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「おさかなポスト」が教えてくれること～多摩川の生態系を守る山崎充哲～(感動

ノンフィクションシリーズ) 
たけたに ちほみ 著 
佼成出版社 
多摩川の、そして子どもたちの未来のために 
産経新聞 2014/06/01 

2014:05. / 128p 
978-4-333-02655-5 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784333026555*

 

戦前日本 SF 映画創世記～ゴジラは何でできているか～ 
高槻 真樹 著 
河出書房新社 
戦前の日本に SF 映画はなかったのか? 戦後「ゴジラ」から紹介される SF 映画

の源泉を探し、ビジュアル面から初めて紹介する傑作！ 
産経新聞 2014/06/01 

2014:03. / 261p 
978-4-309-27477-5 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784309274775*

 

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

ｆｕｌ Ｗｏｒｌｄ」「ミシェル」収録の連作集。 
産経新聞 2014/06/01 

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

*9784309622255*

 

偽りのサイクル～堕ちた英雄ランス・アームストロング～ 
ジュリエット・マカー/ 児島 修 著 
洋泉社 
前人未到のツール・ド・フランス 7 連覇を果たし、のちにドーピングの発覚によっ

て失墜した元自転車ロードレース選手、ランス・アームストロングの真実を描き出

す。 
産経新聞 2014/06/01 

2014:06. / 487p,7p 
978-4-8003-0204-5 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784800302045*

 

ハムレット(シェイクスピア名作劇場 1) 
ウィリアム・シェイクスピア/ 斉藤 洋/ 佐竹 美保 著 
あすなろ書房 
夜な夜な現れる亡き国王の幽霊。父である国王を殺した犯人を知った王子ハム

レットは…。シェイクスピアの四大悲劇のひとつ「ハムレット」を稀代のストーリーテ

ラー、斉藤洋が小説化。 
産経新聞 2014/06/01 

2014:05. / 196p 
978-4-7515-2771-9 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784751527719*

 

日本人が知らない安全保障学(中公新書ラクレ 490) 
潮 匡人 著 
中央公論新社 
平和憲法では、日本を守れない! 尖閣諸島・竹島の領土問題、北朝鮮のミサイ

ル発射と核実験など、アジアの軍事的緊張が高まっている。日本を取り囲む安全

保障環境が激変している現状を伝え、対応策を探る。 
産経新聞 2014/06/01 

2014:04. / 223p 
978-4-12-150490-6 
760 円〔本体〕+税 

*9784121504906*
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風の向こうへ駆け抜けろ 
古内 一絵 著 
小学館 
寂れた地方競馬の厩舎に配属された新人騎手の瑞穂。彼女の真摯な姿勢と懸

命の努力で、厩舎の人々の心は徐々にひとつになっていく…。地方競馬を舞台

に繰り広げられる、はみだし者達の熱い闘いと優しい愛の物語。 
産経新聞 2014/06/01 

2014:01. / 357p 
978-4-09-386375-9 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784093863759*

 

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。 
産経新聞 2014/06/01 

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

*9784122059429*

 

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

明治天皇の御製。その解釈を巡る闘いが昭和史を動かした―― 
産経新聞 2014/06/01、読売新聞 2014/06/15 

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

*9784106037450*

 

偶然の装丁家(就職しないで生きるには 21) 
矢萩 多聞 著 
晶文社 
ただ絵を描くことが好きだった少年は、どのように本づくりの道にたどり着いたの

か。気鋭の装丁家が考える、これからの暮らしと仕事。 
産経新聞 2014/06/01、毎日新聞 2014/06/08 

2014:05. / 281p 
978-4-7949-6848-7 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784794968487*

 

本当はすごい!東京の歴史～高天原、大和は関東にあった!～ 
田中 英道 著 
ビジネス社 
日本は「東」がおもしろい! 富士山が見守る都市・東京の記憶をひも解く、日本再

発見の書。縄文・弥生時代から「東京」があったという視点に立って、奥深い「東

京の由来」を探る。関東有名寺社仏閣のガイド付き。 
産経新聞 2014/06/07 

2014:06. / 237p 
978-4-8284-1753-0 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784828417530*

 

朝鮮崩壊～米中のシナリオと日本～ 
長谷川 慶太郎 著 
実業之日本社 
中国から北朝鮮への無償援助が途切れた瞬間、南北朝鮮は統一へ向かう。東ア

ジア情勢を巡る情報を提供するとともに、その背後にある大きい流れを分析し、近

く発生すると予測される「激動」に対応する方策を提示する。 
産経新聞 2014/06/07 

2014:06. / 223p 
978-4-408-11075-2 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784408110752*
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しごとば<もっと>(しごとばシリーズ 5) 
鈴木 のりたけ 著 
ブロンズ新社 
待望のシリーズ 新刊！思わずのぞいてみたくなる職業の「しごとば」が大集合。

花火師、客室乗務員、科学者など 9 職業を収録。 
産経新聞 2014/06/08 

2014:05. / 1 冊(ﾍﾟｰｼﾞ付

なし) 
978-4-89309-583-1 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784893095831*

 

この世界の女たち～アン・ビーティ短篇傑作選～ 
アン・ビーティ/ 岩本 正恵 著 
河出書房新社 
初期代表作「燃える家」から２０００年代の傑作まで、日常に潜む「静かな物語」１０

篇を収録。アメリカを代表する女性作家の傑作集。 
産経新聞 2014/06/08 

2014:04. / 261p 
978-4-309-20646-2 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784309206462*

 

浮世絵に見る江戸の食卓 
林 綾野 著 
美術出版社 
食に関連する浮世絵を集め、当時の食事情を紐解き、浮世絵鑑賞を手引きす

る。さらに、浮世絵と対応する江戸の料理を、当時の文献を手がかりに再現する。

白玉、天麩羅、深川丼のレシピ付き。 
産経新聞 2014/06/08 

2014:03. / 127p 
978-4-568-50561-0 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784568505610*

 

ワールドカップ～伝説を生んだヒーローたち～(ポプラ社ノンフィクション 18) 
岩崎 龍一 著 
ポプラ社 
伝説の少年ペレの登場、世界中を興奮させたマラドーナの活躍…。サッカーの

祭典ワールドカップの 80 年をこえるその歴史のなかで生まれた名選手や名勝

負、日本代表チームの戦いなどを振り返る。 
産経新聞 2014/06/08 

2014:04. / 183p 
978-4-591-13952-3 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784591139523*

 

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。 
産経新聞 2014/06/08 

2014:04. / 347p 
978-4-14-091215-7 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784140912157*

 

作家の決断～人生を見極めた 19 人の証言～(文春新書 963) 
阿刀田 高 編 
文藝春秋 
「日本一、給料が高い会社」をやめたとき、「警官殺し」として誤認逮捕されたとき

…。作家たちは、さまざまな局面で何を考え、どう行動してきたのか。人生の指針

となるべき 19 編のインタビューを収録。 
産経新聞 2014/06/08 

2014:03. / 319p 
978-4-16-660963-5 
850 円〔本体〕+税 

*9784166609635*
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勝運をつかむ～対局も、ビジネスも、勝ち続ける人には理由がある。～ 
谷川 浩司/ 井山 裕太 著 
致知出版社 
史上初 7 冠を狙う 強の囲碁棋士と、約 40 年間、斯界で活躍を続けるトップ棋

士。駒と石、手にするものは異なるが、日々、勝負を重ねてきたふたりが、いかに

勝ちを引き寄せるかについて縦横に語り合う。 
産経新聞 2014/06/08 

2014:05. / 153p 
978-4-8009-1035-6 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784800910356*

 

人名ではない人名録～語源探索～ 
小林 祥次郎 著 
勉誠出版 
八百長、出歯亀、土左衛門、文楽、助兵衛、元の木阿弥…。日本語では、人名

から派生したことば、人名になぞらえたことばが、さまざまな場面で使用されてい

る。それらのことばの起こりを追い、具体的な用法を示す。 
産経新聞 2014/06/08 

2014:04. / 11p,210p,7p 
978-4-585-28013-2 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784585280132*

 

社長になる人の条件～8000 人の経営者を見てきたヘッドハンターが教える～ 
井上 和幸 著 
日本実業出版社 
「君に会社を任せたい」と言われる人は、普段から、仕事の仕方が違う! 8000 人の

経営者を見てきたヘッドハンターが、経営という「仕事」を目指す人のために、成

功した経営者・幹部に共通する考え方・行動を紹介する。 
産経新聞 2014/06/08 

2014:05. / 237p 
978-4-534-05191-2 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784534051912*

 

