に２２回だけ壇上で語った全講演の記録。 
朝日新聞 2014/05/25 

2014:04. / 205p 
978-4-10-509019-7 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784105090197*

 

評伝バルテュス 
クロード・ロワ/ 與謝野 文子 著 
河出書房新社 
２０世紀の も偉大な画家の一人、バルテュス。彼と５０年来の友人である著者が描

く画家の生涯。バルテュスが生前に認めた唯一の評伝 
朝日新聞 2014/05/25 

2014:04. / 239p,2p 
978-4-309-25553-8 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784309255538*

 

エロマンガ・スタディーズ～「快楽装置」としての漫画入門～ 増補(ちくま文庫 な
46-1) 
永山 薫 著 
筑摩書房 
制御不能の創造力と欲望で数多の名作・怪作を生んできた日本エロマンガ。多様

化の歴史と主要ジャンルを網羅した唯一無二の漫画入門。 
朝日新聞 2014/05/25 

2014:04. / 369p,6p 
978-4-480-43169-1 
860 円〔本体〕+税 

*9784480431691*

 

本棚探偵最後の挨拶 
喜国 雅彦 著 
双葉社 
もう欲しい本はない! すでに書庫もいっぱいだ! …そうか、読めばいいんだ! 古本

マニアでなくても楽しめる「本棚探偵」完結。『小説推理』連載を単行本化。カラー口

絵付き。 
朝日新聞 2014/05/25 

2014:04. / 397p 
978-4-575-30626-2 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784575306262*
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わたしをみつけて 
中脇 初枝 著 
ポプラ社 
施設で育ち、今は准看護師として働く弥生は、問題がある医師にも異議は唱えな

い。なぜならやっと得た居場所を失いたくないから…。家族と医療現場の問題に鋭

く切り込む長編小説。 
朝日新聞 2014/05/25 

2013:07. / 255p 
978-4-591-13536-5 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784591135365*

 

私たちが星座を盗んだ理由(講談社文庫 き 53-5) 
北山 猛邦 著 
講談社 
恋のおまじないに囚われた女子高生の物語「恋煩い」、絶海の孤島にある子供たち

の楽園の物語「妖精の学校」など、優しく、美しく、そして、残酷な 5 つの物語を収

録したミステリ短編集。 
朝日新聞 2014/05/25 

2014:04. / 367p 
978-4-06-277820-6 
770 円〔本体〕+税 

*9784062778206*

 

喪の途上にて～大事故遺族の悲哀の研究～(岩波現代文庫) 
野田 正彰 著 
岩波書店 
かけがえのない人の突然の死を、遺された人はどのように受け容れるのか。航空事

故史上 悪の惨事となった日航ジャンボ機墜落事故などの遺族の喪の過程をたど

り、悲しむことの意味を問う。 
朝日新聞 2014/05/25 

2014:04. / 10p,443p,7p
978-4-00-603269-2 
1,280 円〔本体〕+税 

*9784006032692*

 

乱読のセレンディピティ～思いがけないことを発見するための読書術～ 
外山 滋比古 著 
扶桑社 
セレンディピティとは、探しているものではない、思いがけないことを発見する能力の

こと。積極的な乱読は、セレンディピティが多くおこる。「知の巨人」が、思考を養い、

人生を変える読書術を伝授する。 
朝日新聞 2014/05/25 

2014:04. / 205p 
978-4-594-06996-4 
920 円〔本体〕+税 

*9784594069964*

 

世界の見方の転換<3> 世界の一元化と天文学の改革 
山本 義隆 著 
みすず書房 
「磁力と重力の発見」「一六世紀文化革命」に続く近代科学誕生史<三部作>完結

篇。3 は、宇宙観と自然学の転回点にケプラーが登場。物理学的な地動説と天体

力学の形成にいたる変革の物語を丹念に描く。 
朝日新聞 2014/05/25 

2014:03. / 
7p,p700?1127 112,28p
978-4-622-07806-7 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784622078067*

 

ニートの歩き方～お金がなくても楽しく暮らすためのインターネット活用法～ 
pha 著 
技術評論社 
京大卒、日本一有名なニートが語る、人生が「だるい」「めんどくさい」人のための考

え方。著者がニートになった理由をはじめ、コミュニティとゆるい生活、ネット時代の

節約生活法、ニートの将来を綴る。 
朝日新聞 2014/05/25 

2012:09. / 287p 
978-4-7741-5224-0 
1,580 円〔本体〕+税 

*9784774152240*
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和解という知恵(講談社現代新書 2260) 
廣田 尚久 著 
講談社 
人間関係がぎくしゃくして悩んでいる人、遺産分割や離婚等のトラブルを抱えてい

る人に贈る「和解」という「幸せの処方せん」。「妥協」「譲歩」をせずに紛争を避ける

コツを、第一人者の弁護士が伝授する。 
朝日新聞 2014/05/25 

2014:04. / 222p 
978-4-06-288260-6 
760 円〔本体〕+税 

*9784062882606*

 

こう観ればサッカーは 0-0 でも面白い～「戦術」と「個の力」を知的に読み解く～

(PHP 新書 924) 
福西 崇史 著 
ＰＨＰ研究所 
「なぜあの選手はこう動いたのか」が理解できれば、サッカーの試合がもっと愉しめ

る! サッカー解説者・福西崇史が、緻密なシステム分析や選手時代のエピソードを

盛り込みながら、自身のサッカー観を記す。 
朝日新聞 2014/05/25 

2014:05. / 227p 
978-4-569-81835-1 
760 円〔本体〕+税 

*9784569818351*

 

予告された殺人の記録(Obras de Garc?a M?rquez)  
Ｇ．ガルシア＝マルケス/ 野谷 文昭 著 
新潮社 
そして彼は 後に気づいた。おれは殺されたのだ…。運命という現実。その量り知

れぬ糸模様の全貌に挑む表題作をはじめ、人生という日々の奇蹟の閃光を異郷に

置かれた人間の心に映し出す１２の短篇を収録する。 
朝日新聞 2014/05/25 

2008:01. / 349p 
978-4-10-509013-5 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784105090135*

 

ゲーデル，エッシャー，バッハ～あるいは不思議の環～  
ダグラス・Ｒ．ホフスタッター/ 野崎 昭弘/ はやし はじめ/ 柳瀬 尚紀 著 
白揚社 
数学、アート、音楽…人工知能、認知科学、分子生物学、そして愉快な言葉遊びを

ちりばめた対話編。「本当は何を書いた本なのか？」という多くの読者を悩ませ楽し

ませてきた問いに、著者自ら答える序文を収録する。 
朝日新聞 2014/05/25 

2005:10. / ７６３ｐ 
978-4-8269-0125-3 
5,800 円〔本体〕+税 

*9784826901253*

 

亡国の安保政策～安倍政権と「積極的平和主義」の罠～ 
柳澤 協二 著 
岩波書店 
「積極的平和主義」を掲げ、集団的自衛権行使へ舵を切った安倍政権。理念独走

の安保政策はいかに「国益」を毀損するのか。第 1 次安倍内閣で内閣官房副長官

補(安全保障担当)を務めた元防衛官僚が、徹底的に検証する。 
朝日新聞 2014/05/25 

2014:04. / 10p,132p 
978-4-00-024786-3 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784000247863*

 

族長の秋～他６篇～(Obras de Garc?a M?rquez)  
Ｇ．ガルシア＝マルケス/ 鼓 直/ 木村 栄一 著 
新潮社 
独裁者の意志は悉く遂行された！ 当の独裁者を置き去りにして…。孤独な独裁

者、純真無垢の娼婦、年をとりすぎた天使、正直者のぺてん師、人好きのする死体

が、運命という廻り舞台で演じる、混沌たる人生のあや模様。 
朝日新聞 2014/05/25 

2007:04. / 443p 
978-4-10-509012-8 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784105090128*
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世界の見方の転換<2> 地動説の提唱と宇宙論の相克 
山本 義隆 著 
みすず書房 
「磁力と重力の発見」「一六世紀文化革命」に続く近代科学誕生史<三部作>完結

篇。2 は、宇宙論と自然学の変革への助走となったコペルニクス地動説と、知識人

たちの格闘の軌跡をたどり、近代科学の胎動期を活写する。 
朝日新聞 2014/05/25 

2014:03. / 5p,p358?698 
38p 
978-4-622-07805-0 
3,400 円〔本体〕+税 

*9784622078050*

 

米中対決～見えない戦争～(ハヤカワ文庫 NV 1306) 
ドルー・チャップマン 著 
早川書房 
DIA(国防情報局)に、極秘プロジェクト「アセンダント」の一員としてスカウトされたギ

ャレット。サイバー攻撃など、さまざまな形でアメリカに打撃を与え続ける中国に対

し、彼は驚くべき方法で敢然と反撃を開始する。 
朝日新聞 2014/05/25 

2014:04. / 571p 
978-4-15-041306-4 
1,040 円〔本体〕+税 

*9784150413064*

 

初音ミクはなぜ世界を変えたのか? 
柴 那典 著 
太田出版 
2007 年、初音ミクの誕生と共に始まった 3 度目の「サマー・オブ・ラブ」とは。音楽と

テクノロジーがどんな「新しい時代の幕開け」を切り拓いてきたかという視点から、ボ

ーカロイドとポピュラー音楽の歴史について語る。 
朝日新聞 2014/05/25 

2014:04. / 301p 
978-4-7783-1396-8 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784778313968*

 

悪の出世学～ヒトラー、スターリン、毛沢東～(幻冬舎新書 な-1-10) 
中川 右介 著 
幻冬舎 
歴史上、 強 悪といわれる力を持った 3 人の政治家-ヒトラー、スターリン、毛沢

東の権力掌握術を分析。無名で平凡だった彼らがいかにして自分の価値を高め、

政敵を葬り、すべてを制したか、その巧妙かつ非情な手段を探る。 
朝日新聞 2014/05/25 

2014:03. / 276p 
978-4-344-98342-7 
840 円〔本体〕+税 

*9784344983427*

 

世界の見方の転換<1> 天文学の復興と天地学の提唱 
山本 義隆 著 
みすず書房 
「磁力と重力の発見」「一六世紀文化革命」に続く近代科学誕生史<三部作>完結

篇。1 は、アリストテレス宇宙論とプトレマイオス理論の屈折した関係、そしてこの理

論が二千年紀にわたり通用した精度をもつ理由を説き明かす。 
朝日新聞 2014/05/25 

2014:03. / 
31p,356p,41p 
978-4-622-07804-3 
3,400 円〔本体〕+税 

*9784622078043*

 

ソーシャルファイナンス革命～世界を変えるお金の集め方～ 
慎 泰俊 著 
技術評論社 
投資ファンドのプロフェッショナルとして活動しつつ、NPO の代表も務める著者が、

マイクロファイナンス、クラウドファンディングをはじめとするソーシャルファイナンスの

仕組み、そのインパクト、そして未来について解説。 
朝日新聞 2014/05/25 

2012:08. / 261p 
978-4-7741-5152-6 
1,480 円〔本体〕+税 

*9784774151526*
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杜甫のユーモアずっこけ孔子 
興膳 宏 著 
岩波書店 
中国古典文学研究で知られる著者が、杜甫・孔子などの中国古典に関するもの

や、その落語訳から、ことばの問題、日中交流史、近代日本文学、師友についてま

で、多彩なテーマを綴る。 
朝日新聞 2014/05/25 

2014:03. / 8p,225p 
978-4-00-025960-6 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784000259606*

 

族長の秋～ラテンアメリカの文学～ 改訂新版(集英社文庫 カ 7-1) 
ガブリエル・ガルシア=マルケス/ 鼓 直 著 
集英社 
朝日新聞 2014/05/25、毎日新聞 2014/05/25 

2011:04. / 376p 
978-4-08-760621-8 
800 円〔本体〕+税 

*9784087606218*

 

コレラの時代の愛(Obras de Garc?a M?rquez)  
Ｇ．ガルシア＝マルケス/ 木村 栄一 著 
新潮社 
５１年９カ月と４日、男は女を待ち続けていた…。コロンビアで内戦が疫病のように猖

獗した時代を背景に、困惑と不安、記憶と期待がさまざまに交錯する。愛が愛であ

ることの限界に、細緻かつ壮大に挑んだ長篇。 
朝日新聞 2014/05/25、毎日新聞 2014/05/25 

2006:10. / 526p 
978-4-10-509014-2 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784105090142*

 

百年の孤独(Obras de Garc?a M?rquez)  
Ｇ．ガルシア＝マルケス/ 鼓 直 著 
新潮社 
蜃気楼の村マコンド。その草創、隆盛、衰退、ついには廃墟と化すまでのめくるめく

１００年を通じて、村の開拓者一族ブエンディア家に受け継がれた孤独の深淵。２０

世紀後半の世界文学を力強く牽引した怒涛の人間劇場。 
朝日新聞 2014/05/25、毎日新聞 2014/05/25 

2006:12. / 492p 
978-4-10-509011-1 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784105090111*

 

石の神(福音館創作童話シリーズ) 
田中 彩子/ 一色 著 
福音館書店 
石工をめざす少年と、石神に魅入られた少年 
朝日新聞 2014/05/26 

2014:04. / 231p 
978-4-8340-8091-9 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784834080919*

 

思い出をレスキューせよ!～“記憶をつなぐ”被災地の紙本・書籍保存修復士～ 
堀米 薫 著 
くもん出版 
写真、本、手紙、長い時間を生きのびてきた紙には、人々の記憶まで残されていま

す。それを救うことで、被災者の大きな力になるのです 
朝日新聞 2014/05/26 

2014:02. / 111p 
978-4-7743-2234-6 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784774322346*
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これが名句だ!(角川俳句ライブラリー) 
小林 恭二 著 
KADOKAWA 
『この俳句がスゴい！』の著者による、絶品俳句鑑賞の第 2 弾。杉田久女、橋本多

佳子、寺山修司など個性派俳人 16 名の作品を鋭い見識と愛情を込めて深く読み

解き、作家像に迫ります。秀句が著者の鑑賞で名句になる！ 
朝日新聞 2014/05/26 

2014:01. / 253p 
978-4-04-652624-3 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784046526243*

 

よかったね、カモのおちびちゃん 
エヴァ・ムーア/ ナンシー・カーペンター/ いまえ よしとも 著 
ＢＬ出版 
ニューヨークの公園にお母さんガモと 5 羽の子ガモが暮らしていた。今日はおさん

ぽ日和。子ガモたちはお母さんの後に続いて…。人間の暮らしと自然とのぶつかり

あいの中で起こった、さわやかで心あたたまる実話を描く。 
朝日新聞 2014/05/26 

2014:04. / [32p] 
978-4-7764-0654-9 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784776406549*

 

鼻持ちならないガウチョ(ボラーニョ・コレクション) 
ロベルト・ボラーニョ/ 久野 量一 著 
白水社 
没年に刊行されたボラーニョ 後の短篇集 
東京・中日新聞 2014/05/04 

2014:04. / 183p 
978-4-560-09263-7 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784560092637*

 

日本の戦争と宗教 1899-1945(講談社選書メチエ 566) 
小川原 正道 著 
講談社 
仏教、神道、キリスト教。「殺生」を禁ずるはずの宗教が、戦争、そして戦争協力を正

当化するに至った論理とは。非戦論・抵抗の系譜とともに、大日本帝国の時代、諸

宗教の軍・政府への協力の全貌に迫る。 
東京・中日新聞 2014/05/04 

2014:01. / 259p 
978-4-06-258569-9 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784062585699*

 

覇道の槍 
天野 純希 著 
角川春樹事務所 
戦国は阿波の武将、細川氏に仕えた三好元長。類い希なる才を活かし、堺公方府

の樹立に貢献。畿内支配体制を確立すべく活躍をみせた。しかし、主君との対立の

末に元長は…。悲運の武将・三好元長を描いた戦国史小説。 
東京・中日新聞 2014/05/04 

2014:04. / 369p 
978-4-7584-1233-9 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784758412339*

 

なぜ哲学するのか？(叢書・ウニベルシタス 1001) 
ジャン=フランソワ・リオタール 著 
法政大学出版局 
フランス現代思想でも特に、哲学、政治、経済、美学など多方面にわたる理論的・

実践的活動で知られるリオタールが、大学教養課程の学生を対象にして行った 4
回の講義を収録。「現代思想」の もラディカルな真髄に迫る。 
東京・中日新聞 2014/05/04 

2014:03. / 205p 
978-4-588-01001-9 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784588010019*
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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 
東京・中日新聞 2014/05/04、毎日新聞 2014/05/04 

2014:03. / 446p 
978-4-403-21106-5 
3,600 円〔本体〕+税 

*9784403211065*

 

後期 20 世紀女性文学論 
与那覇 恵子 著 
晶文社 
女性の〈身体〉をめぐる葛藤と格闘！ 半世紀にわたる女性作家たちの豊饒で多彩

な表現世界を一挙に眺望。 
東京・中日新聞 2014/05/11 

2014:04. / 258p 
978-4-7949-6843-2 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784794968432*

 