マラカナンの悲劇～世界サッカー史上最大の敗北～ 
沢田 啓明 著 
新潮社 
２０万人の観衆が慟哭した１９５０年ブラジルＷ杯の悲劇を、１０００点の資料と１０

年の取材で完全再現。大河ノンフィクション！ 
産経新聞 2014/06/08、朝日新聞 2014/06/22、読売新聞 2014/06/22 

2014:05. / 297p 
978-4-10-335631-8 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784103356318*

 

100%得をするふるさと納税生活～完全ガイド～ 
金森 重樹 著 
扶桑社 
「ふるさと納税」はちょっとした手間でとんでもなく得をする、オイシイ仕組み! ふる

さと納税の達人が、どうすれば、何をもらえて、どれだけ得をするのかを紹介す

る。 
産経新聞 2014/06/14 

2014:04. / 125p 
978-4-594-07033-5 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784594070335*

 

お宝貨幣なんでも読本～おカネの歴史からコインの鑑定、収集情報まで～(らく

らく本) 
竹内 俊夫 著 
講談社 
徳川家康は日本史上 高のお金持ちだった? 日本初のお札の肖像のモデル

は? テレビ番組「開運!なんでも鑑定団」でおなじみの鑑定士が、貨幣に関する面

白くて得する話を紹介する。ホンモノの寛永通宝付き。 
産経新聞 2014/06/14 

2013:11. / 159p 
978-4-06-295302-3 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784062953023*
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帝国海軍と艦内神社～神々にまもられた日本の海～ 
久野 潤 著 
祥伝社 
帝国海軍の艦艇内にあった神棚・艦内神社はいかに将兵たちを守護したのか。

全国の関係神社を訪ね、神職や旧軍人への綿密な取材をもとに、先人たちの自

然な心の支えであった神道や、国防と神社(神々)の関係について考察する。 
産経新聞 2014/06/14、産経新聞 2014/06/15 

2014:06. / 254p 
978-4-396-61484-3 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784396614843*

 

戦火のシンフォニー～レニングラード封鎖 345 日目の真実～ 
ひの まどか 著 
新潮社 
ドイツ軍に包囲されたレニングラードで、砲爆撃、飢餓、極寒と闘いながらショスタ

コーヴィチの交響曲第七番を現地初演した人達の、驚愕と感動の記録。 
産経新聞 2014/06/15 

2014:03. / 286p 
978-4-10-335451-2 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784103354512*

 

「反日」の敗北 
石 平/ 西村 幸祐 著 
イーストプレス 
破綻する中国、自滅する韓国-。石平と西村幸祐の 2 人が、「反日の敗北」が歴

史的必然であることを明らかにし、今後、日本が取るべき戦略の要諦を語り尽く

す。 
産経新聞 2014/06/15 

2014:06. / 207p 
978-4-7816-1174-7 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784781611747*

 

健やかに老いるための時間老年学 
大塚 邦明 著 
ミシマ社 
認知症をはじめとする人の老いは、「生体リズムの老い」によってもたらされる。健

康を維持し、老いのスピードを整え、病を予防し、健やかな長寿を得るために、生

体リズムを整える方法を説く。 
産経新聞 2014/06/15 

2014:04. / 261p 
978-4-903908-52-6 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784903908526*

 

あめふりうります(講談社の創作絵本) 
平田 昌広/ 野村 たかあき 著 
講談社 
ぐうたら猫のねこきちが始めたのは「あめふり」売り。ねこきちが顔を洗うと、ざざざ

ざざーと雨が降ります。はじめは順調でしたが、きつねの嫁入りをめぐって村は大

騒動に…。雨が楽しくなる、ことわざ落語創作絵本。 
産経新聞 2014/06/15 

2014:05. / [32p] 
978-4-06-132579-1 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784061325791*

 

眠る魚 
坂東 眞砂子 著 
集英社 
東日本大震災後、外国から一時帰国した彩実。海外メディアが報じる放射線被

害への危機感と反比例するかのような国内の実像に違和感を覚える中、奇妙な

風土病の噂を耳にし…。『レンザブロー』に掲載された、未完の絶筆長編。 
産経新聞 2014/06/15 

2014:05. / 229p 
978-4-08-771569-9 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784087715699*
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ピアニストたちの祝祭～唯一無二の時間を求めて～ 
青柳 いづみこ 著 
中央公論新社 
文筆家でピアニストの著者が、近年日本国内で開催された主な音楽祭に密着

し、ピアニストたちのステージを内と外からとらえた音楽祭見聞録。自ら出演した

公演での舞台裏レポートなど、さまざまな角度から音楽祭を照らし出す。 
産経新聞 2014/06/15 

2014:05. / 284p 
978-4-12-004615-5 
1,850 円〔本体〕+税 

*9784120046155*

 

大衆宣伝の神話～マルクスからヒトラーへのメディア史～ 増補(ちくま学芸文庫 
サ 31-1) 
佐藤 卓己 著 
筑摩書房 
大衆宣伝における相当数の宣伝技術を体系的に使用した 初の大衆政党、ドイ

ツ社会民主党。マルクス時代の市民的公共性からヒトラー時代の大衆的公共性

への構造転換を解き明かし、大衆政治の「メディア神話」を明らかにする。 
産経新聞 2014/06/15 

2014:05. / 512p,13p 
978-4-480-09609-8 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784480096098*

 

航空の時代を拓いた男たち(交通ブックス 309) 
鈴木 五郎 著 
交通研究協会 
2 つの「コメット」を生んだジェフリー・デ・ハヴィランド、「神風」と「航研機」を育てた

超然陸軍パイロット藤田雄蔵など、歴史に名を残す航空の開拓者たち 16 人を紹

介する。『エアワールド』連載「航空偉人伝」等を書籍化。 
産経新聞 2014/06/15 

2014:05. / 2p,248p 
978-4-425-77781-5 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784425777815*

 

クリスティアーノ・ロナウド～ヒーローの夢がかなうとき～(ポプラ社ノンフィクショ

ン 20) 
マイケル・パート/ 樋渡 正人 著 
ポプラ社 
世界 高のクラブ、レアル・マドリードで、エースとして活躍するクリスティアーノ・ロ

ナウド。数々の困難をのりこえ、あこがれの舞台に立つために、ロナウドが歩んだ

道とは-。ロナウドの子ども時代を描いたノンフィクション。 
産経新聞 2014/06/15 

2014:05. / 183p 
978-4-591-14002-4 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784591140024*

 

メッシと滅私～「個」か「組織」か?～(集英社新書 0740) 
吉崎 エイジーニョ 著 
集英社 
「個を殺してでも組織のために戦える」という特徴を持つ、日本のサッカー選手た

ち。ドイツでのプレイ体験もある著者が、深刻なカルチャーギャップを体感した選

手たちへの取材をもとに、「個」の問題を掘り下げる。 
産経新聞 2014/06/15、朝日新聞 2014/06/15 

2014:05. / 189p 
978-4-08-720740-8 
700 円〔本体〕+税 

*9784087207408*

 

仲良く自滅する中国と韓国～暴走と崩壊が止まらない!～ 
室谷 克実/ 宮崎 正弘 著 
徳間書店 
反日の深層にある中華思想、日本語が話せる世代が減少した韓国の変化、対日

宣伝工作の実態…。中国と韓国という「反日同盟」の実情を検証しながら、両国の

本質に迫り、日本の対処方法を考える。 
産経新聞 2014/06/21 

2014:06. / 237p 
978-4-19-863816-0 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784198638160*
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付添い屋・六平太～書き下ろし長編時代小説～<[1]> 龍の巻 留め女(小学館

文庫 か 35-1) 
金子 成人 著 
小学館 
時は江戸・文政年間。裕福な商家の子女の芝居見物や行楽の付き添い屋をして

いる秋月六平太だが、付き添い先で出会う武家の横暴や女を食い物にする悪党

は許さない。立身流兵法が一閃、江戸の悪を斬る! 
産経新聞 2014/06/21 

2014:06. / 299p 
978-4-09-406057-7 
600 円〔本体〕+税 

*9784094060577*

 

付添い屋・六平太～書き下ろし長編時代小説～<[2]> 虎の巻 あやかし娘(小学

館文庫 か 35-2) 
金子 成人 著 
小学館 
裕福な商家の子女の花見や芝居見物に同行し、案内と警護を担う付き添い屋で

身を立てている秋月六平太。血のつながらない妹をやっとのことで嫁に出したも

のの様子がおかしい。さらに、元許嫁の夫にあらぬ疑いをかけられて…。 
産経新聞 2014/06/21 

2014:06. / 298p 
978-4-09-406058-4 
600 円〔本体〕+税 

*9784094060584*

 

ジャズは気楽な旋律～プロデューサーが出会った素顔の巨人たち～(平凡社新

書 731) 
木全 信 著 
平凡社 
ジャズの巨人達が語った音楽への思いとは 
産経新聞 2014/06/22 

2014:04. / 253p 
978-4-582-85731-3 
800 円〔本体〕+税 

*9784582857313*

 

なんでもあらう(ランドセルブックス) 
鎌田 歩 著 
福音館書店 
街や乗りものを洗う仕事、見たことある? 
産経新聞 2014/06/22 

2014:05. / 31p 
978-4-8340-8094-0 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784834080940*

 

しんでくれた 
谷川 俊太郎/ 塚本 やすし 著 
佼成出版社 
命をいただくってどういうこと？ 詩の絵本 
産経新聞 2014/06/22 

2014:04. / 30p 
978-4-333-02650-0 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784333026500*

 

オノマトペラペラ～マンガで日本語の擬音語・擬態語～ 
読売新聞英字新聞部 著, 読売新聞英字新聞部/ 水野 良太郎 編 
東京堂出版 
日本語のコミュニケーションに欠かせない擬音語・擬態語を、微妙なニュアンスを

理解するのにピッタリなマンガで紹介！ 
産経新聞 2014/06/22 

2014:06. / 189p 
978-4-490-20868-9 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784490208689*
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日米中アジア開戦(文春新書 976) 
陳 破空/ 山田 智美 著 
文藝春秋 
もし日米中が戦争したら？ アメリカに亡命中の中国民主化運動家が、尖閣諸

島、防空識別圏など 新情勢を踏まえて緊急提言する。 
産経新聞 2014/06/22 

2014:05. / 261p 
978-4-16-660976-5 
800 円〔本体〕+税 

*9784166609765*

 

女系の総督 
藤田 宜永 著 
講談社 
子供から猫まで女だらけの森川家。彼女たちの秘密を垣間見た一家の主・崇徳

は孤軍奮闘するが……。家族を続けるのに必要なのものは？ 
産経新聞 2014/06/22 

2014:05. / 490p 
978-4-06-218958-3 
1,750 円〔本体〕+税 

*9784062189583*

 

残心～世界のハンセン病を制圧する～ 
笹川 陽平 著 
幻冬舎 
父・良一から何を引き継ぎ、そして何処へ向かうのか。ハンセン病の制圧に邁進

してきた笹川陽平が、笹川良一の息子として受けいれざるをえない宿命と、みず

から選んだ使命について綴る。75 年間の総決算。 
産経新聞 2014/06/22 

2014:05. / 403p 
978-4-344-02579-0 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784344025790*

 

アイドルはどこから～日本文化の深層をえぐる～ 
篠田 正浩/ 若山 滋 著 
現代書館 
AKB からアマテラス、聖徳太子、道真、将門、義経、信長、阿国まで、日本文化

はアイドル(偶像)によって形成されてきた。ふたりの文化人が、現代のアイドル現

象からさかのぼって日本文化の深層をえぐる徹底対談。 
産経新聞 2014/06/22 

2014:05. / 246p 
978-4-7684-5731-3 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784768457313*

 

未完の敗者田中角栄 
佐高 信 著 
光文社 
緻密且つ大胆な政治姿勢で「コンピューターつきブルドーザー」と呼ばれた田中

角栄は、命を賭けた日中国交正常化交渉で毛沢東、周恩来の心をも動かした。

多くの証言者が語る「秘話」により、田中角栄の政治手腕、人間力に迫る。 
産経新聞 2014/06/22 

2014:05. / 262p 
978-4-334-97780-1 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784334977801*

 

謎ときガルシア=マルケス(新潮選書) 
木村 榮一 著 
新潮社 
果たして彼は南米の生んだ稀代の語り部か？ 壮大なほら吹きか？ マルケスの

名翻訳者が解き明かす、奇想天外なる発想力の原点――。 
産経新聞 2014/06/22、朝日新聞 2014/06/29 

2014:05. / 250p 
978-4-10-603747-4 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784106037474*
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人生の 9 割は逃げていい。 
井口 晃 著 
すばる舎 
環境を変えれば、人生は変わる。合わない環境からは、逃げて、逃げて、逃げま

くれ! 逃げ続けて、多くの自由をつかんだ著者が、嫌な仕事、嫌な人間関係から

逃げて「理想の毎日」を手に入れる 35 の方法を紹介する。 
産経新聞 2014/06/28 

2014:05. / 199p 
978-4-7991-0345-6 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784799103456*

 

英国ポタリーへようこそ～カントリー・スタイルの器と暮らし～ 
井坂 浩一郎 著 
世界文化社 
英国の個人の陶芸工房（ポタリー）案内。美しい田舎の風景の中で暮らし、器や

料理を作る陶芸家の素朴で素敵な暮らしぶりを紹介する。 
産経新聞 2014/06/29 

2014:05. / 127p 
978-4-418-14213-2 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784418142132*

 

ナナカラやまものがたり 
どい かや 著 
童心社 
みんなの忠告も聞かずに水を無駄にし続けたネコの話や、大好きなおばあちゃ

んと森に行くかわいいこぐまの話など、5 つの話が 1 冊に。 
産経新聞 2014/06/29 

2014:04. / 40p 
978-4-494-00320-4 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784494003204*

 

ほんの数行 
和田 誠 著 
七つ森書館 
装丁した 3000 冊を超える本から、名ゼリフがキラリと光る 100 冊を選び、デザイン

を巡る想い出を、装丁家ならではの視点で綴る。 
産経新聞 2014/06/29 

2014:05. / 221p 
978-4-8228-1402-1 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784822814021*

 

「うつ」は病気か甘えか。～今どきの「うつ」を読み解くミステリ～ 
村松 太郎 著 
幻冬舎 
主観至上主義、ストレス神話、ニセ医者・ニセ患者、裁判所における診断などを

取り上げ、現役医師が、「うつ」は病気か甘えかという禁断の問いに挑む。症例 JE
を題材にした講義も収録。 
産経新聞 2014/06/29 

2014:04. / 307p 
978-4-344-02565-3 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784344025653*

 

昭和 40 年代ファン手帳(中公新書ラクレ 497) 
泉 麻人 著 
中央公論新社 
高度経済成長まっただ中の昭和 40 年代。各年の世相を代表する出来事を、著

者自身の小学?高校時代の経験と絡めて紹介し、激動の 10 年間を振り返る。自

民党幹事長・石破茂との同級生対談も収録。 
産経新聞 2014/06/29 

2014:06. / 280p 
978-4-12-150497-5 
880 円〔本体〕+税 

*9784121504975*
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意識力(PHP 新書 914) 
宮本 慎也 著 
ＰＨＰ研究所 
意識ひとつで結果は変わる-。日本代表キャプテンとしてチームを支えた心の持

ち方とは? チームのなかでの役割、二遊間の信頼関係など、元プロ野球選手・宮

本慎也が、19 年間の現役生活を振り返る。 
産経新聞 2014/06/29 

2014:04. / 207p 
978-4-569-81645-6 
760 円〔本体〕+税 

*9784569816456*

 

警視庁捜査一課長の「人を見抜く」極意(光文社新書 696) 
久保 正行 著 
光文社 
警視庁捜査一課長が、41 年にわたる警察官生活の中で、人や物事をどう観察し

てきたか、その観察を通して、どのように刑事のカンを養ってきたかを述べ、人が

犯罪を犯したらどのような行動をとるのかなども綴る。 
産経新聞 2014/06/29 

2014:05. / 245p 
978-4-334-03799-4 
760 円〔本体〕+税 

*9784334037994*

 

韓国の大量虐殺事件を告発する～ベトナム戦争「参戦韓国軍」の真実～ 
北岡 俊明/ 北岡 正敏 著 
展転社 
ベトナム戦争中の残虐行為の真犯人は、アメリカではなく韓国である。韓国軍に

よる民間人の大量虐殺事件を綿密な現地取材で徹底検証。“慰安婦”“歴史認

識”を論う資格などない、戦争犯罪国家・韓国の正体を暴く。 
産経新聞 2014/06/29 

2014:06. / 222p 
978-4-88656-405-4 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784886564054*

 

うどんの時間～Happiness taste of Sanuki�Udon～ 
山下 貴光 著 
文芸社 
弟の葬式のため、10 年ぶりに香川に帰ってきた健太郎。そこには堅ブツうどん職

人のオヤジや仲間たちが待っていた。遺品のカセットテープに録音されていた弟

からのメッセージが、夢破れた健太郎の人生を少しずつ変えてゆき…。 
産経新聞 2014/06/29 

2014:06. / 260p 
978-4-286-15405-3 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784286154053*

 