北京の胡同(フートン) 
ピーター・ヘスラー/ 栗原 泉 著 
白水社 
消えゆく下町「胡同」を惜しみつつ、激変する中国社会の荒波の中で生きる市井の

人びとの姿を描いた傑作ノンフィクション集。 
東京・中日新聞 2014/05/11 

2014:02. / 304p 
978-4-560-08346-8 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784560083468*

 

LONESOME 隼人獄中からの手紙 
郷 隼人 著 
幻冬舎 
無期囚としてカリフォルニアで収監されて 28 年余り。人生の大半を米国の獄に?が

れた歌人が、刑務所内の生々しい生活、父母への思慕、故郷への憧憬を、短歌を

交えて綴る。 
東京・中日新聞 2014/05/11 

2014:02. / 228p 
978-4-344-02533-2 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784344025332*

 

トップ記事は、月に人類発見!～十九世紀、アメリカ新聞戦争～ 
マシュー・グッドマン/ 杉田 七重 著 
柏書房 
『サン』紙を立ち上げた元印刷工、月に人類を発見したというニュース記事を書いた

新聞編集人…。アメリカ活字メディアの黎明期、アイディアを武器にしのぎを削る

人々を描いた歴史ノンフィクション。 
東京・中日新聞 2014/05/11 

2014:04. / 493p 
978-4-7601-4349-8 
2,700 円〔本体〕+税 

*9784760143498*

 

ダンスシューズで雪のシベリアへ～あるラトビア人家族の物語～ 
サンドラ・カルニエテ/ 黒沢 歩 著 
新評論 
ラトビアの悲運が証すもう一つの 20 世紀史 
東京・中日新聞 2014/05/18 

2014:03. / 12p,392p 
978-4-7948-0947-6 
3,500 円〔本体〕+税 

*9784794809476*

 

無縁旅人 
香納 諒一 著 
文藝春秋 
16 歳の少女はなぜ死んだのか? 家族や地域の絆を失った“無縁社会”で若者たち

が抱える孤独と痛みとは…。「贄の夜会」の警視庁捜査一課・大河内班の刑事たち

が事件の解決に挑む警察小説。 
東京・中日新聞 2014/05/18 

2014:03. / 334p 
978-4-16-390038-4 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784163900384*
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中小企業の底力～成功する「現場」の秘密～(ちくま新書 1065) 
中沢 孝夫 著 
筑摩書房 
成功している中小企業の強さの源は何か? 日本はもちろん、タイを中心に ASEAN
の現地工場を多数取材。人材の育成方法、独自の技術力、労働力の質の高さ、組

織のつくり方など、「よい会社の特徴」を明らかにする。 
東京・中日新聞 2014/05/18 

2014:04. / 236p 
978-4-480-06776-0 
780 円〔本体〕+税 

*9784480067760*

 

ローマンアンドウィリアムスの軌跡 
スティーヴン・アレッシュ/ ロビン・スタンデファー 著 
グラフィック社 
ニューヨークのエース・ホテルの内装、ロイヤルトン・ホテルのロビー…。ローマンア

ンドウィリアムスのプロジェクトの全貌を凝縮。スティーヴン・アレッシュによる手描き

の図面、スケッチ、詳細な完成予想図も併せて掲載。 
東京・中日新聞 2014/05/18 

2014:05. / 320p 
978-4-7661-2633-4 
5,800 円〔本体〕+税 

*9784766126334*

 

「ストーカー」は何を考えているか(新潮新書 567) 
小早川 明子 著 
新潮社 
誰もが「当事者」となりうる時代の必読書。 
東京・中日新聞 2014/05/25 

2014:04. / 213p 
978-4-10-610567-8 
720 円〔本体〕+税 

*9784106105678*

 

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。 
東京・中日新聞 2014/05/25 

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

*9784120045684*

 

さすらいの仏教語～暮らしに息づく 88 話～(中公新書 2252) 
玄侑 宗久 著 
中央公論新社 
仏教語はどんな「さすらい」の旅を経て、今日の姿へと変貌したのか。砂糖、どっこ

いしょ、ビミョー、ふしだら…。禅宗の僧侶にして、芥川賞作家の著者が、仏教語の

語源や意味の変遷を楽しく紹介する。 
東京・中日新聞 2014/05/25 

2014:01. / 4p,193p 
978-4-12-102252-3 
760 円〔本体〕+税 

*9784121022523*

 

博物誌～世界を写すイメージの歴史～ 
S.ピーター・ダンス/ 奥本 大三郎 著 
東洋書林 
人類の好奇心の結晶であり、現代の百科図鑑の原型でもある数々の博物誌を解説

するほか、その成立過程や著者のことも含め詳述。フルカラー65 点を含む、図版

322 点！画家・研究者 209 人の略伝付き!! 
東京・中日新聞 2014/05/25 

2014:04. / 260p,27p 
図版 60p 
978-4-88721-817-8 
4,500 円〔本体〕+税 

*9784887218178*
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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。 
読売新聞 2014/05/04 

2014:02. / 10p,218p 
978-4-13-083064-5 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784130830645*

 

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。 
読売新聞 2014/05/04 

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

*9784103192107*

 

柳田国男論 
柄谷 行人 著 
インスクリプト 
柳田国男の「方法」を問い、柳田論に新たな視角を拓く。「日本近代文学の起源」に

先駆する、著者 32 歳時の長篇評論「柳田国男試論」ほか、関連作も併せて収録。 
読売新聞 2014/05/04 

2013:10. / 289p 
978-4-900997-38-7 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784900997387*

 

首相秘書官が語る中曽根外交の舞台裏～米・中・韓との相互信頼はいかに構築

されたか～ 
長谷川 和年 著, 長谷川 和年/ 加藤 博章 編 
朝日新聞出版 
近隣諸国との友好はどのように築かれたのか。戦後外交史の頂点ともいわれる中曽

根内閣期の官邸主導外交を、事務方として担当した秘書官の回想録。現代史の重

要な局面の舞台裏がよみがえる。 
読売新聞 2014/05/04 

2014:02. / 399p,14p 
978-4-02-251149-2 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784022511492*

 

折れない自信をつくるシンプルな習慣(朝日新書 456) 
心屋 仁之助 著 
朝日新聞出版 
自信をなくしたときは、頑張って結果を出すことで、自信を取り戻そうとしがち。でも、

そうやってつくられた自信は折れやすい。心理カウンセラーが、本物の「折れない自

信」を育てるコツを伝授する。 
読売新聞 2014/05/04 

2014:04. / 187p 
978-4-02-273556-0 
720 円〔本体〕+税 

*9784022735560*

 

短歌の作り方、教えてください(角川ソフィア文庫 D132-1) 
俵 万智/ 一青 窈 著 
KADOKAWA 
俵万智のマンツーマン短歌教室に、一青窈が入門！ 臨場感あふれるふたりの実

作レッスンのやりとりを辿る、画期的な短歌入門書。添削指導のほか、穂村弘や斉

藤斎藤を迎えた特別レッスンのようすも収録。 
読売新聞 2014/05/04 

2014:01. / 249p 
978-4-04-405409-0 
680 円〔本体〕+税 

*9784044054090*
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外務省に告ぐ(新潮文庫 さ-62-6) 
佐藤 優 著 
新潮社 
外交の世界史的転換点にあって、失策と敗北を重ねた民主党政権下、日本外交は

何を間違えたのか。インテリジェンスの生命線を担うべき外務官僚達の、目を覆う破

廉恥な生態を指弾。未来への処方箋も示す。 
読売新聞 2014/05/04 

2014:04. / 459p 
978-4-10-133176-8 
710 円〔本体〕+税 

*9784101331768*

 

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。 
読売新聞 2014/05/04 

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

*9784777812547*

 

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。 
読売新聞 2014/05/04 

2014:02. / 12p,254p 
978-4-00-431471-4 
1,040 円〔本体〕+税 

*9784004314714*

 

青木昌彦の経済学入門～制度論の地平を拡げる～(ちくま新書 1061) 
青木 昌彦 著 
筑摩書房 
ひとつの社会を支える「制度」とは何なのか? 人間社会がゲームだとするならば、そ

の均衡はいかに可能なのか? 20 世紀の経済学を主導した研究者のひとり、青木昌

彦が制度論の考え方をわかりやすく解説する。 
読売新聞 2014/05/04 

2014:03. / 238p,15p 
978-4-480-06753-1 
800 円〔本体〕+税 

*9784480067531*

 

震災以降～東日本大震災レポート「風化する光と影 �」～ 
渋井 哲也/ 村上 和巳/ 渡部 真/ 太田 伸幸 著 
三一書房 
東日本大震災から 3 年が経過。あの時、何が起き、あれから何が起こっているの

か。被災地に密着し続けたフリージャーナリストたちによる“震災以降”の取材報告。

陸前高田市長・戸羽太×社会学者・開沼博の対談も収録。 
読売新聞 2014/05/04 

2014:04. / 199p 
978-4-380-14900-9 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784380149009*

 

オペラは脚本(リブレット)から(明治大学リバティブックス) 
辻 昌宏 著 
明治大学出版会 
オペラを構成しているものは、音楽と脚本(リブレット)である。モーツァルト、ロッシー

ニ、ヴェルディ、プッチーニと共闘した脚本家(リブレッティスタ)たちの才能と人生を

紹介し、オペラの新しい味わい方を提案する。 
読売新聞 2014/05/04 

2014:03. / 241p 
978-4-906811-07-6 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784906811076*
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アドルフ(光文社古典新訳文庫 KA コ 7-1) 
コンスタン 著 
光文社 
将来を嘱望された青年アドルフは、P 伯爵の愛人エレノールに執拗に言い寄り、つ

いに彼女の心を勝ち取る。だが、密かな逢瀬を愉しむうちに、エレノールのことが重

荷となり…。緻密な心理描写のみで描かれたフランス恋愛小説。 
読売新聞 2014/05/04 

2014:03. / 211p 
978-4-334-75287-3 
880 円〔本体〕+税 

*9784334752873*

 

自閉症スペクトラムとは何か～ひとの「関わり」の謎に挑む～(ちくま新書 1053) 
千住 淳 著 
筑摩書房 
自閉症とはなにか。その障害(ハードル)とはどのようなものか。人との「関わり」をどう

処理しているのか。社会脳の研究者が、診断・遺伝・発達・社会・脳と心といった側

面から、「社会的な病理」自閉症の内実を明晰に説く。 
読売新聞 2014/05/04 

2014:01. / 230p 
978-4-480-06749-4 
780 円〔本体〕+税 

*9784480067494*

 

フェルメールになれなかった男～20 世紀最大の贋作事件～(ちくま文庫 う 40-1) 
フランク・ウイン 著 
筑摩書房 
秀れた才能を持ち、将来を嘱望された画家は、なぜ贋作作りに手を染めることにな

ったのか。高名な鑑定家や資産家たちもまんまと欺いた世紀の贋作事件を通して、

美術界の欲望と闇を照らし出し、名画に翻弄される人々の姿を描く。 
読売新聞 2014/05/04 

2014:03. / 393p 
978-4-480-43142-4 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784480431424*

 

連帯と共生～新たな文明への挑戦～(Minerva21 世紀ライブラリー 91) 
津田 直則 著 
ミネルヴァ書房 
資本主義の矛盾と危機を克服する経済体制論。協同組合や NPO 等の非営利セク

ターに焦点を当て、諸外国・日本の先進事例を検討しながら「連帯社会」の構想を

提起するとともに、「共生」の視点から自然と人間の関係を再考する。 
読売新聞 2014/05/04 

2014:02. / 14p,307p,3p
978-4-623-07077-0 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784623070770*

 

映画の生体解剖～恐怖と恍惚のシネマガイド～ 
稲生 平太郎/ 高橋 洋 著 
洋泉社 
幻のフィルム・ノワールから Z 級作品まで 100 本以上の映画を滅多切り! 幻想小説

家と「リング」の監督・脚本家が、映画というメディアの本質、根源について、多数の

作品を具体的に分析しつつ、さまざまな角度から議論する。 
読売新聞 2014/05/04 

2014:04. / 399p,15p 
978-4-8003-0283-0 
3,700 円〔本体〕+税 

*9784800302830*

 

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。 
読売新聞 2014/05/04 

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

*9784865000191*
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昭和の大阪<2> 昭和 50?平成元年 
産経新聞社 著 
光村推古書院 
『昭和の大阪 昭和 20～50 年』に続く待望の第二弾。 
読売新聞 2014/05/04、産経新聞 2014/05/18 

2014:04. / 237p 
978-4-8381-0504-5 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784838105045*

 

遊動論～柳田国男と山人～(文春新書 953) 
柄谷 行人 著 
文藝春秋 
民俗学者・柳田国男は「山人」を放棄などしていない。「山人」を通して、国家と資本

を乗り越える「来たるべき社会」を生涯にわたって追い求めていた。「遊動性」という

概念を軸に、その可能性の中心に迫った論考。 
読売新聞 2014/05/04、産経新聞 2014/05/25 

2014:01. / 213p 
978-4-16-660953-6 
800 円〔本体〕+税 

*9784166609536*

 

ハンナ・アーレント～「戦争の世紀」を生きた政治哲学者～(中公新書 2257) 
矢野 久美子 著 
中央公論新社 
全体主義と対決し、「悪の陳腐さ」を問い、公共性を追求した政治哲学者ハンナ・ア

ーレント。ユダヤ人としての出自をはじめ、幾多のドラマに彩られた生涯と、強靱でラ

ディカルな思考の軌跡を、繊細な筆致で克明に描き出す。 
読売新聞 2014/05/04、日本経済新聞 2014/05/11、東京・中日新聞 2014/05/18 

2014:03. / 3p,239p 
978-4-12-102257-8 
820 円〔本体〕+税 

*9784121022578*

 

文学部唯野教授(岩波現代文庫)  
筒井 康隆 著 
岩波書店 
読売新聞 2014/05/11 

2000:01. / ３７３ｐ 
978-4-00-602001-9 
900 円〔本体〕+税 

*9784006020019*

 

アルケミスト～夢を旅した少年～(角川文庫 コ 11-1) 
パウロ・コエーリョ/ 山川 紘矢/ 山川 亜希子 著 
角川書店 
読売新聞 2014/05/11 

1997:02. / 199p 
978-4-04-275001-7 
552 円〔本体〕+税 

*9784042750017*

 

白い巨塔<１>(新潮文庫)  
山崎 豊子 著 
新潮社 
読売新聞 2014/05/11 

2002:11. / ４２２ｐ 
978-4-10-110433-1 
630 円〔本体〕+税 

*9784101104331*

 

もどってきたアミ～小さな宇宙人～(徳間文庫)  
エンリケ・バリオス/ 石原 彰二 著 
徳間書店 
読売新聞 2014/05/11 

2005:08. / ３２７ｐ 
978-4-19-892296-2 
590 円〔本体〕+税 

*9784198922962*



 38  

 

日本の起業家精神～日本的「世間」の倫理と資本主義の精神～ 
上坂 卓郎 著 
文眞堂 
起業を阻害するものは何か、解決策を問う 
読売新聞 2014/05/11 

2014:03. / 9p,208p 
978-4-8309-4815-2 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784830948152*

 

トロイアの真実～アナトリアの発掘現場からシュリーマンの実像を踏査する～ 
大村 幸弘/ 大村 次郷 著 
山川出版社 
シュリーマンの発掘、トロイア遺跡を再考する 
読売新聞 2014/05/11 

2014:04. / 247p 
978-4-634-64069-6 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784634640696*

 

パンダが来た道～人と歩んだ 150 年～ 
ヘンリー・ニコルズ/ 遠藤 秀紀/ 池村 千秋 著 
白水社 
発見当初から人々を魅了したアイドル動物と人間の数奇な軌跡とは。謎に包まれた

生態と繁殖、保護活動まで網羅。図版多数。 
読売新聞 2014/05/11 

2014:01. / 304p,22p 
978-4-560-08343-7 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784560083437*

 

てんやわんや(ちくま文庫 し 39-2) 
獅子 文六 著 
筑摩書房 
戦後のどさくさに慌てふためくお人よし犬丸順吉。社長の特命で四国へ身を隠す

が、そこは想像もつかない楽園だった。しかし……。 
読売新聞 2014/05/11 

2014:04. / 342p 
978-4-480-43155-4 
780 円〔本体〕+税 

*9784480431554*

 

全 47 都道府県幸福度ランキング<2014 年版> 
寺島 実郎 著, 寺島 実郎/ 日本総合研究所 編 
東洋経済新報社 
１位福井、２位東京、３位長野。あなたの県は何位？６０の指標で地域を評価。新し

い発見と意外な評価に話がはずむ各県の通信簿。 
読売新聞 2014/05/11 

2014:01. / 11p,262p 
978-4-492-21213-4 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784492212134*

 

藤子不二雄論～F と A の方程式～(河出文庫 よ 16-1) 
米沢 嘉博 著 
河出書房新社 
「ドラえもん」「笑ゥせぇるすまん」を生み出した「２人で１人のマンガ家」が、かつてい

た……本格的藤子論。特別寄稿：藤子不二雄Ａ 
読売新聞 2014/05/11 

2014:03. / 357p 
978-4-309-41282-5 
800 円〔本体〕+税 

*9784309412825*

 

気ままに漢詩キブン(ちくまプリマー新書 210) 
足立 幸代 著 
筑摩書房 
千年前の人たちも、飲んで騒いで恋してる! 「難しくてよくわからない」と敬遠されが

ちな漢詩を女子感覚の現代語訳で紹介。詩人名鑑も収録する。 
読売新聞 2014/05/11 

2014:02. / 191p 
978-4-480-68912-2 
850 円〔本体〕+税 

*9784480689122*
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死ぬふりだけでやめとけや～谺雄二詩文集～ 
谺 雄二 著, 谺 雄二/ 姜 信子 編 
みすず書房 
詩人でハンセン病違憲国賠訴訟の理論的支柱だった「草津のサルトル」谺雄二。彼

の生涯にわたる詩・評論・エッセイ・社会的発言・編者による聞き書きを収めた作品

集。 
読売新聞 2014/05/11 

2014:03. / 381p 
978-4-622-07830-2 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784622078302*

 

とっぴんぱらりの風太郎 
万城目 学 著 
文藝春秋 
著者二年ぶりのスペクタクル長編！    天下は豊臣から徳川へ――伊賀を追い出

された“ニート忍者”風太郎の運命は、ひょうたんのみぞ知る？ 万城目ワールド全

開の大長編 
読売新聞 2014/05/11 

2013:09. / 746p 
978-4-16-382500-7 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784163825007*

 

九楊先生の文字学入門 
石川 九楊 著 
左右社 
文に文法があるように、書字にも主語や述語がある。書を覗き、ひとふでひとふでな

ぞりながら、その仕組み=文法を知り、その美を全身で感じとるための、九楊先生の

12 の名講義。 
読売新聞 2014/05/11 

2014:04. / 364p 
978-4-86528-103-3 
2,963 円〔本体〕+税 

*9784865281033*

 

外国人が選んだ日本百景(講談社+α 新書 635-1D) 
ステファン・シャウエッカー 著 
講談社 
日本の旅行情報・生活・文化情報を紹介する英語サイト『ジャパンガイド』を立ち上

げた著者が、実際に日本を来訪した外国人ユーザーの声をもとに、「外国人が選ん

だ日本百景」ランキングを紹介。 
読売新聞 2014/05/11 

2014:03. / 237p 
978-4-06-272824-9 
890 円〔本体〕+税 

*9784062728249*

 

これはペンです(新潮文庫 え-24-1) 
円城 塔 著 
新潮社 
文章の自動生成装置を発明し、突飛な素材で自在に文章を生み出す叔父とその

姪を描いた表題作と、存在しない街で現実・夢・記憶の世界を行き来する父と息子

の物語「良い夜を持っている」を収録。 
読売新聞 2014/05/11 

2014:03. / 222p 
978-4-10-125771-6 
460 円〔本体〕+税 

*9784101257716*

 

<広告制作者>の歴史社会学～近代日本における個人と組織をめぐる揺らぎ～ 
加島 卓 著 
せりか書房 
芸術家でも企業人でもない広告制作者。その曖昧な職業理念の歴史を濱田増治、

今泉武治、亀倉雄策、横尾忠則らを例にして精緻に分析。いかにして広告制作が

専門的知識や職業になったのかを明らかにする。 
読売新聞 2014/05/11 

2014:02. / 452p,39p 
978-4-7967-0330-7 
6,000 円〔本体〕+税 

*9784796703307*
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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。 
読売新聞 2014/05/11 

2014:03. / 206p 
978-4-10-610560-9 
700 円〔本体〕+税 

*9784106105609*

 

巨匠の眼～川端康成と東山魁夷～ 
川端 香男里/ 東山 すみ/ 斉藤 進/ 水原 園博 著 
求龍堂 
往復書簡から明らかになった川端康成と東山魁夷の魂の交流。美を愛して止まな

い川端の美術コレクションや、国民画家東山魁夷の作品のほか、初公開となる美術

コレクションや川端文学にまつわる貴重なエピソードが満載。 
読売新聞 2014/05/11 

2014:04. / 476p 
978-4-7630-1426-9 
2,700 円〔本体〕+税 

*9784763014269*

 

工学部ヒラノ教授(新潮文庫 こ-57-1) 
今野 浩 著 
新潮社 
朝令暮改の文科省に翻弄され、会議と書類の山に埋もれながら、講義という決闘に

挑み、研究費と優秀な学生獲得に腐心する日々。大学出世スゴロクを上がるべく、

ヒラノ教授は今日も奮闘す! 大学の教壇から見た工学部実録秘話。 
読売新聞 2014/05/11 

2013:07. / 245p 
978-4-10-125161-5 
460 円〔本体〕+税 

*9784101251615*

 

バベル 
福田 和代 著 
文藝春秋 
201×年、近未来の日本。突然感染爆発が始まった新型ウイルス「バベル」。猛威に

対抗すべく政府は「長城」を建設、感染者と非感染者を隔離する政策をとるが…。

バイオクライシスノベル。『別册文藝春秋』連載を加筆・修正。 
読売新聞 2014/05/11 

2014:03. / 396p 
978-4-16-390040-7 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784163900407*

 

三匹のおっさん(文春文庫 あ 60-1) 
有川 浩 著 
文藝春秋 
還暦ぐらいでジジイの箱に蹴りこまれてたまるか! かつての悪ガキ 3 人組が自警団

を結成。剣道の達人・キヨ、柔道の達人・シゲ、機械いじりの達人・ノリ。その活躍は

やがてキヨの孫・祐希やノリの愛娘・早苗にも影響を与え…。 
読売新聞 2014/05/11 

2012:03. / 443p 
978-4-16-783101-1 
695 円〔本体〕+税 

*9784167831011*

 

ホ・オポノポノ～誰もが幸せになれるハワイの叡智～(TJ MOOK) 
イハレアカラ・ヒューレン/ カマイリ・ラファエロヴィッチ 著 
宝島社 
ありがとう、ごめんなさい、ゆるしてください、愛しています…。幸せを運ぶ 4 つの言

葉をはじめ、本当の自分を取り戻し、困ったことを解決してくれるハワイの叡智「ホ・

オポノポノ」の考え方やクリーニングのやり方を紹介する。 
読売新聞 2014/05/11 

2013:12. / 71p 
978-4-8002-1945-9 
838 円〔本体〕+税 

*9784800219459*
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ドレス・アフター・ドレス～クローゼットから始まる冒険～ 
中村 和恵 著 
平凡社 
文学の中のドレスからペニス・ケース、ブラジャーの国際比較まで、世界中の「着るも

の」から見えてくる、人々の欲望と試行錯誤の歴史 
読売新聞 2014/05/11、朝日新聞 2014/05/25 

2014:03. / 214p 
978-4-582-83652-3 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784582836523*

 

私の猫たち許してほしい(ちくま文庫)  
佐野 洋子 著 
筑摩書房 
読売新聞 2014/05/18 

1990:08. / ２３５ｐ 
978-4-480-02455-8 
780 円〔本体〕+税 

*9784480024558*

 

遊覧日記(ちくま文庫)  
武田百合子/ 武田花 著 
筑摩書房 
読売新聞 2014/05/18 

1993:01. / １８５ｐ 
978-4-480-02684-2 
520 円〔本体〕+税 

*9784480026842*

 

ボクを包む月の光～ぼく地球次世代編～<１>(花とゆめＣＯＭＩＣＳ)  
日渡 早紀 著 
白泉社 
読売新聞 2014/05/18 

2005:06. / １７４ｐ 
978-4-592-18281-8 
400 円〔本体〕+税 

*9784592182818*

 

ぼくの地球を守って<第１巻>(白泉社文庫)  
日渡 早紀 著 
白泉社 
読売新聞 2014/05/18 

1998:03. / ２９９ｐ 
978-4-592-88401-9 
619 円〔本体〕+税 

*9784592884019*

 

犯韓論(幻冬舎ルネッサンス新書 こ-4-1) 
黄 文雄 著 
幻冬舎ルネッサンス 
何をねじ曲げ、どんな罪を重ねてきたのか。 
読売新聞 2014/05/18 

2014:03. / 231p 
978-4-7790-6096-0 
838 円〔本体〕+税 

*9784779060960*

 

もっとにぎやかな外国語の世界(白水 U ブックス 1129) 
黒田 龍之助 著 
白水社 
この地球には数えきれないほどさまざまな言語があります。あなたにぴったりの〈こと

ば〉を見つける旅に出ませんか。 
読売新聞 2014/05/18 

2014:02. / 187p 
978-4-560-72129-2 
950 円〔本体〕+税 

*9784560721292*
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古代日本と古代朝鮮の文字文化交流～歴博国際シンポジウム～ 
市 大樹 著, 平川 南 編 
大修館書店 
日本の文字文化とそのルーツとなる朝鮮島の文字文化の関連について、日韓第一

線の著者陣による 新の報告・議論を収録。 
読売新聞 2014/05/18 

2014:04. / 14p,288p 
978-4-469-23271-4 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784469232714*

 

赤い大公～ハプスブルク家と東欧の 20 世紀～ 
ティモシー・スナイダー/ 池田 年穂 著 
慶應義塾大学出版会 
「赤い大公」ヴィルヘルム・フォン・ハプスブルクの生涯を通して、１９世紀末から２０

世紀のヨーロッパ全体の歴史を描ききる。 
読売新聞 2014/05/18 

2014:04. / 422p,78p 
978-4-7664-2135-4 
4,600 円〔本体〕+税 

*9784766421354*

 

この世界の成り立ちについて～太古の文書を読む～ 
月本 昭男 著 
ぷねうま舎 
大洪水の説話とは何か。死とは、宗教とは何か。古代オリエントの起源の神話と死の

物語から、この世界の隠れた骨組みを掘り起こす。 
読売新聞 2014/05/18 

2014:03. / 216p 
978-4-906791-28-6 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784906791286*

 

銭形平次捕物控傑作選<1> 金色の処女(文春文庫 の 19-1) 
野村 胡堂 著 
文藝春秋 
投げ銭でおなじみ平次が難事件を鮮やかに解決。子分ガラッ八との軽妙な掛合い

も楽しい、人情味溢れる名作時代小説を復刻。八篇収録。 
読売新聞 2014/05/18 

2014:05. / 314p 
978-4-16-790100-4 
490 円〔本体〕+税 

*9784167901004*

 

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。 
読売新聞 2014/05/18 

2014:02. / 507p,27p 
978-4-89977-394-8 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784899773948*

 

乙女の読書道 
池澤 春菜 著 
本の雑誌社 
私にとって読書は、世界そのもの-。声優、歌手、茶芸師、ガンプラ女子、そして SF
者である著者による、読書への愛があふれる書評集。作家・池澤夏樹との父娘対談

も収録する。 
読売新聞 2014/05/18 

2014:01. / 237p 
978-4-86011-252-3 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784860112523*

 

屠場 
本橋 成一 著 
平凡社 
筑豊やチェルノブイリの記録を発信してきた本橋成一が、故なき職業差別と身分差

別に抗いながら、大阪・松原の屠場でいのちと向き合って働く人びとを追った、渾身

のドキュメント写真集。 
読売新聞 2014/05/18 

2011:03. / 127p 
978-4-582-27783-8 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784582277838*
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旧約聖書の謎～隠されたメッセージ～(中公新書 2261) 
長谷川 修一 著 
中央公論新社 
「ノアの方舟と洪水伝説」「出エジプト」「ダビデとゴリアトの一騎打ち」など、旧約聖書

に描かれた 7 つの物語を取り上げ、その史実性を学問的に検証。物語に込められ

たメッセージをも読み解く。 
読売新聞 2014/05/18 

2014:03. / 4p,233p 
978-4-12-102261-5 
820 円〔本体〕+税 

*9784121022615*

 

御命授天纏佐左目谷行 
日和 聡子 著 
講談社 
猫の君子・夜見闇君の命を受けた「私」は、御蚕の繭玉・終日君のお供として佐左

目谷君を訪ねる旅に出た-。摩訶不思議な世界へと誘いこむ表題作など全 3 編を

収録。『群像』掲載をまとめて単行本化。 
読売新聞 2014/05/18 

2014:03. / 218p 
978-4-06-218818-0 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784062188180*

 

リニア新幹線～巨大プロジェクトの「真実」～(集英社新書 0731B) 
橋山 禮治郎 著 
集英社 
全区間の 7 割が地下走行。遠隔操作で運転手不在。不便な乗り換え。穴だらけの

安全対策と環境対策…。東京・大阪間を 1 時間で結ぶ“夢の超特急”リニア新幹線

は本当に必要なのかを徹底的に検証する。 
読売新聞 2014/05/18 

2014:03. / 203p 
978-4-08-720731-6 
720 円〔本体〕+税 

*9784087207316*

 

敗北のない競技(レース)～僕の見たサイクルロードレース～ 
土井 雪広 著 
東京書籍 
「もっとも過酷なスポーツ」と言われるサイクルロードレース。日本人として初めてブ

エルタ・ア・エスパーニャを完走したプロ・ロードレーサー土井雪広による、渾身の自

伝的スポーツノンフィクション。 
読売新聞 2014/05/18 

2014:04. / 187p 
978-4-487-80827-4 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784487808274*

 

牛を屠る(シリーズ向う岸からの世界史)  
佐川 光晴 著 
解放出版社 
屠畜解体従事者への世間の恥知らずな差別と偏見はある。だが、誰がどう思おうと

「牛を屠る」仕事は続けるに値する仕事なのだ。ナイフを握り、牛を相手に働き続け

た屠場での１０年あまりの日々を綴る。 
読売新聞 2014/05/18 

2009:07. / １４０ｐ 
978-4-7592-6724-2 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784759267242*

 

勝ち上がりの条件～軍師・参謀の作法～(ポプラ新書 032) 
半藤 一利/ 磯田 道史 著 
ポプラ社 
名軍師・名参謀の資質とは…? 現代という困難な時代にあってこそ、組織を生き抜

いた軍師・参謀から、私たちが学ぶことは多い。2 人の歴史家が、軍師・参謀の系譜

と時代を生き抜く普遍の極意について語り合う。 
読売新聞 2014/05/18 

2014:05. / 265p 
978-4-591-14035-2 
800 円〔本体〕+税 

*9784591140352*
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いのちの食べかた(よりみちパン!セ P002) 
森 達也/ 100%ORANGE 著 
イーストプレス 
魚は切り身で泳いじゃいない、そんなことは知っている。では、毎日食べるお肉はど

こからどうやって、やってくる? 「東京都中央卸売市場食肉市場」の様子を紹介しな

がら、生きるために食べるいのちについて考える。 
読売新聞 2014/05/18 

2011:07. / 123p 
978-4-7816-9002-5 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784781690025*

 

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。 
読売新聞 2014/05/18 

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

*9784163900308*

 

ブラ男の気持ちがわかるかい?(文春文庫 き 26-5) 
北尾 トロ 著 
文藝春秋 
お見合いパーティー、エッセイ教室、人間ドッグ、フルマラソン、ネットカフェ、チンピ

ラの脅し…。好奇心旺盛。行動力あり。でも体力なしの 50 代・北尾トロが、様々なシ

ーンで千々に乱れるオヤジ心をしみじみと綴る。 
読売新聞 2014/05/18 

2014:04. / 319p 
978-4-16-790085-4 
640 円〔本体〕+税 

*9784167900854*

 

死ぬ気まんまん(光文社文庫 さ 8-3) 
佐野 洋子 著 
光文社 
ガンが転移し余命 2 年を宣告されながらも、煙草を吸い、ジャガーを購入し、ジュリ

ーにときめく-。佐野洋子の思いがいっぱいに詰まった魅力的なエッセー集。主治

医との対談、関川夏央が綴った佐野洋子の思い出も収録。 
読売新聞 2014/05/18 

2013:10. / 241p 
978-4-334-76646-7 
500 円〔本体〕+税 

*9784334766467*

 

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 2014/05/18 

2014:04. / 119p 
978-4-10-335651-6 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784103356516*

 

宮地團四郎日記～土佐藩士が見た戊辰戦争～ 
宮地 團四郎/ 小美濃 清明 著 
右文書院 
土佐藩前哨隊、迅衝隊の隊士として、慶応 3 年から明治元年まで軍隊内部の生活

を記述した宮地團四郎の日記を、原文と現代語意訳を並記して収録。土佐藩迅衝

隊の近代的組織の内部が明らかとなる日記史料。見返しに地図あり。 
読売新聞 2014/05/18 

2014:04. / 287p 
978-4-8421-0759-2 
2,700 円〔本体〕+税 

*9784842107592*
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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。 
読売新聞 2014/05/18 

2014:03. / 177p 
978-4-00-025955-2 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784000259552*

 

東京大学で世界文学を学ぶ(集英社文庫 つ 18-3) 
辻原 登 著 
集英社 
「ドン・キホーテ」「ボヴァリー夫人」「白痴」…。世界の名作を細部まで読み解き、物

語の歴史を考察することで小説の誕生から構造や手法、作品同士の?がりまでを面

白く丁寧に解説する。東京大学での特別講義を完全収録。 
読売新聞 2014/05/18、読売新聞 2014/05/25 

2013:03. / 415p,6p 
978-4-08-745048-4 
780 円〔本体〕+税 

*9784087450484*

 