朝日の中の黒い鳥(講談社学術文庫)  
ポ－ル・クロ－デル/ 内藤高 著 
講談社 
朝日新聞 2014/06/01 

1988:11. / 245p 
978-4-06-158850-9 
738 円〔本体〕+税 

*9784061588509*

 

「縮み」志向の日本人(講談社学術文庫)  
李 御寧 著 
講談社 
朝日新聞 2014/06/01 

2007:04. / 342p 
978-4-06-159816-4 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784061598164*
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日本の文学論(講談社文芸文庫)  
竹西 寛子 著 
講談社 
朝日新聞 2014/06/01 

1998:11. / 285p 
978-4-06-197640-5 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784061976405*

 

たったひとつの冴えたやりかた(ハヤカワ文庫 ＳＦ)  
ジェイムズ・ティプトリー・ジュニア/ 浅倉 久志 著 
早川書房 
朝日新聞 2014/06/01 

1987:10. / 387p 
978-4-15-010739-0 
820 円〔本体〕+税 

*9784150107390*

 

Ｙの悲劇(創元推理文庫)  
エラリー・クイーン/ 鮎川 信夫 著 
東京創元社 
朝日新聞 2014/06/01 

1959:09. / 430p 
978-4-488-10402-3 
720 円〔本体〕+税 

*9784488104023*

 

楽しく遊ぶ学ぶよのなかの図鑑(小学館の子ども図鑑プレ NEO) 
寺本 潔 著 
小学館 
身近な世の中の「はてな?」が楽しくわかる 
朝日新聞 2014/06/01 

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

*9784092131880*

 

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 
朝日新聞 2014/06/01 

2014:04. / 4p,317p,52p 
978-4-8158-0769-6 
4,500 円〔本体〕+税 

*9784815807696*

 

遺伝子の川(草思社文庫 ド 1-1) 
リチャード・ドーキンス/ 垂水 雄二 著 
草思社 
進化はどこへ向かうのか？遺伝子の川の流れをたどりながら、自然淘汰とダーウ

ィン主義の真髄に徹底した論理思考で鋭くせまる。 
朝日新聞 2014/06/01 

2014:04. / 235p 
978-4-7942-2043-1 
700 円〔本体〕+税 

*9784794220431*

 

家永三郎生誕 100 年～憲法・歴史学・教科書裁判～ 
家永三郎生誕 100 年記念実行委員会 編 
日本評論社 
国家の歴史認識の歪曲を糺しつづけた家永三郎から引き継ぐべきものは何か、

鹿野政直教授はじめ２０名の論者が今日的情況を照射する 
朝日新聞 2014/06/01 

2014:03. / 6p,127p 
978-4-535-52043-1 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784535520431*
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絵のある自伝(文春文庫 あ 9-7) 
安野 光雅 著 
文藝春秋 
津和野の少年が炭鉱務め、兵役、教員を経て絵描きになった…柔らかな水彩画

が、心温まる追憶にさらなる味わいを添える「昭和」の話。 
朝日新聞 2014/06/01 

2014:05. / 247p 
978-4-16-790102-8 
680 円〔本体〕+税 

*9784167901028*

 

鉱物コレクション～コレクターが語る鉱物の魅力～(サイエンス&コレクション) 
青木 正博 著 
誠文堂新光社 
鉱物の魅力は美しさと科学的アプローチ。本書は鉱物コレクターによるコレクショ

ンの紹介と、その魅力について写真とともに披露する。 
朝日新聞 2014/06/01 

2014:04. / 159p 
978-4-416-11369-1 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784416113691*

 

犬と、走る 
本多 有香 著 
集英社インターナショナル 
初めて見た犬ぞりレースに魅せられ、単身カナダに飛んで１５年間。犬ぞり師の

下、ハードな修行生活を経て、カナダ・アラスカ１，００ 
朝日新聞 2014/06/01 

2014:04. / 258p 
978-4-7976-7272-5 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784797672725*

 

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 2014/06/01 

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

*9784326402939*

 

２０２０年、１０年後の日本～「坂の上の雲」の先に何が見えるか？～  
田原 総一朗 著 
アスコム 
１０年後の日本はどうなっているか？ 丹羽宇一郎、茂木健一郎、三木谷浩史ら

日本を代表する論客たちが、日本の経済、政治、環境問題、教育などについて

語る。 
朝日新聞 2014/06/01 

2010:02. / 216p 
978-4-7762-0583-8 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784776205838*

 

日本人は、どんな肉を喰ってきたのか? 
田中 康弘 著 
えい出版社 
秘境の村の猪猟、山中の鹿肉のレストラン、厳寒の礼文島のトド猟…。現在日本

でどのように猟が行われ、そしてどう獲物は食べられているのか、その現場を歩

く。 
朝日新聞 2014/06/01 

2014:04. / 175p 
978-4-7779-3161-3 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784777931613*
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日本の雇用と中高年(ちくま新書 1071) 
濱口 桂一郎 著 
筑摩書房 
激変する雇用環境。労働問題の責任ある唯一の答えは「長く生き、長く働く」しか

ない。けれど、年齢が足枷になって再就職できない中高年。あるべき制度設計と

は。 
朝日新聞 2014/06/01 

2014:05. / 238p 
978-4-480-06773-9 
780 円〔本体〕+税 

*9784480067739*

 

集団的自衛権～新たな論争のために～ 新版 
佐瀬 昌盛 著 
一藝社 
国際法上の概念である、集団的自衛権を論じた書。2001 年刊「集団的自衛権 
論争のために」の全文を収録し、 近 10 年間ほどの新しい事情に対応した数章

を加える。 
朝日新聞 2014/06/01 

2012:07. / 269p 
978-4-86359-048-9 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784863590489*

 

金を払うから素手で殴らせてくれないか? 
木下 古栗 著 
講談社 
失踪した男の行方を、当の男本人が追う-。読むものを混乱と肩すかしに陥れる、

カルト作家の真骨頂。表題作をはじめ全 3 編を収録した、古栗ワールド全開の小

説集。『新潮』『群像』掲載を書籍化。 
朝日新聞 2014/06/01 

2014:03. / 171p 
978-4-06-218819-7 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784062188197*

 

第一次世界大戦～現代の起点～<1> 世界戦争 
山室 信一/ 岡田 暁生/ 小関 隆/ 藤原 辰史 編 
岩波書店 
第一次世界大戦を現代の幕開けを告げる出来事としてとらえ、その歴史的な意

義と現在性を探る。1 は、植民地やアジアにとっての大戦経験に焦点をあて、大

戦の「世界性」を考察する。見返しに地図あり。 
朝日新聞 2014/06/01 

2014:04. / 10p,256p 
978-4-00-028711-1 
3,700 円〔本体〕+税 

*9784000287111*

 

ここにないもの～新哲学対話～(中公文庫 の 12-4) 
野矢 茂樹/ 植田 真 著 
中央公論新社 
「死ぬのってさ、なんでこわいんだろう?」「この空の色は何色だと思う?」 いろんな

ことを考えてはお喋りしているエプシロンとミュー。世界の姿を探ろうとする会話の

中から見えてくる哲学の原風景。 
朝日新聞 2014/06/01 

2014:04. / 222p 
978-4-12-205943-6 
720 円〔本体〕+税 

*9784122059436*

 

エンジニアリングの真髄～なぜ科学だけでは地球規模の危機を解決できないの

か～ 
ヘンリー・ペトロスキー/ 安原 和見 著 
筑摩書房 
科学とエンジニアリングの歴史を、有名企業における研究開発や国家プロジェク

トなど、多くの実例で読み解く。そして、地球規模の問題に立ち向かうとき、何が

科学者とエンジニアに求められるのかを探る。 
朝日新聞 2014/06/01 

2014:03. / 343p 
978-4-480-86077-4 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784480860774*
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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。 
朝日新聞 2014/06/01 

2014:04. / 465p 
978-4-15-180301-7 
1,060 円〔本体〕+税 

*9784151803017*

 

家めしの王道～家庭料理はシンプルが美味しい～(角川 SSC 新書 224) 
林 望 著 
KADOKAWA 
さあ、男の料理も女の料理も超越した「リンボウ流クッキング」を始めましょう! 毎

日、夫婦二人のすべての食事を作り続けているリンボウ先生が、簡単に楽しく美

味しい家庭料理を作るコツとレシピを紹介します。 
朝日新聞 2014/06/01 

2014:05. / 223p 
978-4-04-731375-0 
920 円〔本体〕+税 

*9784047313750*

 

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。 
朝日新聞 2014/06/01 

2014:04. / 7p,190p 
978-4-00-022227-3 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784000222273*

 