花はさくら木(朝日文庫)  
辻原 登 著 
朝日新聞出版 
読売新聞 2014/05/25 

2009:09. / ４６２ｐ 
978-4-02-264503-6 
800 円〔本体〕+税 

*9784022645036*

 

家族写真(河出文庫 つ 5-1) 
辻原 登 著 
河出書房新社 
読売新聞 2014/05/25 

2011:03. / 217p 
978-4-309-41070-8 
740 円〔本体〕+税 

*9784309410708*

 

純粋法学 第 2 版 
ハンス・ケルゼン/ 長尾 龍一 著 
岩波書店 
法学のあり方を決定づけた名著の第二版！ 
読売新聞 2014/05/25 

2014:03. / 
24p,349p,29p 
978-4-00-025950-7 
5,800 円〔本体〕+税 

*9784000259507*

 

編集の砦～平凡出版とマガジンハウスの一万二〇〇〇日～ 
塩澤 幸登 著 
河出書房新社 
大衆娯楽雑誌の編集とはどういう仕事なのか。平凡出版＝マガジンハウスの雑誌づ

くりを具体的に活写し、木滑良久の編集思想に迫る。 
読売新聞 2014/05/25 

2014:04. / 558p 
978-4-309-92018-4 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784309920184*

 

翔べ麒麟<上>(角川文庫 つ 12-1) 
辻原 登 著 
角川書店 
藤原広嗣の庶子、真幸は遣唐大使護衛士として大陸へ渡った。長安には玄宗皇帝

の信頼を一身に集める日本人高官、阿倍仲麻呂がいた…。権謀術数の政局を描く

本格歴史活劇。 
読売新聞 2014/05/25 

2012:02. / 379p 
978-4-04-100028-1 
667 円〔本体〕+税 

*9784041000281*
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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。 
読売新聞 2014/05/25 

2014:03. / 292p 
978-4-06-288253-8 
840 円〔本体〕+税 

*9784062882538*

 

4 割は打てる！(新潮新書 562) 
小野 俊哉 著 
新潮社 
これからも 4 割打者は出ないのか? メジャーリーグで実際に 4 割を達成した打者を

分析し、4 割に限りなく近づいた日米のアスリートを研究。4 割を打つための条件を

解き明かす。 
読売新聞 2014/05/25 

2014:03. / 189p 
978-4-10-610562-3 
680 円〔本体〕+税 

*9784106105623*

 

ベルナール・ビュフェ 1945-1999 
ベルナール・ビュフェ 著 
ＮＯＨＡＲＡ 
黒い描線と抑制された色彩、戦後の虚無感を表出した画家、ベルナール・ビュフェ

の画集。「トマトのある静物」「キリストの十字架からの降下」など、代表作約 100 点を

収録する。 
読売新聞 2014/05/25 

2014:04. / 189p 
978-4-904257-18-0 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784904257180*

 

翔べ麒麟<下>(角川文庫 つ 12-2) 
辻原 登 著 
角川書店 
玄宗側近の楊国忠に賄賂が流れ込む。国難を憂えた阿倍仲麻呂は、密かに楊貴

妃暗殺計画を練るが、真備は冊封体制下に入ることと引替に、玄宗から新羅への

不干渉と、天皇号承認を引き出す。 
読売新聞 2014/05/25 

2012:02. / 355p 
978-4-04-100027-4 
629 円〔本体〕+税 

*9784041000274*

 

それでも僕は前を向く(集英社新書 0729) 
大橋 巨泉 著 
集英社 
大橋巨泉が波乱に満ちた 80 年の人生を振り返り、「運」の使い方、「命」の重み、

「覚悟」の決め方、「希望」のつなぎ方など、逆境にあってなお笑って生き抜くための

「人生のスタンダード」のすべてを語る。 
読売新聞 2014/05/25 

2014:03. / 203p 
978-4-08-720729-3 
720 円〔本体〕+税 

*9784087207293*

 

空也上人がいた(朝日文庫 や 12-2) 
山田 太一 著 
朝日新聞出版 
ぬぐいきれない痛みを抱える人々と一緒に歩く空也上人とは? ヘルパーの 27 歳の

青年、独り暮らしの 81 歳の老人、46 歳の女性ケアマネ。介護の現場で始まった、

秘密を抱えた大人たちの風変わりな恋を描く。 
読売新聞 2014/05/25 

2014:04. / 167p 
978-4-02-264741-2 
500 円〔本体〕+税 

*9784022647412*
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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。 
読売新聞 2014/05/25 

2014:03. / 10p,340p 
978-4-622-07820-3 
4,300 円〔本体〕+税 

*9784622078203*

 

サツキ盆栽と花を楽しむ～盆栽入門に最適な日本固有の花を咲かせてみません

か～ 
栃の葉書房 
サツキをこれから始める人、サツキを始めて間もない人、サツキをもう一度基礎から

学びたい人等へ、サツキの栽培の基本をていねいに解説。プロの様々な実技を収

録し、樹づくりや育て方も写真でわかりやすく紹介。 
読売新聞 2014/05/25 

2014:06. / 120p 
978-4-88616-299-1 
1,250 円〔本体〕+税 

*9784886162991*

 

啄木ふるさと人との交わり 
森 義真 著 
盛岡出版コミュニティー 
盛岡中学校の恩師、先輩、同級生、後輩、岩手師範学校に関わる人々、渋民尋常

高等小学校に関わる人々など、石川啄木に関わりのある人々を取り上げ、その交友

関係を紹介する。『街もりおか』連載に加筆し書籍化。 
読売新聞 2014/05/25 

2014:03. / 254p 
978-4-904870-29-7 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784904870297*

 

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。 
読売新聞 2014/05/25 

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

*9784588327049*

 

北京食堂の夕暮れ 
沢野 ひとし 著 
本の雑誌社 
昭和日本を思い出す路地「胡同」、酒に酔い迷い歩く「杭州の裏通り」、現代アート

の拠点「北京芸術村」、巨大な龍を思わせる「黄河の瀑布」…。旅の彩りにあふれた

スケッチ&エッセイ集。『本の雑誌』連載に加筆し書籍化。 
読売新聞 2014/05/25 

2014:03. / 237p 
978-4-86011-254-7 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784860112547*

 

許されざる者(集英社文庫 つ 18-1) 
辻原 登 著 
集英社 
紀伊半島は熊野川の河口に位置する街、森宮。医者の槇隆光は貧しい者から治療

費を取らないことから“毒取ル先生”と呼ばれていた。ときは 1903 年。鉄道敷設、遊

郭設置などの問題が起こる一方、日露戦争開戦の足音が迫り…。 
読売新聞 2014/05/25 

2012:08. / 549p 
978-4-08-746870-0 
880 円〔本体〕+税 

*9784087468700*
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許されざる者(集英社文庫 つ 18-2) 
辻原 登 著 
集英社 
非戦論を主張しつつも治療のため満州へ赴いた槇は、戦地で軍医を務める森?外

や田山花袋らと出会いながら、戦争に巻き込まれていく。森宮では社会主義運動が

勃発。様々な思惑の飛び交うなか、槇と永野夫人は禁断の恋を育み…。 
読売新聞 2014/05/25 

2012:08. / 525p 
978-4-08-746871-7 
880 円〔本体〕+税 

*9784087468717*

 

謀る力(小学館新書 210) 
松平 定知 著 
小学館 
戦国を生き抜いた武将たちは、 小にして 大限の効果が得られる策を求め、総

合的な知略、「謀る力」を発揮していた。歴史的エピソードから垣間見える、武将と

妻たちの謀る力を紹介し、現代を生き抜くためのヒントを提示する。 
読売新聞 2014/05/25 

2014:04. / 221p 
978-4-09-825210-7 
720 円〔本体〕+税 

*9784098252107*

 

「できる人」という幻想～4 つの強迫観念を乗り越える～(NHK 出版新書 433) 
常見 陽平 著 
ＮＨＫ出版 
即戦力、グローバル人材、コミュニケーション能力、起業…。いったい日本はいつま

で「できる人」という幻想を追い求めるつもりなのか? 雇用や労働の常識を問い直

し、日本のビジネスパーソンを強迫し続ける幻想の正体に迫る。 
読売新聞 2014/05/25 

2014:04. / 221p 
978-4-14-088433-1 
740 円〔本体〕+税 

*9784140884331*

 

銀座ママの心得(文春文庫 は 3-43) 
林 真理子 著 
文藝春秋 
被災地の光景に涙してばかりはいられない。精力的なボランティア活動をするイケメ

ン青年たち、東北の未来作りに奔走する仲間に触発され、超オリジナル支援策「銀

座のママプロジェクト」を開始! 林真理子が激動の 1 年を綴る。 
読売新聞 2014/05/25 

2014:03. / 267p 
978-4-16-790055-7 
500 円〔本体〕+税 

*9784167900557*

 

若さを卒業すれば女はもっと美しくなる 
花千代 著 
阪急コミュニケーションズ 
「成熟」の価値に気づき、大人の魅力を磨きましょう。早くから、人として、女性として

価値あるものは若さではなく成熟であるということを肌で感じてきた著者が、成熟の

素晴らしさを伝えます。「私」を知るためのリストも掲載。 
読売新聞 2014/05/25 

2014:04. / 215p 
978-4-484-14210-4 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784484142104*

 

献身～遺伝病 FAP(家族性アミロイドポリニューロパシー)患者と志多田正子たち

のたたかい～ 
大久保 真紀 著 
高文研 
2 分の 1 の確率で親から子へ遺伝する神経難病 FAP(家族性アミロイドポリニューロ

パシー)。根治療法がない悲惨な闘病生活の中、死と向き合う患者と、彼らが生を全

うするために全身全霊を捧げた女性の壮絶なたたかいの記録。 
読売新聞 2014/05/25 

2014:02. / 463p 
978-4-87498-536-6 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784874985366*
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茶の本 改版(岩波文庫)  
岡倉覚三/ 村岡博 著 
岩波書店 
日本経済新聞 2014/05/04 

1961:06. / １０６ｐ 
978-4-00-331151-6 
420 円〔本体〕+税 

*9784003311516*

 

西郷隆盛「南洲翁遺訓」(角川ソフィア文庫)  
西郷 隆盛/ 猪飼 隆明 著 
角川学芸出版 
日本経済新聞 2014/05/04 

2007:04. / ２０７ｐ 
978-4-04-407201-8 
590 円〔本体〕+税 

*9784044072018*

 

考える技術・書く技術(講談社現代新書)  
板坂元 著 
講談社 
日本経済新聞 2014/05/04 

1992:12. / ２１１ｐ 
978-4-06-115727-9 
740 円〔本体〕+税 

*9784061157279*

 

行きつけの店(新潮文庫)  
山口 瞳 著 
新潮社 
日本経済新聞 2014/05/04 

1999:12. / ２７０ｐ 
978-4-10-111129-2 
710 円〔本体〕+税 

*9784101111292*

 

やってみなはれみとくんなはれ(新潮文庫)  
山口 瞳/ 開高 健 著 
新潮社 
日本経済新聞 2014/05/04 

2003:08. / ３１６ｐ 
978-4-10-111134-6 
520 円〔本体〕+税 

*9784101111346*

 

フィッシュ・オン(新潮文庫)  
開高健 著 
新潮社 
日本経済新聞 2014/05/04 

1993:03. / ２９１ｐ 
978-4-10-112804-7 
710 円〔本体〕+税 

*9784101128047*

 

剣客商売一 剣客商売(新潮文庫 い-17-1) 
池波 正太郎 著 
新潮社 
日本経済新聞 2014/05/04 

2002:09. / 365p 
978-4-10-115731-3 
590 円〔本体〕+税 

*9784101157313*
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養生訓(中公文庫)  
貝原 益軒/ 松田 道雄 著 
中央公論新社 
日本経済新聞 2014/05/04 

1977:05. / ２４９ｐ 
978-4-12-200442-9 
571 円〔本体〕+税 

*9784122004429*

 

竜馬がゆく<１>(文春文庫)  
司馬 遼太郎 著 
文芸春秋 
日本経済新聞 2014/05/04 

1998:09. / ４４６ｐ 
978-4-16-710567-9 
629 円〔本体〕+税 

*9784167105679*

 

坂の上の雲<１> 新装版(文春文庫)  
司馬 遼太郎 著 
文芸春秋 
日本経済新聞 2014/05/04 

1999:01. / ３５０ｐ 
978-4-16-710576-1 
650 円〔本体〕+税 

*9784167105761*

 

三陸海岸大津波(文春文庫)  
吉村 昭 著 
文芸春秋 
日本経済新聞 2014/05/04 

2004:03. / １９１ｐ 
978-4-16-716940-4 
438 円〔本体〕+税 

*9784167169404*

 

関東大震災(文春文庫)  
吉村 昭 著 
文芸春秋 
日本経済新聞 2014/05/04 

2004:08. / ３４７ｐ 
978-4-16-716941-1 
560 円〔本体〕+税 

*9784167169411*

 

アンデスの文化遺産を活かす～考古学者と盗掘者の対話～(フィールドワーク選

書 6) 
関 雄二 著, 印東 道子/ 白川 千尋/ 関 雄二 編 
臨川書店 
盗掘者らの多様な価値観に触れ、遺跡を守る 
日本経済新聞 2014/05/04 

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

*9784653042365*

 

文芸誌編集実記 
寺田 博 著 
河出書房新社 
「文藝」配属。金なく人脈なく、文学愛あるのみ。作家との切り結びから、誌面作りの

苦労話まで。名物編集者による肉声の文学史。 
日本経済新聞 2014/05/04 

2014:04. / 211p 
978-4-309-02285-7 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784309022857*
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わたしの三面鏡(ちくま文庫 さ 30-3) 
沢村 貞子 著 
筑摩書房 
七〇歳を越えた「脇役女優」が日々の暮らしと、一喜一憂する心を綴ったエッセイ

集。気丈に、しかし心おだやかに生きる明治女の矜持。 
日本経済新聞 2014/05/04 

2014:04. / 222p 
978-4-480-43159-2 
680 円〔本体〕+税 

*9784480431592*

 

戦争はどう記憶されるのか～日中両国の共鳴と相剋～ 
伊香 俊哉 著 
柏書房 
いまも繰り返し問題となる日中両国の歴史認識のズレは、なぜ生じたのか? 現地調

査の成果を踏まえ、日中戦争被害者の記憶と加害者の責任をつなぐ方策を考え

る。 
日本経済新聞 2014/05/04 

2014:02. / 380p 
978-4-7601-4340-5 
3,700 円〔本体〕+税 

*9784760143405*

 

ケインズの闘い～哲学・政治・経済学・芸術～  
ジル・ドスタレール/ 鍋島 直樹/ 小峯 敦/ 山田 鋭夫 著 
藤原書店 
ケインズの生きた全体像に迫った包括的評伝。単なる業績の羅列ではなく、同時代

の哲学・政治・経済学・芸術の文脈のなかで、支配的潮流といかに格闘したかを描

く。 
日本経済新聞 2014/05/04 

2008:09. / ６９９ｐ 
978-4-89434-645-1 
5,600 円〔本体〕+税 

*9784894346451*

 

ケインズ説得論集  
Ｊ．Ｍ．ケインズ/ 山岡 洋一 著 
日本経済新聞出版社 
デフレについて論じたケインズの著作「説得論集」のなかから、インフレとデフレ、そ

して１９３６年の「雇用、利子、通貨の一般理論」につながる論文を取捨選択して収

録。 
日本経済新聞 2014/05/04 

2010:04. / ２６４ｐ 
978-4-532-35411-4 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784532354114*

 

技術を武器にする経営～日本企業に必要な MOT とは何か～ 
伊丹 敬之/ 宮永 博史 著 
日本経済新聞出版社 
技術経営に興味のある人すべてを対象にした、入門的な解説書。ビジネスチャンス

をつぶす「技術の神話」を退治し、イノベーションを実現するための戦略・組織運

営・技術者の活かし方を解明する。 
日本経済新聞 2014/05/04 

2014:04. / 12p,237p 
978-4-532-31925-0 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784532319250*

 

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。 
日本経済新聞 2014/05/04 

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

*9784757160590*
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犬に堕ちても 
ヘレ・ヘレ/ 渡辺 洋美 著 
筑摩書房 
42 歳、女は日常から逃げ出すように旅に出た。スーツケースだけを持って。辿りつ

いたのは海辺の田舎町。北欧デンマークの日常、屈託のない人々のやさしさの中

で、孤独な女の心は次第に紐解かれていく。 
日本経済新聞 2014/05/04 

2014:03. / 220p 
978-4-480-83208-5 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784480832085*

 

日本政治ひざ打ち問答(日経プレミアシリーズ 243) 
御厨 貴/ 芹川 洋一 著 
日本経済新聞出版社 
安倍政権の中間評価、民主党の失敗の教訓、政党政治の真髄など、オーラルヒスト