なぜ、真冬のかき氷屋に行列ができるのか? 
川上 徹也/ 石附 浩太郎 著 
日本実業出版社 
真冬でも行列ができるかき氷屋の商売繁盛の秘密とは? 「リスクが大きいからこ

そ、先行者利益が生まれる」「効率的な商売に「伸びしろ」はない」など、新しい市

場を生み出したかき氷屋の「7 つの繁盛法則」を紹介する。 
朝日新聞 2014/06/01 

2013:05. / 253p 
978-4-534-05078-6 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784534050786*

 

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。 
朝日新聞 2014/06/01 

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

*9784121022578*

 

茶の本／日本の目覚め／東洋の理想～岡倉天心コレクション～ 付『東洋の目

覚め』(ちくま学芸文庫 オ 19-1） 
岡倉 天心/ 岡倉 天心/ 岡倉 天心 著 
筑摩書房 
岡倉天心の主著三部作を収録。「茶」の芸術と哲学を語り、日本文化の精髄を説

く「茶の本」、日本の興隆は東洋文明の発揚とした「日本の目覚め」、日本美術文

化論「東洋の理想」のほか、未刊行論稿「東洋の目覚め」を掲載。 
朝日新聞 2014/06/01 

2012:06. / 426p 
978-4-480-09459-9 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784480094599*
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朝鮮戦争論～忘れられたジェノサイド～(世界歴史叢書) 
ブルース・カミングス 著 
明石書店 
アメリカ人がアメリカ人のために書いた朝鮮戦争についての本。朝鮮戦争の戦闘

の詳しい経緯を語り、戦争に至るまでのアメリカ政界の事情や朝鮮半島の政治状

況を掘り下げ、戦争の惨禍を描出し、南北和解への動きを展望する。 
朝日新聞 2014/06/01 

2014:04. / 295p 
978-4-7503-3988-7 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784750339887*

 

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！ 
朝日新聞 2014/06/01 

2014:03. / 313p 
978-4-562-05059-8 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784562050598*

 

他人を攻撃せずにはいられない人(PHP 新書 895) 
片田 珠美 著 
ＰＨＰ研究所 
世の中には、他人を攻撃せずにはいられない人が多くいる。人を陥れる「攻撃欲

の強い人」を事例で紹介し、ターゲットの心をどんなふうに壊していくのか、どうし

てそんなことをするのかを解説。ターゲットの心理や対処法も示す。 
朝日新聞 2014/06/01 

2013:12. / 205p 
978-4-569-81653-1 
740 円〔本体〕+税 

*9784569816531*

 

戦争と政治の間～ハンナ・アーレントの国際関係思想～ 
パトリシア・オーウェンズ/ 中本 義彦/ 矢野 久美子 著 
岩波書店 
暴力と権力、戦争と政治、偽善、?、人道主義…。20 世紀を代表する政治思想

家、ハンナ・アーレントが喚起した戦争をめぐる理論的問題を鮮やかに読み解き、

国際関係論にその思想を位置づける。 
朝日新聞 2014/06/01 

2014:03. / 11p,270p,35p 
978-4-00-025957-6 
4,600 円〔本体〕+税 

*9784000259576*

 

秘密保護法何が問題か～検証と批判～ 
西谷 修 著, 田島 泰彦 編 
岩波書店 
市民社会を浸蝕する、特定秘密保護法の根本的な欠陥とは何だろうか。多岐に

わたる分野の第一線の研究者や実務家からの寄稿に加えて、特定秘密保護法

の全貌がわかる逐条解説、資料「ツワネ原則」を収録する。 
朝日新聞 2014/06/01 

2014:03. / 8p,363p 
978-4-00-024519-7 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784000245197*

 

いちえふ福島第一原子力発電所労働記<１>(モ－ニングＫＣ) 
竜田一人 著 
講談社 
朝日新聞 2014/06/01、読売新聞 2014/06/01 

2014:04. / 186p 
978-4-06-388318-3 
580 円〔本体〕+税 

*9784063883183*
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人生相談。 
真梨 幸子 著 
講談社 
「居候している女性が出て行ってくれません」「セクハラに時効はありますか?」 一

見何の関係性もなさそうな人生相談。その裏に隠された、衝撃の事件の真相とは

…。『小説現代』連載を大幅に加筆修正し単行本化。 
朝日新聞 2014/06/01、読売新聞 2014/06/15 

2014:04. / 364p 
978-4-06-218879-1 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784062188791*

 

1914 年～100 年前から今を考える～(平凡社新書 733) 
海野 弘 著 
平凡社 
第一次世界大戦が始まった 1914 年は国際面だけでなく様々な文脈において時

代の転換点だった。100 年前の世界と日本を検証する。 
朝日新聞 2014/06/01、読売新聞 2014/06/29 

2014:05. / 235p 
978-4-582-85733-7 
800 円〔本体〕+税 

*9784582857337*

 

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。 
朝日新聞 2014/06/01、日本経済新聞 2014/06/08 

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

*9784622078302*

 

孤独死のリアル(講談社現代新書 2264) 
結城 康博 著 
講談社 
遺体が発見されたらどうなるか? 孤独死の場合の葬儀は? 独り暮らしで認知症に

なったら? 地方自治体の高齢者福祉担当職を経て研究者になった著者が、経験

や現場の本音をふまえて、「孤独死」の現状をありのままに綴る。 
朝日新聞 2014/06/01、日本経済新聞 2014/06/08 

2014:05. / 209p 
978-4-06-288264-4 
760 円〔本体〕+税 

*9784062882644*

 

逝きし世の面影(平凡社ライブラリー)  
渡辺 京二 著 
平凡社 
明治から百余年．日本人は何を得，何を失ったのか 
朝日新聞 2014/06/01、日本経済新聞 2014/06/15 

2005:09. / 604p 
978-4-582-76552-6 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784582765526*

 

ツイッター創業物語～金と権力、友情、そして裏切り～ 
ニック・ビルトン/ 伏見 威蕃 著 
日本経済新聞出版社 
世界を変える力さえ持つ「140 字のつぶやき」はどうやって生まれたか。3 億ユー

ザが使うツール、ツイッターを生み出した 4 人の若者たちの物語。 
朝日新聞 2014/06/01、日本経済新聞 2014/06/29 

2014:04. / 391p 
978-4-532-31933-5 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784532319335*

 

死化粧(朝日文庫)  
渡辺 淳一 著 
朝日新聞出版 
朝日新聞 2014/06/08 

2010:04. / 357p 
978-4-02-264542-5 
700 円〔本体〕+税 

*9784022645425*
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廃礦にて(角川文庫)  
渡辺 淳一 著 
角川書店 
朝日新聞 2014/06/08 

1990:01. / 218p 
978-4-04-130706-9 
340 円〔本体〕+税 

*9784041307069*

 

失楽園<上>(角川文庫)  
渡辺 淳一 著 
角川書店 
朝日新聞 2014/06/08 

2004:01. / 323p 
978-4-04-130737-3 
552 円〔本体〕+税 

*9784041307373*

 

失楽園<下>(角川文庫)  
渡辺 淳一 著 
角川書店 
朝日新聞 2014/06/08 

2004:01. / 308p 
978-4-04-130738-0 
552 円〔本体〕+税 

*9784041307380*

 

羊の木<５>(イブニングＫＣ) 
いがらしみきお／山上たつひこ 著 
講談社 
朝日新聞 2014/06/08 

2014:05. / 216p 
978-4-06-354515-9 
657 円〔本体〕+税 

*9784063545159*

 

鈍感力(集英社文庫)  
渡辺 淳一 著 
集英社 
朝日新聞 2014/06/08 

2010:03. / 239p 
978-4-08-746542-6 
400 円〔本体〕+税 

*9784087465426*

 

エデンの東<１>(ハヤカワｅｐｉ文庫)  
ジョン・スタインベック/ 土屋 政雄 著 
早川書房 
朝日新聞 2014/06/08 

2008:01. / 286p 
978-4-15-120045-8 
780 円〔本体〕+税 

*9784151200458*

 

君も雛罌粟（コクリコ）われも雛罌粟（コクリコ）～与謝野鉄幹・晶子夫妻の生涯

～<上>(文春文庫)  
渡辺 淳一 著 
文芸春秋 
朝日新聞 2014/06/08 

1999:01. / 437p 
978-4-16-714522-4 
733 円〔本体〕+税 

*9784167145224*
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君も雛罌粟（コクリコ）われも雛罌粟（コクリコ）～与謝野鉄幹・晶子夫妻の生涯

～<下>(文春文庫)  
渡辺 淳一 著 
文芸春秋 
朝日新聞 2014/06/08 

1999:01. / 452p 
978-4-16-714523-1 
733 円〔本体〕+税 

*9784167145231*

 