リーの第一人者である政治学者と豊富な取材経験を持つ新聞記者が、真剣・辛辣

に、時にユーモアを交えて本音で繰り広げる政治対談。 
日本経済新聞 2014/05/04 

2014:04. / 228p 
978-4-532-26243-3 
850 円〔本体〕+税 

*9784532262433*

 

談志が遺した落語論 
立川 談志 著 
インプレスコミュニケーションズ 
落語への思い、知識、アイデア、そして決してひとつにまとまらない物事の考え方

…。立川談志が晩年の 10 年間に書いた未発表の原稿や、編集者を相手に語り下

ろした音源、大量のメモ書きなどをまとめる。本体表紙に写真あり。 
日本経済新聞 2014/05/04 

2014:04. / 213p 
978-4-8443-7624-8 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784844376248*

 

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。 
日本経済新聞 2014/05/04 

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

*9784087207361*

 

開放型組織をつくるマネジメント～感度の高い組織にだけ見える価値の変化とは

なにか～ 
日本能率協会 KAIKA プロジェクト室 著 
実業之日本社 
変化する社会や市場に対応できる次世代組織のあり方とは。社会の変化を捉える

「感度」を持ち、社会課題の解決に資する事業を進めることで、社会性と事業性の

両面を持ちながら存続・継続していく「KAIKA 経営」を紹介する。 
日本経済新聞 2014/05/04 

2014:04. / 207p 
978-4-408-41188-0 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784408411880*

 

日本・アメリカ・中国～錯綜するトライアングル～(現代日本の政治と外交 5) 
猪口 孝/ G.ジョン・アイケンベリー 編 
原書房 
日米中それぞれの複雑な関係と歴史と現状をふまえ、3 国を代表する 10 人の専門

家が東アジアの発展の可能性と危機的様相を徹底分析。「冷戦後の日本の外交路

線」「中国の対米方針と国内的背景」などの論考を収録する。 
日本経済新聞 2014/05/04 

2014:03. / 6p,301p,6p 
978-4-562-04962-2 
4,800 円〔本体〕+税 

*9784562049622*
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異貌の古事記～あたらしい神話が生まれるとき～ 
斎藤 英喜 著 
青土社 
本居宣長に始まり、彼からバトンタッチされた平田篤胤、ラフカディオ・ハーン、そし

て折口信夫へと続く神話創造の系譜をたどり、近代における「古事記」受容の歴史

を考察する。 
日本経済新聞 2014/05/04 

2014:04. / 271p,3p 
978-4-7917-6749-6 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784791767496*

 

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。 
日本経済新聞 2014/05/04 

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

*9784757160583*

 

身の丈の経済論～ガンディー思想とその系譜～(サピエンティア 35) 
石井 一也 著 
法政大学出版局 
ガンディーの経済思想の意味内容と、インドおよびグローバル社会におけるその現

代的意義を再検討。人間と人間、人間と自然との自立共生的な関係を追求したガ

ンディーの思想と実践を軸に、持続可能な社会への転換を探る。 
日本経済新聞 2014/05/04、朝日新聞 2014/05/18 

2014:03. / 6p,342p 
978-4-588-60335-8 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784588603358*

 

病から詩がうまれる～看取り医がみた幸せと悲哀～(朝日選書 918) 
大井 玄 著 
朝日新聞出版 
医学の進歩だけでは、老・病・死の苦しみは救えない。認知症の老人をやさしくみ

つめる高校生、脊椎カリエスの正岡子規、麻酔科医の外須美夫…。著者が終末期

医療でみた人生の真実を詩歌と結ぶ 32 のエッセイを収録。 
日本経済新聞 2014/05/04、読売新聞 2014/05/11、朝日新聞 2014/05/25 

2014:04. / 213p 
978-4-02-263018-6 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784022630186*

 

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。 
日本経済新聞 2014/05/04、読売新聞 2014/05/25 

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

*9784062188562*

 

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！ 
日本経済新聞 2014/05/04、毎日新聞 2014/05/04、朝日新聞 2014/05/18 

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

*9784103082071*
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神々の国の首都(講談社学術文庫)  
ラフカディオ・ハ－ン/ 平川祐弘 著 
講談社 
日本経済新聞 2014/05/11 

1990:11. / ３９６ｐ 
978-4-06-158948-3 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784061589483*

 

ケルトを巡る旅～神話と伝説の地～(講談社＋α 文庫)  
河合 隼雄 著 
講談社 
日本経済新聞 2014/05/11 

2010:07. / ２２８ｐ 
978-4-06-281376-1 
710 円〔本体〕+税 

*9784062813761*

 

エネルギーとコストのからくり(平凡社新書 727) 
大久保 泰邦 著 
平凡社 
コストから見えてくる、エネルギーの真相 
日本経済新聞 2014/05/11 

2014:04. / 198p 
978-4-582-85727-6 
760 円〔本体〕+税 

*9784582857276*

 

真実を見抜く分析力～ビジネスエリートは知っているデータ活用の基礎知識～
(Harvard Business Review Press) 
トーマス・H.ダベンポート/ キム ジノ/ 河本 薫/ 古川 奈々子 著 
日経ＢＰ社 
的確な意思決定につながるデータ分析のための考え方、データ分析専門家との仕

事の進め方を、幅広い多数の実例を交えて解説する。 
日本経済新聞 2014/05/11 

2014:04. / 325p 
978-4-8222-5005-8 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784822250058*

 

人類進化 700 万年の物語～私たちだけがなぜ生き残れたのか～ 
チップ・ウォルター/ 長野 敬/ 赤松 眞紀 著 
青土社 
アウストラロピテクスからホモサピエンスにいたるまで、27 種もの人類が存在してい

た。人類の足跡に新たな光を当てる驚きの進化史。 
日本経済新聞 2014/05/11 

2014:04. / 282p,24p 
図版 16p 
978-4-7917-6773-1 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784791767731*

 

満願 
米澤 穂信 著 
新潮社 
人を殺め、静かに刑期を終えた妻の本当の動機とは――。表題作はじめ、日常の

謎の名手が、人生の岐路に起きる切ない謎を描く。待望のミステリ短編集。 
日本経済新聞 2014/05/11 

2014:03. / 330p 
978-4-10-301474-4 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784103014744*

 

いにしえから架かる虹～時と装いのフーガ～ 
武田 佐知子 著 
同時代社 
“古代”から連なる“今”を虹でつなぐ-。服装史・女性史を専門とする著者が、衣服を

テーマとして、衣装を軸に時を辿りながら、古代からの歴史を見とおす。 
日本経済新聞 2014/05/11 

2014:03. / 245p 
978-4-88683-760-8 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784886837608*
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魂をゆさぶる歌に出会う～アメリカ黒人文化のルーツへ～(岩波ジュニア新書 
766) 
ウェルズ恵子 著 
岩波書店 
ゴスペルソング、ブルーズ、ヒップホップ…。アメリカ黒人につながる文化は、なぜ私

たちを惹きつけるのか。そのルーツへさかのぼり、彼らの伝えた歌や物語を読み解

く。 
日本経済新聞 2014/05/11 

2014:02. / 16p,200p,6p
978-4-00-500766-0 
820 円〔本体〕+税 

*9784005007660*

 

『枕草子』の歴史学～春は曙の謎を解く～(朝日選書 916) 
五味 文彦 著 
朝日新聞出版 
時代の制約を受けず、自然の背景に人間を見、人間の営みから自然を感じていた

清少納言。「春は曙」はどういう情景を描いたものか? 道長との関係は? 「枕草子」

を歴史学の手法で読み解く。 
日本経済新聞 2014/05/11 

2014:04. / 277p,3p 
978-4-02-263016-2 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784022630162*

 

世界から猫が消えたなら  221p 2012 
川村 元気 著 
マガジンハウス 
「この世界からひとつだけ何かを消す。その代わりにあなたは 1 日の命を得ることが

できる」 余命あとわずかな 30 歳の郵便配達員は、陽気な悪魔からささやかれ…。

LINE の連載小説を書籍化。 
日本経済新聞 2014/05/11 

2012:10. / 221p 
978-4-8387-2502-1 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784838725021*

 

インタヴューズ<1> マルクスからトルストイまで(文春学藝ライブラリー) 
新庄 哲夫 著, クリストファー・シルヴェスター 編 
文藝春秋 
20 世紀のパイオニアたちが世界に向けて発した名言の数々を読み解くと、時代を

覆っていた空気が見えてくる。1 は、マルクス、エディソン、ビスマルク、トルストイな

ど、29 人の証言を収録する。 
日本経済新聞 2014/05/11 

2014:04. / 479p 
978-4-16-813014-4 
1,690 円〔本体〕+税 

*9784168130144*

 

宝塚百年を越えて～植田紳爾に聞く～ 
植田 紳爾/ 川崎 賢子 著 
国書刊行会 
〈宝塚〉の歴史を変えた名作『ベルサイユのばら』『風と共に去りぬ』の演出家・植田

紳爾が、自身の演劇人としての人生と宝塚歌劇団 100 年の歴史を語る。聞き手は

宝塚評論家として定評のある川崎賢子。 
日本経済新聞 2014/05/11 

2014:03. / 390p 
978-4-336-05786-0 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784336057860*

 

インタヴューズ<2> ヒトラーからヘミングウェイまで(文春学藝ライブラリー) 
新庄 哲夫 著, クリストファー・シルヴェスター 編 
文藝春秋 
20 世紀のパイオニアたちが世界に向けて発した名言の数々を読み解くと、時代を

覆っていた空気が見えてくる。2 は、グレタ・ガルボ、フロイト、ヒトラー、ピカソ、ヒチコ

ックなど、35 人の証言を収録する。 
日本経済新聞 2014/05/11 

2014:04. / 449p 
978-4-16-813015-1 
1,690 円〔本体〕+税 

*9784168130151*
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金利を読む(日経文庫 1305) 
滝田 洋一 著 
日本経済新聞出版社 
「ゼロ金利」の先に何が待っているのか? そもそも金利とは何なのか? 日本の財政

破綻は避けられるのか? 小説や漫画、ドラマのエピソードも交えながら、経済を動か

す影の主役「金利」を解説した入門書。 
日本経済新聞 2014/05/11 

2014:04. / 213p 
978-4-532-11305-6 
860 円〔本体〕+税 

*9784532113056*

 

「国家」の復権～アメリカ後の世界の見取り図～  
ユベール・ヴェドリーヌ/ 橘 明美 著 
草思社 
民主主義、国連、世界市民…。「美しい理想」が人類を不幸にする！ 国際政治の

裏も表も知り尽くす著者が、リアルな現実認識にもとづく２１世紀世界を構想。「歴史

の復讐」を乗り越えるための世界情勢ナビ。 
日本経済新聞 2014/05/11 

2009:08. / １９７ｐ 
978-4-7942-1720-2 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784794217202*

 

ロシア近代化の政治経済学 
溝端 佐登史/ 日本国際問題研究所 著 
文理閣 
現代ロシアの社会・政治・経済状況を多角的にとらえ、近代化政策の中身、その背

景とそれに関わる条件に焦点をあてて、近代化がロシアの経済(産業)構造、とりわ

けエネルギー・環境面に及ぼす影響を検討する。 
日本経済新聞 2014/05/11 

2013:04. / 9p,284p 
978-4-89259-699-5 
2,700 円〔本体〕+税 

*9784892596995*

 

メドベージェフ vs プーチン～ロシアの近代化は可能か～ 
木村 汎 著 
藤原書店 
ロシア研究の第一人者による 新のロシア論！メドベージェフが大統領時代に提

唱した「近代化」路線を継続せざるをえないプーチン。メドベージェフとプーチンを

切り離し、ロシアの今後の変貌を大胆に見返した労作。 
日本経済新聞 2014/05/11 

2012:12. / 517p 
978-4-89434-891-2 
6,500 円〔本体〕+税 

*9784894348912*

 

小学 4 年生の世界平和 
ジョン・ハンター/ 伊藤 真 著 
KADOKAWA 
アメリカで話題の「世界平和を目指す」というゲーム形式の授業――子どもたちは首

相や大臣といった役割を与えられ、互いに交渉のなかで世界平和という勝利を目

指す。ゲームの考案者であり教師である著者が今、語る。 
日本経済新聞 2014/05/11 

2014:03. / 399p 
978-4-04-110737-9 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784041107379*

 

国家の崩壊～新リベラル帝国主義と世界秩序～  
ロバート・クーパー/ 北沢 格 著 
日本経済新聞出版社 
「新リベラル帝国主義」とは、どんな思想で、世界の国々をどのように色分けするもの

なのか。この思想の提唱者が、２１世紀の世界秩序を構築するための現実的な方策

を、数多くの史実と鋭い政治的洞察を織り交ぜながら説く。 
日本経済新聞 2014/05/11 

2008:07. / ２４５ｐ 
978-4-532-35315-5 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784532353155*
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なぜ貧しい国はなくならないのか～正しい開発戦略を考える～ 
大塚 啓二郎 著 
日本経済新聞出版社 
途上国が離陸できないのは、処方箋が間違っているからだ! シカゴ流の経済理論

と豊富な現場経験に基づき、脱貧困の経済戦略を明かす。経済学はともかくも「開

発経済学」については知りたいと思っている人のための入門書。 
日本経済新聞 2014/05/11 

2014:03. / 271p 
978-4-532-35597-5 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784532355975*

 

転成する歴史家たちの軌跡～網野善彦、安丸良夫、二宮宏之、そして私～ 
喜安 朗 著 
せりか書房 
歴史認識のパラダイムを転換させた 3 人の歴史家たち-網野善彦、安丸良夫、二宮

宏之の思索の跡をたどり、そこに新たな歴史認識に向かうどのような構想力が作動

していたかを明らかにする。著者自身の研究の軌跡も詳述する。 
日本経済新聞 2014/05/11 

2014:05. / 348p 
978-4-7967-0332-1 
3,400 円〔本体〕+税 

*9784796703321*

 

科学の罠～美と快楽と誘惑～ 
長谷川 英祐 著 
青志社 
スープはなぜ腐るのか、イヌはなぜ犬なのか、ヒトはなぜ人なのか…。科学の眼で

見ると、世界はこんなに面白い! 進化生物学者による、知の熱き冒険と思考。自ら

が今まで「科学」というものについて考えてきたことを述べる。 
日本経済新聞 2014/05/11 

2014:04. / 245p 
978-4-905042-84-6 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784905042846*

 

闘う公認会計士～アメリカにおける 150 年の軌跡～ 
千代田 邦夫 著 
中央経済社 
アメリカの 150 年の「闘い」の歴史に学ぶ、公認会計士監査制度のあるべき姿。わ

が国の制度の範となったアメリカにおいて、公認会計士が職域を開拓し会計プロフ

ェッショナルとして認められるためにいかに闘ってきたかを描く。 
日本経済新聞 2014/05/11 

2014:03. / 1p,6p,299p 
978-4-502-09050-9 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784502090509*

 

ロシア新戦略～ユーラシアの大変動を読み解く～ 
ドミートリー・トレーニン/ 河東 哲夫/ 湯浅 剛/ 小泉 悠 著 
作品社 
21 世紀ロシアのフロントは、極東にある-。ロシアを代表する専門家が、エネルギー

資源の攻防、ロシア・中国・米国によるユーラシアの覇権を賭けた“グレートゲー

ム”、旧ソ連諸国の内情、日本との関係などについてまとめる。 
日本経済新聞 2014/05/11 

2012:03. / 433p 
978-4-86182-379-4 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784861823794*

 

サイバーセキュリティ 
サイバーセキュリティと経営戦略研究会 編 
ＮＴＴ出版 
サイバーセキュリティについて多面的な整理を試みた解説書。技術的な視点にとど

まらず、「サイバー攻撃の実態」「政府の政策」「経営におけるサイバーリスク管理」

「法の現状」など様々な観点から述べ、豊富な知見を提示する。 
日本経済新聞 2014/05/11 

2014:02. / 8p,315p 
978-4-7571-0345-0 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784757103450*
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科学と仮説 改版(岩波文庫)  
アンリ・ポアンカレ/ 河野伊三郎 著 
岩波書店 
日本経済新聞 2014/05/18 

1983:11. / ２８８ｐ 
978-4-00-339021-4 
700 円〔本体〕+税 

*9784003390214*

 

オリガ・モリソヴナの反語法(集英社文庫)  
米原 万里 著 
集英社 
日本経済新聞 2014/05/18 

2005:10. / ５３１ｐ 
978-4-08-747875-4 
750 円〔本体〕+税 

*9784087478754*

 

海辺のカフカ<上>(新潮文庫)  
村上 春樹 著 
新潮社 
日本経済新聞 2014/05/18 

2005:03. / ４８６ｐ 
978-4-10-100154-8 
710 円〔本体〕+税 

*9784101001548*

 

海辺のカフカ<下>(新潮文庫)  
村上 春樹 著 
新潮社 
日本経済新聞 2014/05/18 

2005:03. / ５２８ｐ 
978-4-10-100155-5 
750 円〔本体〕+税 

*9784101001555*

 

統計学を拓いた異才たち～経験則から科学へ進展した一世紀～(日経ビジネス人

文庫)  
デイヴィッド・サルツブルグ/ 竹内 惠行/ 熊谷 悦生 著 
日本経済新聞出版社 
日本経済新聞 2014/05/18 

2010:04. / ５０４ｐ 
978-4-532-19539-7 
1,143 円〔本体〕+税 

*9784532195397*

 