素顔の孫文～国父になった大ぼら吹き～ 
横山 宏章 著 
岩波書店 
革命を夢想し、失敗し続けた男の一代記 
朝日新聞 2014/06/08 

2014:04. / 14p,294p,6p 
978-4-00-001082-5 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784000010825*

 

鄙の宿～ゴットフリート・ケラー、ヨーハン・ペーター・ヘーベル、ローベルト・ヴァ

ルザー他について～(ゼーバルト・コレクション) 
W.G.ゼーバルト/ 鈴木 仁子 著 
白水社 
妊娠から出産までを絶妙なタッチでつづる 
朝日新聞 2014/06/08 

2005:02. / 186p 図版 12
枚 
978-4-560-02773-8 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784560027738*

 

神と肉～日本の動物供犠～(平凡社新書 730) 
原田 信男 著 
平凡社 
コメの豊作のために神に肉を供える儀礼の日本史 
朝日新聞 2014/06/08 

2014:04. / 252p 
978-4-582-85730-6 
860 円〔本体〕+税 

*9784582857306*

 

生きづらさの自己表現～アートによってよみがえる「生」～ 
藤澤 三佳 著 
晃洋書房 
自己表現と他者との共感による生きる意欲の覚醒 
朝日新聞 2014/06/08 

2014:06. / 8p,214p,4p 図

版 10p 
978-4-7710-2547-9 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784771025479*

 

糸を手繰れば～結び屋おえん～ 
志川 節子 著 
新潮社 
結び屋――それは人の縁をつなぐ仕事。子と生き別れ、婚家を追われた女が取

り持つ、男と女の間柄とは？ 新星が放つ人情小説決定版！ 
朝日新聞 2014/06/08 

2014:05. / 291p 
978-4-10-335671-4 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784103356714*

 

ザ・ビートルズ BBC アーカイブズ 1962-1970 
ケヴィン・ハウレット/ 山川 真理/ 吉野 由樹/ 松田 ようこ/ 広田 寛治 著 
河出書房新社 
デビューから解散まで、4 人が出演した BBC ラジオ・テレビの全記録を集大成！

眠っていた貴重な内部資料をまとめた決定版ボックス。 
朝日新聞 2014/06/08 

2014:05. / 335p 
978-4-309-27483-6 
12,800 円〔本体〕+税 

*9784309274836*
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鄙への想い～日本の原風景、そのなりたちと行く末～ 
田中 優子 著 
清流出版 
6 大学初の女性総長として、法政大学総長に就任する田中優子氏。江戸から現

代に続く「鄙（ひな）－いなかー」と「都市」の関係を語る 
朝日新聞 2014/06/08 

2014:03. / 245p 
978-4-86029-414-4 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784860294144*

 

子は親を救うために「心の病」になる(ちくま文庫 た 36-2) 
高橋 和巳 著 
筑摩書房 
子は親が好きだからこそ「心の病」になり、親を救おうとしている。精神科医である

著者が説く、親子という「生きづらさ」の原点とその解決。 
朝日新聞 2014/06/08 

2014:04. / 277p 
978-4-480-43158-5 
780 円〔本体〕+税 

*9784480431585*

 

どちらとも言えません(文春文庫 お 38-7) 
奥田 英朗 著 
文藝春秋 
サッカー後進国の振る舞いに恥じ入り、プロ野球選手の名前をマジメに考え、大

相撲の八百長疑惑にはやや寛容? スポーツ大好き作家が、さまざまなスポーツ

を勝手気ままに語る。 
朝日新聞 2014/06/08 

2014:04. / 241p 
978-4-16-790076-2 
480 円〔本体〕+税 

*9784167900762*

 

白夜行(集英社文庫)  
東野 圭吾 著 
集英社 
１９年前の大阪の質屋殺し。迷宮入りしたこの事件に関係した少年と少女が歩ん

だ道は…。絶望の白い光の中、魂の荒野を行く男と女を、叙事詩的スケールで描

く傑作ミステリー長篇。  
朝日新聞 2014/06/08 

2002:05. / 860p 
978-4-08-747439-8 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784087474398*

 

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。 
朝日新聞 2014/06/08 

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

*9784760143498*

 

菊地信義の装幀～1997?2013～ 
菊地 信義 著 
集英社 
世紀をまたぎ出版文化を牽引しつづける菊地信義のブックデザイン集。1997 年

から現在までの 6000 点以上の仕事から約 1400 点を厳選し、「形体」「文字」「図

像」からなる三部構成で提示する。 
朝日新聞 2014/06/08 

2014:05. / 199p 
978-4-08-775415-5 
9,000 円〔本体〕+税 

*9784087754155*
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SIMONDOLL 
四谷 シモン 著 
求龍堂 
少女や少年、女、天使、キリスト…。カリスマ人形作家・四谷シモンの手で、完璧

に美しく、愛らしく作られた、無時間性の中に生きる人形たちの姿を収めた一冊。

四谷シモンへのインタビューなども収録する。 
朝日新聞 2014/06/08 

2014:05. / 164p 
978-4-7630-1412-2 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784763014122*

 

吸血鬼ドラキュラ(角川文庫 ス 21-1) 
ブラム・ストーカー 著 
KADOKAWA 
ヨーロッパの辺境、荒れ果てた城に住むドラキュラ伯爵。彼は昼に眠り、夜は目覚

める吸血鬼であった――。人の生き血を求め闇を徘徊するドラキュラ伯爵。不死

者と人間の闘いが、いま始まろうとしている……。 
朝日新聞 2014/06/08 

2014:05. / 669p 
978-4-04-101442-4 
840 円〔本体〕+税 

*9784041014424*

 

今日もひとり、ディズニーランドで 
ワクサカ ソウヘイ 著 
イーストプレス 
23 歳、仕事なし、恋人もなし、ヒマは腐るほどにある僕は、ふとした思いつきから、

毎日ディズニーランドに通うようになり…。気鋭のコラムニストが自らの実体験をも

とに描いた、青春エンターテインメント。 
朝日新聞 2014/06/08 

2014:04. / 235p 
978-4-7816-1137-2 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784781611372*

 

タルト・タタンの夢(創元推理文庫 M こ 1-4) 
近藤 史恵 著 
東京創元社 
下町の小さなフレンチ・レストラン、ビストロ・パ・マル。無口な変人シェフ三舟の料

理は、客の心と舌をつかむものばかり。そんな彼が、客たちの巻き込まれた不思

議な事件や不可解な出来事の謎をあざやかに解く。 
朝日新聞 2014/06/08 

2014:04. / 253p 
978-4-488-42704-7 
700 円〔本体〕+税 

*9784488427047*

 

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 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。 
朝日新聞 2014/06/08 

2014:03. / 444p 
978-4-480-86128-3 
3,600 円〔本体〕+税 

*9784480861283*

 

宮本式・ワールドカップ観戦術～サッカー世界地図の読み解き方～(朝日新書 
460) 
宮本 恒靖 著 
朝日新聞出版 
元日本代表主将・宮本恒靖が、サッカー世界一の国を決める四年に一度の大舞

台の楽しみ方を伝授。出場国の戦術や個性から、スーパースター選手の注目ポ

イントと不安点、日本代表の可能性まで、あらゆる角度から分析する。 
朝日新聞 2014/06/08 

2014:05. / 197p 
978-4-02-273560-7 
720 円〔本体〕+税 

*9784022735607*
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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 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。 
朝日新聞 2014/06/08 

2014:03. / 404p 
978-4-480-86127-6 
3,600 円〔本体〕+税 

*9784480861276*

 

メディアの苦悩～28 人の証言～(光文社新書 695) 
長澤 秀行 著 
光文社 
「マスゴミ」「オワコン」と言われる新聞・テレビと、炎上など様々な社会問題をたび

たび引き起こすネットメディア。苦悩を続けるそのトップたちへの取材を中心に、こ

れからの「メディアの役割」をあぶり出すインタビュー集。 
朝日新聞 2014/06/08 

2014:05. / 280p 
978-4-334-03798-7 
820 円〔本体〕+税 

*9784334037987*

 

愛ふたたび 
渡辺 淳一 著 
幻冬舎 
愛妻の死を契機に、第二の人生を楽しむ決心をした 73 歳の整形外科医・国分

は、ある日突然、性的不能に襲われる。落ち込む彼の前に、亡き妻の面影をしの

ばせる女性が現れ…。『日刊ゲンダイ』等連載を加筆・修正し単行本化。 
朝日新聞 2014/06/08 

2013:06. / 269p 
978-4-344-02421-2 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784344024212*

 