中国が世界をリードするとき～西洋世界の終焉と新たなグローバル秩序の始まり

～<上> 
マーティン・ジェイクス/ 松下 幸子 著 
ＮＴＴ出版 
21 世紀の世界秩序 
日本経済新聞 2014/05/18 

2014:03. / 395p,65p 
978-4-7571-4289-3 
3,400 円〔本体〕+税 

*9784757142893*

 

中国が世界をリードするとき～西洋世界の終焉と新たなグローバル秩序の始まり

～<下> 
マーティン・ジェイクス/ 松下 幸子 著 
ＮＴＴ出版 
21 世紀の世界秩序 
日本経済新聞 2014/05/18 

2014:03. / 344p,136p 
978-4-7571-4290-9 
3,400 円〔本体〕+税 

*9784757142909*
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アメリカ医療制度の政治史～20 世紀の経験とオバマケア～(南山大学学術叢書) 
山岸 敬和 著 
名古屋大学出版会 
なぜ国民皆保険が難しいのか。オバマの挑戦 
日本経済新聞 2014/05/18 

2014:04. / 4p,317p,52p
978-4-8158-0769-6 
4,500 円〔本体〕+税 

*9784815807696*

 

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 
日本経済新聞 2014/05/18 

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

*9784886216656*

 

ドイツ中興の祖ゲアハルト・シュレーダー 
熊谷 徹 著 
日経ＢＰ社 
本書は、ユーロ危機に揺れ続けるヨーロッパの中で独り絶好調のドイツの秘密を解

き明かす。 
日本経済新聞 2014/05/18 

2014:04. / 272p 
978-4-8222-5008-9 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784822250089*

 

盆栽の誕生 
依田 徹 著 
大修館書店 
世界にも愛好家が増えてきつつある｢盆栽｣について、その歴史をひもとき、成り立

ちをわかりやすく紹介。図版多数。 
日本経済新聞 2014/05/18 

2014:05. / 12p,177p 
978-4-469-22236-4 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784469222364*

 

大栗先生の超弦理論入門～九次元世界にあった究極の理論～(ブルーバックス 
B-1827) 
大栗 博司 著 
講談社 
「空間は９次元」が当たり前に思えたあと「空間は幻想」と気づかされる、世界観が揺

さぶられる究極の理論の もわかりやすい入門書！ 
日本経済新聞 2014/05/18 

2013:08. / 286p 
978-4-06-257827-1 
980 円〔本体〕+税 

*9784062578271*

 

人に強くなる極意(青春新書 INTELLIGENCE PI-409) 
佐藤 優 著 
青春出版社 
外国の要人、日本国首相、特捜検察などに対してギリギリの交渉力を発揮してきた

著者が、現代を“図太く”生き残るための処世術する。 
日本経済新聞 2014/05/18 

2013:10. / 212p 
978-4-413-04409-7 
838 円〔本体〕+税 

*9784413044097*

 

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。 
日本経済新聞 2014/05/18 

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

*9784093883658*
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歴史家が見る現代世界(講談社現代新書 2257) 
入江 昭 著 
講談社 
現代とは何か。世界の歴史はいつから「現代」に入ったのか。現代と近代は何が違

うのか。歴史学の泰斗が歴史のとらえ方と今を考えるためのヒントを平易に語る。 
日本経済新聞 2014/05/18 

2014:04. / 238p 
978-4-06-288257-6 
800 円〔本体〕+税 

*9784062882576*

 

人生と運命<３> 
ワシーリー・グロスマン 著 
みすず書房 
スターリングラード攻防戦を舞台に、物理学者一家をめぐって展開する叙事詩的歴

史小説。死闘が決した人間と欧州の運命、凄惨な独裁体制下の生と愛を描く。完結

編。 
日本経済新聞 2014/05/18 

2012:03. / 434p 
978-4-622-07658-2 
4,500 円〔本体〕+税 

*9784622076582*

 

他者の苦痛へのまなざし  
スーザン・ソンタグ/ 北条 文緒 著 
みすず書房 
写真は戦争やテロに対して抑止効果を持つのか？ 古くは南北戦争、ナチの強制

収容所、そして２００１年９月１１日のテロまでを検証。戦争とメディアへの鋭い挑戦

＝映像論。 
日本経済新聞 2014/05/18 

2003:07. / １５５ｐ 
978-4-622-07047-4 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784622070474*

 

「阿房列車」の時代と鉄道(KOTSU ライブラリ 006) 
和田 洋 著 
交通新聞社 
列車に乗るためだけに旅に出るという、元祖乗り鉄・内田百間先生は、こんな列車

や路線に乗っていた! 不朽の名作「阿房列車」の旅を、戦後復興期の鉄道に的を

絞って徹底解説する。 
日本経済新聞 2014/05/18 

2014:05. / 255p 
978-4-330-46314-8 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784330463148*

 

怒濤の関西将棋(角川 one テーマ 21 D-15) 
谷川 浩司 著 
KADOKAWA 
明治末から戦後にかけての関西将棋界の勃興期と興隆期、そして 1950 年代半ば

からの沈静期、再興期を経て、現在に至る激動の歩みをつづる。日本将棋連盟会

長による画期的勝負師論。 
日本経済新聞 2014/05/18 

2014:03. / 223p 
978-4-04-110745-4 
800 円〔本体〕+税 

*9784041107454*

 

人生と運命<１> 
ワシーリー・グロスマン 著 
みすず書房 
スターリングラード攻防戦を舞台に、物理学者一家をめぐって展開する叙事詩的歴

史小説。ナチズムとスターリニズム、絶滅収容所とラーゲリの鏡像関係を見抜き、体

制を支えた心性に迫る。 
日本経済新聞 2014/05/18 

2012:01. / 529p 
978-4-622-07656-8 
4,300 円〔本体〕+税 

*9784622076568*
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人生と運命<２> 
ワシーリー・グロスマン 著 
みすず書房 
スターリングラード攻防戦を舞台に、物理学者一家をめぐって展開する叙事詩的歴

史小説。赤軍記者として解放直後のトレブリンカ収容所を取材した著者が、恐怖と

狂気の独ソ戦の内実を描く。 
日本経済新聞 2014/05/18 

2012:02. / 461p 
978-4-622-07657-5 
4,500 円〔本体〕+税 

*9784622076575*

 

サイレント・ニーズ～ありふれた日常に潜む巨大なビジネスチャンスを探る～ 
ヤン・チップチェイス/ サイモン・スタインハルト/ 福田 篤人 著 
英治出版 
「新しいものの見方」という武器を提供する一冊。人々の行動や慣習を読み解き、思

い込みを見直す方法を紹介するほか、明日の世界で愛される製品やサービスを生

み出すために必要な着想を得る方法を伝える。 
日本経済新聞 2014/05/18 

2014:03. / 265p 
978-4-86276-177-4 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784862761774*

 

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。 
日本経済新聞 2014/05/18 

2014:03. / 444p 
978-4-480-86128-3 
3,600 円〔本体〕+税 

*9784480861283*

 

海うそ 
梨木 香歩 著 
岩波書店 
昭和の初め、人文地理学の研究者、秋野は南九州の遅島へ赴く。彼の心を捉えて

離さないその島。そして地図に残された「海うそ」ということば。50 年後、不思議な縁

に導かれ、秋野は再び島を訪れる…。魂の遍歴の物語。 
日本経済新聞 2014/05/18 

2014:04. / 7p,190p 
978-4-00-022227-3 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784000222273*

 

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。 
日本経済新聞 2014/05/18 

2014:03. / 404p 
978-4-480-86127-6 
3,600 円〔本体〕+税 

*9784480861276*

 

定理が生まれる～天才数学者の思索と生活～ 
セドリック・ヴィラーニ/ 池田 思朗/ 松永 りえ 著 
早川書房 
フランスを代表する数学の伝道師セドリック・ヴィラーニのユニークな告白。数学界

高の栄誉であるフィールズ賞を彼にもたらした新定理の論文が国際誌にアクセプ

トされるまでの経緯を、率直な「数学者の言葉」で表現する。 
日本経済新聞 2014/05/18 

2014:04. / 308p 
978-4-15-209452-0 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784152094520*
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許されざる者(幻冬舎文庫 つ-9-1) 
幻冬舎 
1880 年、北海道の未開の地。「もう誰も殺さない」と誓った元幕府軍の“ひと斬り十

兵衛”のもとを旧友が訪れ、女郎の敵討ちに誘う。苦悩のなか十兵衛は、再び刀を

抜く決意をし…。2013 年 9 月公開映画のノベライズ。 
日本経済新聞 2014/05/18 

2013:06. / 318p 
978-4-344-42028-1 
600 円〔本体〕+税 

*9784344420281*

 

太宰と井伏～ふたつの戦後～  
加藤 典洋 著 
講談社 
２０代での心中未遂事件で行くところまで行った太宰治がなぜ、戦後再び死ぬとこ

ろまで追いつめられねばならなかったのか。だらしない人間として、のうのうと生きる

人の場所から、太宰治、井伏鱒二、三島由紀夫について考える。 
日本経済新聞 2014/05/18 

2007:04. / １９７ｐ 
978-4-06-213940-3 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784062139403*

 

パブリック・ディプロマシー戦略～イメージを競う国家間ゲームにいかに勝利する

か～ 
金子 将史/ 北野 充 著 
ＰＨＰ研究所 
国際世論を味方にできる国が外交を制する! 自国の主張に対する国際社会の理

解を促進するパブリック・ディプロマシー。その戦略を解説し、日本が生き残るため

の方策を提言。2007 年刊「パブリック・ディプロマシー」続編。 
日本経済新聞 2014/05/18 

2014:03. / 361p 
978-4-569-81852-8 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784569818528*

 

天体力学のパイオニアたち～カオスと安定性をめぐる人物史～<上>(シュプリンガ

－数学クラブ) 
フロ－リン・ディアク／フィリップ・ホ－ムズ 著 
丸善出版 
天体力学とは，太陽系内の惑星の運動に代表される，ニュートンの万有引力を及ぼ

し合う物体の運動を論じる学問である．なかでも太陽系の安定性の問題には，数多

くの数学者がエネルギーを費やしてきた．フランスのポアンカレ，ロシアのコルモゴ

ロフ，アーノルド，米国のバーコフ，スメールなど，煌星のごとくである．本書は，カオ

スや安定性の概念が天体力学の問題からいかに発生したかを生身の人間の営み

を通して，生き生きと描いた大河ドラマである． 
日本経済新聞 2014/05/18 

2004:09. / 206p 
978-4-621-06391-0 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784621063910*

 

天体力学のパイオニアたち～カオスと安定性をめぐる人物史～<下>(シュプリンガ

－数学クラブ) 
フロ－リン・ディアク／フィリップ・ホ－ムズ 著 
丸善出版 
天体力学とは，太陽系内の惑星の運動に代表される，ニュートンの万有引力を及ぼ

し合う物体の運動を論じる学問である．なかでも太陽系の安定性の問題には，数多

くの数学者がエネルギーを費やしてきた．フランスのポアンカレ，ロシアのコルモゴ

ロフ，アーノルド，米国のバーコフ，スメールなど，煌星のごとくである．本書は，カオ

スや安定性の概念が天体力学の問題からいかに発生したかを生身の人間の営み

を通して，生き生きと描いた大河ドラマである． 
日本経済新聞 2014/05/18 

2004:09. / 133p 
978-4-621-06395-8 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784621063958*
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父、断章 
辻原 登 著 
新潮社 
怒りに駆られ、息子の胸ぐらをつかむ父。旅先の宿で、ふと姿を消す母…。自伝的

要素の強い表題作を含む、かけがえのない人たちの記憶をめぐる 7 つの物語。『群

像』『文學界』等掲載を単行本化。 
日本経済新聞 2014/05/18、読売新聞 2014/05/25 

2012:06. / 220p 
978-4-10-456305-0 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784104563050*

 

韃靼の馬 
辻原 登 著 
日本経済新聞出版社 
18 世紀、徳川の爛熟期。対朝鮮貿易を取りしきる対馬藩危機存亡のとき、窮余の

一策として浮上したのが、伝説の汗血馬を馬将軍・吉宗に献上しようという策だっ

た。その使命を帯びたのは…。『日本経済新聞』連載を単行本化。 
日本経済新聞 2014/05/18、読売新聞 2014/05/25 

2011:07. / 639p 
978-4-532-17108-7 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784532171087*

 

冬の旅 
辻原 登 著 
集英社 
妻の失踪を皮切りに、緒方隆雄の人生は悪いほうへ悪いほうへと雪崩れる。失職、

病、路上生活、強盗致死…。刑期を終えて緒方は滋賀刑務所を出所し、たった 1
人、この世の果てへと歩き出す…。現代を照射する、哀しみの黙示録。 
日本経済新聞 2014/05/18、読売新聞 2014/05/25 

2013:01. / 357p 
978-4-08-771482-1 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784087714821*

 

寄生虫なき病 
モイセズ・ベラスケス=マノフ/ 赤根 洋子 著 
文藝春秋 
寄生虫、細菌、ウイルスを駆逐した清潔な現代社会。だが寄生者不在は免疫の暴

走を呼び、新たな病を生んだ。自らも自己免疫疾患を患う著者が、あらゆるジャンル

の膨大な研究とインタビューから「寄生者不在の病」の全貌に迫る。 
日本経済新聞 2014/05/18、毎日新聞 2014/05/25 

2014:03. / 463p,44p 
978-4-16-390035-3 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784163900353*

 

「文明論之概略」を読む<上>(岩波新書)  
丸山真男 著 
岩波書店 
日本経済新聞 2014/05/25 

1986:01. / ２７２ｐ 
978-4-00-420325-4 
840 円〔本体〕+税 

*9784004203254*

 

「文明論之概略」を読む<中>(岩波新書)  
丸山真男 著 
岩波書店 
日本経済新聞 2014/05/25 

1986:03. / ２９６ｐ 
978-4-00-420326-1 
900 円〔本体〕+税 

*9784004203261*
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「文明論之概略」を読む<下>(岩波新書)  
丸山真男 著 
岩波書店 
日本経済新聞 2014/05/25 

1986:11. / ３３５ｐ 
978-4-00-420327-8 
860 円〔本体〕+税 

*9784004203278*

 

日本文明と近代西洋～「鎖国」再考～(ＮＨＫブックス)  
川勝平太 著 
ＮＨＫ出版 
日本経済新聞 2014/05/25 

1991:06. / ２６６ｐ 
978-4-14-001627-5 
1,020 円〔本体〕+税 

*9784140016275*

 

魅力ある地域を興す女性たち(JA 総研研究叢書 10) 
小川 理恵 著 
農山漁村文化協会 
新しい農村社会を創る女性群像 
日本経済新聞 2014/05/25 

2014:03. / 210p 
978-4-540-13132-5 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784540131325*

 

観察の記録六〇年～秘蔵写真が語る自然のふしぎ～ 
矢島 稔 著 
平凡社 
初公開の秘蔵写真で明かす観察人生の面白さ 
日本経済新聞 2014/05/25 

2014:04. / 166p 
978-4-582-52734-6 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784582527346*

 

戦国大名と読書 
小和田 哲男 著 
柏書房 
『論語』から『源氏物語』まで、戦国大名たらしめた読書と人格形成のあり方に迫る、

本と人の親密な関係。 
日本経済新聞 2014/05/25 

2014:01. / 239p 
978-4-7601-4338-2 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784760143382*

 

道徳感情論(NIKKEI BP CLASSICS) 
アダム・スミス/ 村井 章子/ 北川 知子 著 
日経ＢＰ社 
日経 BP クラシックスの 20 冊目の節目となる経済学の古典中の古典の新訳。ペー

ジ数はシリーズ 大の 752 ページ。 
日本経済新聞 2014/05/25 

2014:04. / 754p 
978-4-8222-5000-3 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784822250003*

 

眠りと体内時計を科学する 
大塚 邦明 著 
春秋社 
時間医学の第一人者が睡眠と関係の深い体内時計について解説。不眠に悩む人

から眠りの奥深い世界を覗きたい人まで徹底的に楽しめる。 
日本経済新聞 2014/05/25 

2014:04. / 189p 
978-4-393-71400-3 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784393714003*
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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。 
日本経済新聞 2014/05/25 

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

*9784480431486*

 

ソーシャルマシン～M2M から IoT へ つながりが生む新ビジネス～(角川 EPUB
選書 008) 
ピーター・センメルハック/ 小林 啓倫 著 
KADOKAWA 
これからは「ソーシャルなモノ」が価値を持つ! 「モノのインターネット」革命で利益を

得る方法を紹介。ナイキ、フォード、P&G が取り組む製品デザインとビジネスモデル

も具体的に解説する。 
日本経済新聞 2014/05/25 

2014:04. / 270p 
978-4-04-080008-0 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784040800080*

 