ASEAN は日本経済をどう変えるのか(NHK 出版新書 434) 
西浜 徹 著 
ＮＨＫ出版 
2015 年の「共同体」設立を目前に、ASEAN に高い注目が集まっている。果たし

て ASEAN は日本経済を救う鍵になるのか。気鋭のエコノミストが 新情報をもと

に、激動を続ける ASEAN の行方をわかりやすく解説する。 
朝日新聞 2014/06/08 

2014:05. / 200p 
978-4-14-088434-8 
740 円〔本体〕+税 

*9784140884348*

 

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。 
朝日新聞 2014/06/08 

2014:03. / 463p,44p 
978-4-16-390035-3 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784163900353*

 

南方熊楠の見た夢～パサージュに立つ者～ 
唐澤 太輔 著 
勉誠出版 
生と死、自己と他者、正常と異常…。日常の中の二項対立を越えて、熊楠が考え

続けたものは何だったのか。残された記録の中から「夢」を巡る断片をつなぎ合わ

せ、いまなお驚きと斬新さを持ち続けるその哲学を浮かび上がらせる。 
朝日新聞 2014/06/08 

2014:03. / 22p,331p,6p 
978-4-585-22076-3 
4,200 円〔本体〕+税 

*9784585220763*
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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。 
朝日新聞 2014/06/08 

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

*9784000259552*

 

粕谷一希随想集<1> 忘れえぬ人びと 
粕谷 一希 著 
藤原書店 
時代と切り結んだ編集者・粕谷一希の珠玉の文章群を精選した随想集。1 は、永

井陽之助、萩原延壽、松本重治、小島祐馬などの思い出や人物論を収録する。

新保祐司の解説も掲載。 
朝日新聞 2014/06/08、読売新聞 2014/06/29 

2014:05. / 389p 
978-4-89434-968-1 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784894349681*

 

スノーデンファイル～地球上で最も追われている男の真実～ 
ルーク・ハーディング/ 三木 俊哉 著 
日経ＢＰ社 
世界 強の情報組織 NSA（米国国家安全保障局）の職員エドワード・スノーデン

が引き起こした「世紀の情報漏洩」の一部始終。 
朝日新聞 2014/06/08、日本経済新聞 2014/06/22 

2014:05. / 334p 
978-4-8222-5021-8 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784822250218*

 

レスト－夫人(ヤングジャンプコミックスアオハル) 
三島芳治 著 
集英社 
朝日新聞 2014/06/15 

2014:05. / 174p 
978-4-08-879838-7 
514 円〔本体〕+税 

*9784088798387*

 

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？ 
朝日新聞 2014/06/15 

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

*9784106105661*

 

現代ジャーナリズム事典 
武田 徹/ 藤田 真文/ 山田 健太 著 
三省堂 
いまを生き、いまを知るための待望の事典 
朝日新聞 2014/06/15 

2014:05. / 4p,378p 
978-4-385-15108-3 
4,500 円〔本体〕+税 

*9784385151083*

 

解体新書「捕鯨論争」 
石井 敦 著 
新評論 
中立･批判的検証による｢捕鯨問題の総合知｣! 
朝日新聞 2014/06/15 

2011:05. / 20,321p 
978-4-7948-0870-7 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784794808707*
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江戸・東京の都市史～近代移行期の都市・建築・社会～(明治大学人文科学研

究所叢書) 
松山 恵 著 
東京大学出版会 
江戸から東京へ――維新から明治 20 年代の激動期における生活空間としての

首都東京の歴史的転換を空間的・構造的に明らかにする。 
朝日新聞 2014/06/15 

2014:04. / 6p,369p,5p 
978-4-13-026608-6 
7,400 円〔本体〕+税 

*9784130266086*

 

謝るなら、いつでもおいで 
川名 壮志 著 
集英社 
佐世保の小学校で小６女児が仲の良い同級生に殺害された痛ましい事件から１

０年。被害者家族は、どう精神のバランスをとり生きてきた 
朝日新聞 2014/06/15 

2014:03. / 324p 
978-4-08-781550-4 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784087815504*

 

20 世紀エディトリアル・オデッセイ～時代を創った雑誌たち～ 
赤田 祐一/ ばるぼら 著 
誠文堂新光社 
雑誌に詳しい著者が文化やメディアに影響を及ぼした雑誌を選び、関係者の証

言やビジュアルで解説。20 世紀に刊行した雑誌年表付き。 
朝日新聞 2014/06/15 

2014:04. / 218p 
978-4-416-11438-4 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784416114384*

 

これを語りて日本人を戦慄せしめよ～柳田国男が言いたかったこと～(新潮選

書) 
山折 哲雄 著 
新潮社 
日本民俗学の母胎となる『遠野物語』の序文に記された激烈な言葉の意味は？ 

その半生を俯瞰し、学問を通して訴えたかったメッセージを探る新しい柳田論。 
朝日新聞 2014/06/15 

2014:03. / 237p 
978-4-10-603743-6 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784106037436*

 

壽屋コピーライター開高健 
坪松 博之 著 
たる出版 
「明るく楽しく暮らしたい」「人間らしくやりたいナ」 壽屋宣伝部員として活躍した

開高健の、コピーライター、さらに広告人としての足跡を明らかにする。開高健の

年表も収録。 
朝日新聞 2014/06/15 

2014:04. / 458p 
978-4-905277-10-1 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784905277101*

 

陰謀論の正体！(幻冬舎新書 た-17-1) 
田中 聡 著 
幻冬舎 
3・11 以降、マスメディアへの信用が失墜し、ネットの情報に依存して、いつのまに

か陰謀論が世界を覆っている。その理由を解き明かし、「陰謀論の時代」を生きる

ためのリテラシーを提示する。 
朝日新聞 2014/06/15 

2014:05. / 215p 
978-4-344-98348-9 
820 円〔本体〕+税 

*9784344983489*
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幻想のジャンヌ・ダルク～中世の想像力と社会～ 
コレット・ボーヌ/ 阿河 雄二郎/ 北原 ルミ/ 嶋中 博章/ 滝澤 聡子/ 頼 順子 
著 
昭和堂 
乙女、預言者、騎士……幻想に浮かぶジャンヌはさまざまな姿をみせる。当時の

史料やジャンヌを知る人の証言、ジャンヌにまつわる伝説など超自然的な問題解

明にも挑み、ジャンヌの真の姿へ迫る。 
朝日新聞 2014/06/15 

2014:01. / 10p,400p,72p 
978-4-8122-1350-6 
6,000 円〔本体〕+税 

*9784812213506*

 

死のメンタルヘルス～最期に向けての対話～(シリーズここで生きる) 
中澤 正夫 著 
岩波書店 
自らの臨死体験を経て、震災後の福島に通いながら、被爆者を含めた多くの患

者の死に接してきた老練の精神科医は何を思ったか? 香山リカ、椎名誠、石川

文洋らとの対話で気づいた「死の豊穣さ」を語る。 
朝日新聞 2014/06/15 

2014:05. / 10p,196p 
978-4-00-028721-0 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784000287210*

 

捕鯨の文化人類学 
岸上 伸啓 著 
成山堂書店 
世界各地の捕鯨の歴史と現状、捕鯨をめぐる現代的な問題を紹介し、学際的に

検討する。序論と総論、先住民による捕鯨、日本の事例を中心とした地域捕鯨の

歴史と現状、捕鯨をめぐる諸問題に関する論考で構成。 
朝日新聞 2014/06/15 

2012:03. / 3p,342p,6p 
978-4-425-98241-7 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784425982417*

 

ルポ高齢者ケア～都市の戦略、地方の再生～(ちくま新書 1072) 
佐藤 幹夫 著 
筑摩書房 
超高齢社会における切迫した事態に対応した、利用者にとって 善のケアとは

何か。各地で先進的な取り組みを進めている人びとを取材し、地域医療、生活困

難者支援の未来を考える。『健康保険』連載を再構成。 
朝日新聞 2014/06/15 

2014:05. / 254p 
978-4-480-06777-7 
800 円〔本体〕+税 

*9784480067777*

 

愛さなくてはいけないふたつのこと～あなたに贈る人生のくすり箱～(PHP 文庫 

ま 47-4) 
松浦 弥太郎 著 
ＰＨＰ研究所 
「不安」と「寂しさ」と少しでも仲良くなれば、心はいつもおだやかでいられる。自分

が自分らしく生きていくために、友だちのように愛さなくてはいけない、ふたつのこ

とがあるということを学ぶためのヒント。 
朝日新聞 2014/06/15 

2014:04. / 193p 
978-4-569-76173-2 
620 円〔本体〕+税 

*9784569761732*

 