太陽の棘 
原田 マハ 著 
文藝春秋 
終戦直後の沖縄。ひとりの青年米軍医が迷い込んだのは、光に満ちた若き画家た

ちの「美術の楽園」だった。奇跡の邂逅がもたらす、2 枚の肖像画を巡る感動の物

語。『別册文藝春秋』連載を単行本化。 
日本経済新聞 2014/05/25 

2014:04. / 238p 
978-4-16-390053-7 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784163900537*

 

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。 
日本経済新聞 2014/05/25 

2014:03. / 436p 
978-4-89434-962-9 
3,600 円〔本体〕+税 

*9784894349629*

 

日本の歴史<９> 「鎖国」という外交  
小学館 
新資料・新視点・新解釈で歴史を読み解き、日本の未来を切り拓く。９巻は「鎖国」と

いわれてきた近世日本の外交の実態が、はたしてほんとうに「鎖国」という名に相当

するものだったのかどうかを検証する。 
日本経済新聞 2014/05/25 

2008:08. / ３４８ｐ 
978-4-09-622109-9 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784096221099*

 

海洋国家日本の構想(中公クラシックス)  
高坂 正尭 著 
中央公論新社 
西洋でも東洋でもなく、資源に恵まれない日本ゆえ「通商国民」として大きな利点を

持つ。エリートの情熱と国民の直感が紡ぐ、通商国家・日本の拓くべき未来とは。海

洋国家日本形成の可能性を説く著者の初期論文集。 
日本経済新聞 2014/05/25 

2008:01. / ２５９ｐ 
978-4-12-160101-8 
1,550 円〔本体〕+税 

*9784121601018*
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フランス紀行 
ブノワ・デュトゥルトル/ 西永 良成 著 
早川書房 
アメリカの俗悪さに心底うんざりしたデイヴィッドは、憧れの国・フランスへと旅立つこ

とを決意する。パリに着いたデイヴィッドの旅路はやがて、月刊誌の副編集長を務

める冴えない中年男の人生と運命的に交差し…。 
日本経済新聞 2014/05/25 

2014:04. / 251p 
978-4-15-209453-7 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784152094537*

 

これからの経営は「南」から学べ～新興国の爆発的成長が生んだ新常識～ 
ラム・チャラン/ 上原 裕美子 著 
日本経済新聞出版社 
中国、シンガポール、インドなど南側の企業により新たに書き換えられた競争ルー

ル。これから北側である先進諸国の企業に必要な戦略・組織構造・リーダーのスキ

ルとは何か。世界で勝ち残るためのノウハウを披露する。 
日本経済新聞 2014/05/25 

2014:04. / 269p 
978-4-532-31934-2 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784532319342*

 

蒐集道楽～わが絵蒐めの道～ 
窪島 誠一郎 著 
アーツアンドクラフツ 
絵と借金と美術館と-。村山槐多、関根正二、松本竣介など近現代の画家たちのコ

レクションをはじめ、戦没画学生の絵までを蒐集し、信濃デッサン館、無言館を建

築・収蔵・経営する著者が、満身創痍の蒐集来歴を綴る。 
日本経済新聞 2014/05/25 

2014:04. / 252p 
978-4-901592-97-0 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784901592970*

 

万葉びとの宴(講談社現代新書 2258) 
上野 誠 著 
講談社 
主人と客はお互いを気遣って称え合う、途中で抜ける時はマナー違反につき下手

に出る-。万葉時代の「宴」「宴会」に焦点を当て、当時の宴会芸など、いまも昔も変

わらない酒席での人々の様子を、万葉学者が解き明かす。 
日本経済新聞 2014/05/25 

2014:04. / 246p 
978-4-06-288258-3 
800 円〔本体〕+税 

*9784062882583*

 

歴史のなかの江戸時代 
速水 融 編 
藤原書店 
「江戸=近世」はプレ・モダン(前近代)か、アーリー・モダン(初期近代)か? 「江戸時

代=封建社会」という従来の江戸時代像を全面的に塗り替えた 30 年前の画期的座

談集に、新たに磯田道史らとの座談を大幅に増補。 
日本経済新聞 2014/05/25 

2011:03. / 430p 
978-4-89434-790-8 
3,600 円〔本体〕+税 

*9784894347908*

 

エラスムス～人文主義の王者～(岩波現代全書 032) 
沓掛 良彦 著 
岩波書店 
「痴愚神礼讃」をはじめ膨大な作品を遺し、古典学者や平和主義者など日本ではあ

まり知られていないさまざまな姿を持った<普遍的文人>エラスムス。16 世紀ヨーロッ

パの知的世界に君臨した彼の全貌に迫る、本格的概説書。 
日本経済新聞 2014/05/25 

2014:05. / 13p,235p 
978-4-00-029132-3 
2,100 円〔本体〕+税 

*9784000291323*
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京都から大学を変える(祥伝社新書 362) 
松本 紘 著 
祥伝社 
日本の大学教育の質は、低下の一途をたどっている。「世界で戦える大学」を作る

ためには、何を変えなければならないか。次々と改革を実行する京都大学の第 25
代総長が、改革の全貌と、これから求められる人材の条件を語る。 
日本経済新聞 2014/05/25 

2014:04. / 274p 
978-4-396-11362-9 
820 円〔本体〕+税 

*9784396113629*

 

チャイナズ・スーパーバンク～中国を動かす謎の巨大銀行～ 
ヘンリー・サンダースン/ マイケル・フォーサイス/ 築地 正登 著 
原書房 
中国経済の心臓でありながら謎の存在だった世界 大の政策銀行・中国開発銀

行。すさまじい資金調達、大胆な海外投資、国の将来を左右する新産業計画…国

家戦略を如実に反映する巨大銀行の全貌を世界各地の取材もまじえて描く！ 
日本経済新聞 2014/05/25 

2014:03. / 313p 
978-4-562-05059-8 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784562050598*

 

アフリカ系アメリカ人という困難～奴隷解放後の黒人知識人と「人種」～ 
大森 一輝 著 
彩流社 
アメリカ黒人は何からの解放を目指してきたのか? 「黒人であること」の屈辱と誇り、

苦悩と喜び、絶望と祈りが、「アメリカ黒人」を新たな民族に鍛え上げた。その諸相を

8 人の知識人の生き方で読み解く。 
日本経済新聞 2014/05/25 

2014:03. / 202p,25p 
978-4-7791-1991-0 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784779119910*

 

Ｆ～落第生～(角川文庫)  
鷺沢 萠 著 
角川書店 
毎日新聞 2014/05/04 

1998:02. / ２０４ｐ 
978-4-04-185304-7 
440 円〔本体〕+税 

*9784041853047*

 

地雷を踏んだらサヨウナラ(講談社文庫)  
一ノ瀬 泰造 著 
講談社 
毎日新聞 2014/05/04 

1985:03. / ３２４ｐ 
978-4-06-183434-7 
695 円〔本体〕+税 

*9784061834347*

 

エロ事師たち 改版(新潮文庫)  
野坂 昭如 著 
新潮社 
毎日新聞 2014/05/04 

2001:08. / ２５８ｐ 
978-4-10-111201-5 
490 円〔本体〕+税 

*9784101112015*

 

エロチック街道(新潮文庫)  
筒井 康隆 著 
新潮社 
毎日新聞 2014/05/04 

1984:10. / ２９４ｐ 
978-4-10-117117-3 
320 円〔本体〕+税 

*9784101171173*
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天才バカボン<１>(竹書房文庫)  
赤塚不二夫 著 
竹書房 
毎日新聞 2014/05/04 

1994:06. / ２６５ｐ 
978-4-88475-293-4 
563 円〔本体〕+税 

*9784884752934*

 

日本の企業統治と雇用制度のゆくえ～ハイブリッド組織の可能性～ 
宮本 光晴 著 
ナカニシヤ出版 
日本の企業システムはどこに向かうのか 
毎日新聞 2014/05/04 

2014:03. / 268p 
978-4-7795-0824-0 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784779508240*

 

秘密<下> 
ケイト・モートン/ 青木 純子 著 
東京創元社 
裕福な老婦人の屋敷でメイドをしていた母は、向かいの屋敷に住む作家の妻に憧

れていた。母には結婚を約束した男がいたが、運命は急転回し…。母の過去には

いったい何が隠されているのか。 
毎日新聞 2014/05/04 

2013:12. / 332p 
978-4-488-01009-6 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784488010096*

 

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。 
毎日新聞 2014/05/04 

2014:04. / 307p 
978-4-06-218774-9 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784062187749*

 

私の女性詩人ノート 
たかとう 匡子 著 
思潮社 
それぞれの時代にあって、葛藤のなかで紡がれてきた詩のことば。与謝野晶子から

新井豊美まで、近現代詩に確かな水脈を拓いた 14 人の女性詩人たちの表現を、

実作者として一女性の視点から見つめ直す。 
毎日新聞 2014/05/04 

2014:04. / 237p 
978-4-7837-1691-4 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784783716914*

 

内田義彦の世界～生命・芸術そして学問～ 
藤原書店集部 編 
藤原書店 
戦後日本を代表する経済学者、内田義彦。学問は一人一人が「生きる」こととつな

がる、と砦に閉じこもる学界を解放した稀有な思想家でもある彼の全体像と現代性

に迫る。内田義彦が残した文章なども収録。 
毎日新聞 2014/05/04 

2014:03. / 332p 
978-4-89434-959-9 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784894349599*
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イビチャ・オシム日本サッカーに告ぐ<2014>(Sports Graphic Number PLUS) 
文藝春秋 
元サッカー日本代表監督イビチャ・オシムによるザックジャパン定点観測記、日本サ

ッカーへの直言などを収録する。オシム語録 88 の教えも掲載。『Number』連載、メ

ールマガジン『オシム問答』ほかを再編集。 
毎日新聞 2014/05/04 

2014:05. / 130p 
978-4-16-008194-9 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784160081949*

 

秘密<上> 
ケイト・モートン/ 青木 純子 著 
東京創元社 
国民的女優ローレルは、死期の近づいた母の秘密をさぐりはじめる。50 年前、母は

なぜあの男を殺してしまったのだろう? 彼と母のあいだに何があったのか? 母の本

に残された署名・ヴィヴィアンとは誰の名なのか? 
毎日新聞 2014/05/04 

2013:12. / 330p 
978-4-488-01008-9 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784488010089*

 

サイゴンから来た妻と娘(小学館文庫 こ 27-1) 
近藤 紘一 著 
小学館 
特派員としてベトナムに赴任した新聞記者が出会ったのは、現地の美しい女性とそ

の娘。結婚して日本にやってきた彼女たちが繰り広げるカルチャーギャップと国際

結婚の現実を描く。ジャーナリストの著者の原点といえる作品。 
毎日新聞 2014/05/04 

2013:08. / 330p 
978-4-09-408849-6 
619 円〔本体〕+税 

*9784094088496*

 

巨大津波地層からの警告(日経プレミアシリーズ 230) 
後藤 和久 著 
日本経済新聞出版社 
過去に起きた津波は必ずまた起きる。地質学の専門家が、日本各地の地層に残る

津波の痕跡から、その規模と周期を解読。これまでに明らかにされてきた津波や、

津波の実態に迫る研究手法を、わかっていない点も含めて紹介する。 
毎日新聞 2014/05/04 

2014:05. / 204p 
978-4-532-26230-3 
850 円〔本体〕+税 

*9784532262303*

 

ヨーロッパがわかる～起源から統合への道のり～(岩波ジュニア新書 761) 
明石 和康 著 
岩波書店 
古代ギリシャから現在の EU まで、ヨーロッパの歴史をわかりやすく解説。ユーロ危

機をはじめ、様々な困難を克服しながら統合への努力を続ける欧州の歩みをたど

る。関連年表も収録。 
毎日新聞 2014/05/04 

2013:12. / 9p,169p,11p
978-4-00-500761-5 
780 円〔本体〕+税 

*9784005007615*

 

舞台の上の文化～まつり・民俗芸能・博物館～ 
橋本 裕之 著 
追手門学院大学出版会 
まつり、民俗芸能、博物館は広義の舞台の上で「見る/見られる」関係に置かれてい

る。こうした文化現象は現代的なコンテクストの中でどう位置づけられ、新しく生まれ

変わるのか。文化の再創造・再想像を試みる論考集。 
毎日新聞 2014/05/04 

2014:02. / 8p,309p 
978-4-907574-03-1 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784907574031*
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ルポ京都朝鮮学校襲撃事件～<ヘイトクライム>に抗して～ 
中村 一成 著 
岩波書店 
2009 年 12 月、京都朝鮮学校が「在特会」メンバーに襲われ、保護者や教師たちは

リスク覚悟で法的措置に踏み切った。保護者や教師、生徒、さらに弁護士や支援者

らの証言を通し、4 年間に亘る闘いの軌跡を再構築する。 
毎日新聞 2014/05/04、朝日新聞 2014/05/18 

2014:02. / 6p,232p 
978-4-00-025964-4 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784000259644*

 

耳嚢<上>(岩波文庫)  
根岸 鎮衛/ 長谷川 強 著 
岩波書店 
毎日新聞 2014/05/11 

1991:01. / ４３４ｐ 
978-4-00-302611-3 
1,080 円〔本体〕+税 

*9784003026113*

 

耳嚢<中>(岩波文庫)  
根岸 鎮衛/ 長谷川 強 著 
岩波書店 
毎日新聞 2014/05/11 

1991:03. / ４９７ｐ 
978-4-00-302612-0 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784003026120*

 

耳嚢<下>(岩波文庫)  
根岸 鎮衛/ 長谷川 強 著 
岩波書店 
毎日新聞 2014/05/11 

1991:06. / ４９１ｐ 
978-4-00-302613-7 
1,140 円〔本体〕+税 

*9784003026137*

 

川の名前(ハヤカワ文庫 ＪＡ)  
川端 裕人 著 
早川書房 
毎日新聞 2014/05/11 

2006:07. / ４８７ｐ 
978-4-15-030853-7 
800 円〔本体〕+税 

*9784150308537*

 

大地の川～甦れ、日本のふるさとの川～  
関正和 著 
草思社 
毎日新聞 2014/05/11 

1994:10. / ２４７ｐ 
978-4-7942-0572-8 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784794205728*

 

現代社会と紛争解決学～学際的理論と応用～ 
石原 明子 編 
ナカニシヤ出版 

新の紛争解決学への学際的な手引書 
毎日新聞 2014/05/11 

2014:03. / 12p,205p 
978-4-7795-0806-6 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784779508066*
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東京断想 
マニュエル・タルディッツ/ 石井 朱美/ 高橋 信雅/ ステファヌ・ラグレ 著 
鹿島出版会 
来日 26 年の仏人建築家が綴る遊歩の軌跡 
毎日新聞 2014/05/11 

2014:04. / 302p 
978-4-306-04603-0 
2,700 円〔本体〕+税 

*9784306046030*

 

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

に精通した著者による「素白ワールド」への招待。 
毎日新聞 2014/05/11 

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

*9784309920153*

 

フェイバリット・ワン 
林 真理子 著 
集英社 
駆け出しの服飾デザイナー、夏帆２３歳。もっと素敵な恋愛をしたい、もっと上質な

洋服を作りたい、そしていつか世界から認められたい 
毎日新聞 2014/05/11 

2014:03. / 376p 
978-4-08-771554-5 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784087715545*

 

新訳 紅楼夢<第 2 冊> 
曹 雪芹 著 
岩波書店 
天上世界の仙女たちが地上に降って繰り広げる一幕の夢幻劇を描いた中国古典

小説の金字塔「紅楼夢」120 回の全訳。2 は、第 17 回?第 31 回を収録する。 
毎日新聞 2014/05/11 

2013:11. / 12p,303p 
978-4-00-028662-6 
3,400 円〔本体〕+税 

*9784000286626*

 

新訳紅楼夢<3> 
曹 雪芹/ 井波 陵一 著 
岩波書店 
天上世界の仙女たちが地上に降って繰り広げる一幕の夢幻劇を描いた中国古典

小説の金字塔「紅楼夢」120 回の全訳。3 は、第 32 回?第 45 回を収録する。 
毎日新聞 2014/05/11 

2013:11. / 11p,275p 
978-4-00-028663-3 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784000286633*

 

新訳紅楼夢<6> 
曹 雪芹/ 高 鶚/ 井波 陵一 著 
岩波書店 
天上世界の仙女たちが地上に降って繰り広げる一幕の夢幻劇を描いた中国古典

小説の金字塔「紅楼夢」120 回の全訳。6 は、第 81 回?第 100 回を収録する。 
毎日新聞 2014/05/11 

2014:02. / 11p,337p 
978-4-00-028666-4 
4,000 円〔本体〕+税 

*9784000286664*

 

新訳紅楼夢<第 1 冊> 
曹 雪芹 著 
岩波書店 
天上世界の仙女たちが地上に降って繰り広げる一幕の夢幻劇を描いた中国古典

小説の金字塔「紅楼夢」120 回の全訳。1 は、第 1 回?第 16 回を収録する。解説付

き。 
毎日新聞 2014/05/11 

2013:09. / 11p,297p 
978-4-00-028661-9 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784000286619*
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資本主義の終焉と歴史の危機(集英社新書 0732) 
水野 和夫 著 
集英社 
長期にわたるゼロ金利が示すのは、投資しても利潤の出ない資本主義の「死」。こ

の現実を無視して、成長戦略を追求すれば日本は沈む! 大転換期に立つ今、日

本が取るべき道を展望する。 
毎日新聞 2014/05/11 

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

*9784087207323*

 

マリー・アントワネットの植物誌 
エリザベット・ド・フェドー/ アラン・バラトン/ 川口 健夫 著 
原書房 
花を愛する若き王妃マリー・アントワネットに、ルイ 16 世が贈った小トリアノン宮。そ

こにあった 80 種類の植物を切り口に、彼女の日常に迫る。稀代の植物画家ルドゥ

ーテらの絵画や細密画が満載。 
毎日新聞 2014/05/11 

2014:02. / 243p 
978-4-562-04985-1 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784562049851*

 

日本〈汽水〉紀行～「森は海の恋人」の世界を尋ねて～  
畠山 重篤 著 
文芸春秋 
森と川と海が一つになるところに、人間にとって大切なものがある?。「森は海の恋

人」の植林運動を行ってきた気仙沼の漁民が、海藻・魚介の宝庫である汽水の恵を

求めて全国の河口をめぐるエッセイ。 
毎日新聞 2014/05/11 

2003:09. / ３０２ｐ 
978-4-16-365280-1 
1,714 円〔本体〕+税 

*9784163652801*

 

ミステリマガジン 700～創刊 700 号記念アンソロジー～<海外篇>(ハヤカワ・ミステ

リ文庫 HM 402-1) 
杉江 松恋 編 
早川書房 
長い歴史を誇るミステリ専門誌『ミステリマガジン』創刊 700 号を記念したアンソロジ

ー海外篇。フレドリック・ブラウン、パトリシア・ハイスミス、クリスチアナ・ブランドなど、

書籍未収録傑作 16 篇を収録。 
毎日新聞 2014/05/11 

2014:04. / 465p 
978-4-15-180301-7 
1,060 円〔本体〕+税 

*9784151803017*

 

ミステリマガジン 700～創刊 700 号記念アンソロジー～<国内篇>(ハヤカワ・ミステ

リ文庫 HM 402-2) 
日下 三蔵 編 
早川書房 
長い歴史を誇るミステリ専門誌『ミステリマガジン』創刊 700 号を記念したアンソロジ

ー国内篇。結城昌治、片岡義男、都筑道夫などの傑作 20 篇のほか、山田風太

郎、松本清張らが参加したコラム「証人席」も収録。 
毎日新聞 2014/05/11 

2014:04. / 553p 
978-4-15-180302-4 
1,140 円〔本体〕+税 

*9784151803024*

 

焼跡からのデモクラシー～草の根の占領期体験～<下>(岩波現代全書 026) 
吉見 義明 著 
岩波書店 
占領下の時代に、日本の普通の人びとは、自由と民主主義と平和をどのように自ら

のものとしていったか。下巻では、女性や在日朝鮮人たちの苦闘を辿るとともに、敗

戦を経過しても継続した「帝国意識」の意味を考える。 
毎日新聞 2014/05/11 

2014:03. / 8p,256p 
978-4-00-029126-2 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784000291262*
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現代の名匠 
鈴木 博之/ 山本 長水 著 
建築画報社 
建築家・山本長水、建築史家・伊藤ていじ、インテリアデザイナー・松本哲夫、写真

家・村井修…。建築界の先達 21 人が、歩んできた道を振り返り、現在、そして未来

に対する考えを語る。『建築画報』連載をもとに書籍化。 
毎日新聞 2014/05/11 

2014:02. / 300p 
978-4-901772-77-8 
3,300 円〔本体〕+税 

*9784901772778*

 

東日本大震災からの真の農業復興への挑戦～東京農業大学と相馬市の連携～ 
相馬市 編 
ぎょうせい 
相馬市と東京農業大学の被災地における農業ならびに地域復興の 2 年半の活動

の記録。「東京農大方式」による津波被害水田の復興、イチゴ生産・放射能汚染水

田・森林汚染の復興、相馬市の農業振興対策などについてまとめる。 
毎日新聞 2014/05/11 

2014:01. / 4p,386p 
978-4-324-09767-0 
3,500 円〔本体〕+税 

*9784324097670*

 

新訳紅楼夢<5> 
曹 雪芹/ 井波 陵一 著 
岩波書店 
天上世界の仙女たちが地上に降って繰り広げる一幕の夢幻劇を描いた中国古典

小説の金字塔「紅楼夢」120 回の全訳。5 は、第 62 回?第 80 回を収録する。 
毎日新聞 2014/05/11 

2014:01. / 11p,450p 
978-4-00-028665-7 
4,400 円〔本体〕+税 

*9784000286657*

 

フランス演劇の誘惑～愛と死の戯れ～ 
秋山 伸子 著 
岩波書店 
言葉によって人間と世界を自由自在に描きだそうとしてきた「フランス演劇」。モリエ

ール、コルネイユ、ラシーヌの三大劇作家から、メーテルランク、ベケットまで 11 人

のフランス劇作家とその作品を紹介する。 
毎日新聞 2014/05/11 

2014:01. / 7p,219p 
978-4-00-024692-7 
2,100 円〔本体〕+税 

*9784000246927*

 

新訳紅楼夢<7> 
曹 雪芹/ 高 鶚/ 井波 陵一 著 
岩波書店 
天上世界の仙女たちが地上に降って繰り広げる一幕の夢幻劇を描いた中国古典

小説の金字塔「紅楼夢」120 回の全訳。7 は、第 101 回?第 120 回を収録する。完

結。 
毎日新聞 2014/05/11 

2014:03. / 11p,320p 
978-4-00-028667-1 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784000286671*

 

焼跡からのデモクラシー～草の根の占領期体験～<上>(岩波現代全書 025) 
吉見 義明 著 
岩波書店 
占領下の時代に、日本の普通の人びとは、自由と民主主義と平和をどのように自ら

のものとしていったか。上巻では、焼跡の中で人びとが平和や戦争責任・天皇制、

自由と民主主義などについてどのように考えていたかを辿る。 
毎日新聞 2014/05/11 

2014:03. / 18p,239p 
978-4-00-029125-5 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784000291255*
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新訳紅楼夢<4> 
曹 雪芹/ 井波 陵一 著 
岩波書店 
天上世界の仙女たちが地上に降って繰り広げる一幕の夢幻劇を描いた中国古典

小説の金字塔「紅楼夢」120 回の全訳。4 は、第 46 回?第 61 回を収録する。 
毎日新聞 2014/05/11 

2013:12. / 11p,328p 
978-4-00-028664-0 
3,600 円〔本体〕+税 

*9784000286640*

 

ジジェク、革命を語る～不可能なことを求めよ～ 
スラヴォイ・ジジェク/ 中山 徹 著, スラヴォイ・ジジェク/ パク ヨンジュン 編 
青土社 
グローバル資本主義に席巻されたこの世界では、もはや劇的な変革など不可能な

のか? 独裁政権や政治闘争から、金融危機、エコロジー・科学技術まで、哲学者・

精神分析家・文化批評家の著者が、現代世界をめぐり熱く語る。 
毎日新聞 2014/05/11 

2014:04. / 225p,4p 
978-4-7917-6774-8 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784791767748*

 

２００１年宇宙の旅 決定版(ハヤカワ文庫 ＳＦ)  
アーサー・Ｃ・クラーク/ 伊藤 典夫 著 
早川書房 
毎日新聞 2014/05/18 

1993:02. / ３３０ｐ 
978-4-15-011000-0 
800 円〔本体〕+税 

*9784150110000*

 

都市と星 新訳版(ハヤカワ文庫 ＳＦ)  
アーサー・Ｃ．クラーク/ 酒井 昭伸 著 
早川書房 
毎日新聞 2014/05/18 

2009:09. / ４７８ｐ 
978-4-15-011724-5 
940 円〔本体〕+税 

*9784150117245*

 

クラシックの核心～バッハからグールドまで～ 
片山 杜秀 著 
河出書房新社 
近現代の辺縁系を偏愛してきた異彩が、モーツァルト、ショパン、マーラー、フルトヴ

ェングラー、クライバーら 9 人の魅力を語る！ 
毎日新聞 2014/05/18 

2014:03. / 198p 
978-4-309-27478-2 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784309274782*

 

情事の終り(新潮文庫 ク-6-1) 
グレアム・グリーン 著 
新潮社 
「私」は妬心を秘め、別れた人妻サラを探偵に監視させる。自らを翻弄した女の謎に

近づくため――。究極の愛と神の存在を問う傑作。 
毎日新聞 2014/05/18 

2014:05. / 382p 
978-4-10-211004-1 
670 円〔本体〕+税 

*9784102110041*

 

宇宙と人間七つのなぞ(河出文庫 ゆ 4-1) 
湯川 秀樹 著 
河出書房新社 
生命とは、宇宙とは、人間の心とは…? 日本人初のノーベル賞受賞者が壮大なな

ぞと四つに組み、少年少女に向け書き下ろした名著！ 
毎日新聞 2014/05/18 

2014:03. / 246p 
978-4-309-41280-1 
780 円〔本体〕+税 

*9784309412801*
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グアルディオラ主義～名将の戦術眼は何を見ているのか～ 
西部 謙司 著 
河出書房新社 
バルセロナに数々の栄冠をもたらした世界屈指の知将は、なぜバイエルンを選んだ

のか、新天地でどんな戦術を展開しようというのか―― 
毎日新聞 2014/05/18 

2014:03. / 211p 
978-4-309-27469-0 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784309274690*

 

永井一正ポスター・ライフ～1957-2014～ 
永井 一正 著 
青幻舎 
先駆的な作品を数々残してきた永井一正のポスター500 点を収載。戦後日本を代

表するグラフィックデザイナー約 60 年のポスター史。 
毎日新聞 2014/05/18 

2014:04. / 607p 
978-4-86152-439-4 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784861524394*

 

鉄道政策～鉄道への公的関与について～ 
盛山 正仁 著 
創英社 
主要先進国の鉄道政策を明らかにし、日本国内の状況の異なる 3 つの路線につい

てケーススタディを行う。さらに、日本の鉄道への公的関与のあり方を検討し、これ

からの鉄道政策を展望する。 
毎日新聞 2014/05/18 

2014:04. / 9p,628p 
978-4-88142-850-4 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784881428504*

 

煙管の芸談 
渡辺 保 著 
幻戯書房 
もし景清と阿古屋の恋物語に煙草がなかったらば、景清はさぞ手持ち無沙汰であ

ったろう。演劇評論家による煙草、酒、水を柱とした歌舞伎案内。『TASC MONTH-
LY』掲載などを書籍化。 
毎日新聞 2014/05/18 

2014:04. / 243p 
978-4-86488-045-9 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784864880459*

 

宮崎駿論～神々と子どもたちの物語～(NHK ブックス 1215) 
杉田 俊介 著 
ＮＨＫ出版 
ジブリ中期以降の「飛翔から変身への変化」の背景にある、宮崎駿の抱く時代への

危機感とは何か。家族・自然・労働・日本…物語に埋め込まれた想いを、全キャリア

を詳細にたどり浮き彫りにする作家論。 
毎日新聞 2014/05/18 

2014:04. / 347p 
978-4-14-091215-7 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784140912157*

 

天空の家～イラン女性作家選～(現代アジアの女性作家秀作シリーズ) 
藤元 優子 著 
段々社 
激動の波に翻弄される女性たちの悩み、願い、喜びは? <知られざる国>イランの女

性たちの生の諸相を、イラン、フランス、アメリカなどを拠点に創作を続ける、イランを

代表する女性作家 7 人が鮮烈に描くアンソロジー。 
毎日新聞 2014/05/18 

2014:05. / 235p 
978-4-434-18878-7 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784434188787*
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『資本論』を超える資本論～危機・理論・主体～ 
鎌倉 孝夫 著 
社会評論社 
世界的規模で、国家による国民統合の危機が生じているなか、この統合の危機に

対して、現代の国家にはどのような対応策があるのか? 宇野理論は「資本論」をどこ

で超えたかを論じ、変革の経済学の理論と主体を分析する。 
毎日新聞 2014/05/18 

2014:03. / 303p 
978-4-7845-1813-5 
2,700 円〔本体〕+税 

*9784784518135*

 

83 歳の女子高生球児(ゆうゆう BOOKS) 
上中別府 チエ 著 
主婦の友社 
昭和 5 年生まれの私は、高校に通い、野球部に入部して学校生活をエンジョイして

います-。金髪、ヤンキー、不登校…。83 歳の女子高生が、定時制高校のやんちゃ

な生徒たちや熱血教師とすごす感動の青春ノンフィクション。 
毎日新聞 2014/05/18 

2013:12. / 254p 
978-4-07-292244-6 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784072922446*

 

鈍足バンザイ!～僕は足が遅かったからこそ、今がある。～ 
岡崎 慎司 著 
幻冬舎 
足が遅い、背も低い、テクニックもない、人気もない、そして、アタマもあまり良くな

い。でも、それが幸いした-。サッカー日本代表岡崎慎司が、どのようにコンプレック

スと向き合ってきたか、どのように成長してきたかを綴る。 
毎日新聞 2014/05/18 

2014:04. / 261p 
978-4-344-02560-8 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784344025608*

 

船の旅～詩と童話と銅版画 南桂子の世界～ 
南 桂子/ ミュゼ浜口陽三・ヤマサコレクション 著 
筑摩書房 
銅版画家・南桂子が生涯持っていた巾着箱には、手書きの原稿が詰まっていた-。
彼女が童話作家を志して表現の場を模索していた頃の詩と童話作品を、銅版画と

ともに掲載する。 
毎日新聞 2014/05/18、読売新聞 2014/05/25 

2014:03. / 124p,3p 
978-4-480-87373-6 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784480873736*

 

郡山物語～未来を生きる世代よ!震災後子どものケアプロジェクト～ 
鴇田 夏子 編 
福村出版 
3.11 原発事故放射能汚染から子どもを守れ！ 
毎日新聞 2014/05/25 

2014:03. / 333p 
978-4-571-41050-5 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784571410505*

 

いい感じの石ころを拾いに 
宮田 珠己 著 
河出書房新社 
自分にとっていい感じのする石ころを拾いに行く……日本全国、石ころを拾い続け

た紀行エッセイ。なんてことない石ころ写真満載！ 
毎日新聞 2014/05/25 

2014:05. / 135p 
978-4-309-02291-8 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784309022918*
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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。 
毎日新聞 2014/05/25 

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

*9784103353713*

 

宇野千代(女性作家評伝シリーズ 6) 
尾形 明子 著 
新典社 
多彩な才能と恋愛遍歴で知られる作家、宇野千代。その自伝をもふくむ作品を丹

念に読み込み、あるいは詳細な調査に基づいた評伝と付き合わせながら、宇野千

代の生と文学の新たな相貌を浮かび上がらせる。 
毎日新聞 2014/05/25 

2014:03. / 287p 
978-4-7879-7306-1 
2,100 円〔本体〕+税 

*9784787973061*

 

真実～新聞が警察に跪いた日～(角川文庫 た 74-1) 
高田 昌幸 著 
KADOKAWA 
北海道警察の裏金疑惑を大胆に報じた北海道新聞。しかし警察からの執拗な圧力

の前に、やがて新聞社は屈していく。組織が個人を、権力が正義をいかに踏みにじ

っていくか。恐るべき過程を記した衝撃の証言！ 
毎日新聞 2014/05/25 

2014:04. / 354p 
978-4-04-101323-6 
680 円〔本体〕+税 

*9784041013236*

 

伝説の FRB 議長ボルカー 
ウィリアム L.シルバー/ 倉田 幸信 著 
ダイヤモンド社 
崩壊の淵にあった米国金融システムの評価を復活させた、伝説の FRB 議長ボルカ

ー。ニクソン大統領が金とドルの兌換停止を行った際にボルカーが果たした役割

や、FRB 議長を務めていた間の行動などを記す。 
毎日新聞 2014/05/25 

2014:02. / 525p 
978-4-478-02347-1 
3,500 円〔本体〕+税 

*9784478023471*

 

能を考える(中公叢書) 
山折 哲雄 著 
中央公論新社 
世阿弥の意図や芸能の原点・伝承について新たな視点で問うとともに、谷崎潤一郎

や折口信夫の研究を手がかりに能に潜む精神を見つめ直し、その可能性を探る。

『観世』連載記事と特集記事を加筆修正して単行本化。 
毎日新聞 2014/05/25 

2014:03. / 183p 
978-4-12-004564-6 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784120045646*

 

労働時間の経済分析～超高齢社会の働き方を展望する～ 
山本 勲/ 黒田 祥子 著 
日本経済新聞出版社 
「効率的に非効率なことをする」慣習は改まるか? 高齢化が進むなか、グローバル

競争に勝ち抜くには何が必要か? 現代日本人の働き方に関する事実や問題を、個

票データを用いた緻密な分析によって幅広く検証する。 
毎日新聞 2014/05/25 

2014:04. / 18p,359p 
978-4-532-13451-8 
4,600 円〔本体〕+税 

*9784532134518*

 