本屋の雑誌(別冊本の雑誌 17) 
本の雑誌集部 編 
本の雑誌社 
1976 年の創刊以来 39 年、『本の雑誌』に掲載された膨大な書店関係の記事か

ら選りすぐった一部を再録し、新企画の原稿と合わせた「新・本屋さん読本」。書

店の表側から裏側までのすべてを網羅した一冊。 
朝日新聞 2014/06/15 

2014:05. / 407p 
978-4-86011-256-1 
1,980 円〔本体〕+税 

*9784860112561*
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魂への旅路～戦災から震災へ～(シリーズここで生きる) 
横湯 園子 著 
岩波書店 
大きな揺れを体感した大震災の後、封印されていた大空襲の記憶の扉が開いた-
。被災地でカウンセリングを行ってきた著者が、被災地での経験や、過去のトラウ

マが症状化していった首都圏の青年たちについて綴る。 
朝日新聞 2014/06/15 

2014:05. / 16p,149p 
978-4-00-028722-7 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784000287227*

 

プロ野球 12 球団ファンクラブ全部に 10 年間入会してみた!～涙と笑いの球界興

亡クロニクル～ 
長谷川 晶一 著 
集英社 
2005 年から 2014 年まで、プロ野球 12 球団すべてのファンクラブに 10 年間入会

し続けた著者が、年度別に 12 球団の特典を振り返り、その上で球団別の魅力や

問題点をまとめる。『野球小僧』掲載を加筆修正。 
朝日新聞 2014/06/15 

2014:05. / 255p 
978-4-08-780722-6 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784087807226*

 

図書室の魔法<下>(創元 SF 文庫 SF ウ 13-2) 
ジョー・ウォルトン 著 
東京創元社 
本を心の底から愛したならば、本もあなたを愛してくれる-。孤独の中で、大好きな

小説や秘密の魔法を支えとするモリ。やがて彼女は、仲間と呼べる人々と初めて

出会う。だが、母親の執拗な悪意は彼女を苦しめ続け…。 
朝日新聞 2014/06/15 

2014:04. / 286p 
978-4-488-74902-6 
860 円〔本体〕+税 

*9784488749026*

 

王朝小遊記 
諸田 玲子 著 
文藝春秋 
平安時代の爛熟期。京の都で、物売女、博学爺さん、貴族の元女房、不良少

年、貧民窟の用心棒が結束した。彼らは人喰い鬼よりも怖い敵に力を合わせて対

峙することに…。『オール讀物』掲載に書き下ろしを加え単行本化。 
朝日新聞 2014/06/15 

2014:04. / 308p 
978-4-16-390051-3 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784163900513*

 

図書室の魔法<上>(創元 SF 文庫 SF ウ 13-1) 
ジョー・ウォルトン 著 
東京創元社 
15 歳の少女モリは精神を病んだ母親から逃れ、一度も会ったことのない実父に

引き取られたが、親族の意向で女子寄宿学校に入れられてしまう。周囲になじめ

ないモリは大好きな小説に没頭し、精一杯生きてゆこうとする…。 
朝日新聞 2014/06/15 

2014:04. / 301p 
978-4-488-74901-9 
860 円〔本体〕+税 

*9784488749019*

 

医学者は公害事件で何をしてきたのか(岩波現代文庫) 
津田 敏秀 著 
岩波書店 
公害事件や薬害事件において、多額の研究費の支給を受けて国や加害企業な

どの側に立ってきた「権威ある」医学者たちの発言や行動を、多数の資料や記録

をもとに克明に再現、検証。その学界構造と官僚機構の改革を提言する。 
朝日新聞 2014/06/15 

2014:05. / 14p,344p 
978-4-00-600311-1 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784006003111*
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テキヤはどこからやってくるのか？～露店商いの近現代を辿る～(光文社新書 
692) 
厚 香苗 著 
光文社 
東京下町あたりでは、伝統的な露天商を「テキヤさん」と呼んでいる。「親分子分

関係」や「なわばり」など、独特な慣行を持つ彼ら・彼女らはどのように生計を立

て、商売を営んでいるのか。露天商いの仕事と伝承を考察する。 
朝日新聞 2014/06/15 

2014:04. / 197p 
978-4-334-03795-6 
760 円〔本体〕+税 

*9784334037956*

 

アメリカの家庭と住宅の文化史～家事アドバイザーの誕生～ 
サラ・A.レヴィット/ 岩野 雅子/ 永田 喬/ エィミー・D.ウィルソン 著 
彩流社 
アメリカ建国以来の家庭と住宅のあり方を主導してきた多数の有名、無名の女性

たちの系譜を辿り、家事といった領域や「家事アドバイザー」という専門性がいか

に確立され、女性や家庭に影響を与えてきたかについて解説する。 
朝日新聞 2014/06/15 

2014:04. / 315p,74p 
978-4-7791-2001-5 
4,200 円〔本体〕+税 

*9784779120015*

 

あの頃。～男子かしまし物語～ 
劔 樹人 著 
イーストプレス 
カネもない、仕事もない、彼女もいない。どうなるんだ、僕の人生は! 「神聖かまっ

てちゃん」マネージャーにして、ミュージックシーン 重要人物による、漫画つき

青春叙事詩。『EYESCREAM.JP』連載を再構成。 
朝日新聞 2014/06/15 

2014:05. / 205p 
978-4-7816-1192-1 
1,186 円〔本体〕+税 

*9784781611921*

 

バリアフリーのその先へ！～車いすの 3.11～(シリーズここで生きる) 
朝霧 裕 著 
岩波書店 
難病を抱え、二四時間の介助を受けながらひとり暮らしをしている著者を襲った

3・11。脱原発運動のなかで新たな障害者差別に出会い、心のバリアフリーにつ

いて考える。瑞々しい感性で綴る、震災、障害、脱原発運動の風景。 
朝日新聞 2014/06/15 

2014:06. / 18p,145p 
978-4-00-028723-4 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784000287234*

 

抗体 
アントワーヌ・ダガタ/ 青山 勝/ 田島 義士 著 
赤々舎 
セックス、麻薬、暴力。おぞましさという恩寵を受け、傷つけられた肉体は、口を開

けた割れ目から身を開いて流れ出す。ドキュメンタリーとアートの枠を超えたアント

ワーヌ・ダガタの写真集。ヌード写真やグロテスクな写真あり。 
朝日新聞 2014/06/15 

2014:04. / 559p 
978-4-86541-010-5 
8,000 円〔本体〕+税 

*9784865410105*

 

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。 
朝日新聞 2014/06/15、読売新聞 2014/06/22、毎日新聞 2014/06/22 

2014:04. / 211p 
978-4-309-02285-7 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784309022857*
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男ともだち 
千早 茜 著 
文藝春秋 
同棲相手に倦んで医者の彼氏と危険な逢引。仕事は順調、でもなにか足りない。

そのとき 29 歳の日常に軽快な懐かしい闖入者が現れた。 
朝日新聞 2014/06/15、日本経済新聞 2014/06/22 

2014:05. / 237p 
978-4-16-390066-7 
1,550 円〔本体〕+税 

*9784163900667*

 

年収は「住むところ」で決まる～雇用とイノベーションの都市経済学～ 
エンリコ・モレッティ/ 池村 千秋 著 
プレジデント社 
アメリカ経済の新たな成長エンジンであるイノベーション産業が、なぜシリコンバレ

ーのような限られた地域に集積し、それがアメリカ人の暮らしぶりをどう変えてきた

のかを、ミクロとマクロの幅広い視点から分析する。 
朝日新聞 2014/06/15、日本経済新聞 2014/06/22 

2014:04. / 335p,18p 
978-4-8334-2082-2 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784833420822*

 

あとかたの街<１>(ＫＣデラックス ＢＥ ＬＯＶＥ) 
おざわゆき 著 
講談社 
朝日新聞 2014/06/22 

2014:06. / 171p 
978-4-06-376999-9 
580 円〔本体〕+税 

*9784063769999*

 

黒田三郎詩集(現代詩文庫)  
黒田三郎 著 
思潮社 
朝日新聞 2014/06/22 

1968:01. / 135p 
978-4-7837-0705-9 
1,165 円〔本体〕+税 

*9784783707059*

 

孤高の守護神ゴールキーパー進化論 
ジョナサン・ウィルソン/ 実川 元子 著 
白水社 
サッカーGK の歴史と文化、意外な各国事情 
朝日新聞 2014/06/22 

2014:06. / 385p,4p 図版
16p 
978-4-560-08358-1 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784560083581*

 

絵本学講座<4> 絵本ワークショップ 
中川 素子 編 
朝倉書店 
絵本を主題とした様々なワークショップを紹介 
朝日新聞 2014/06/22 

2014:06. / 5p,189p 
978-4-254-68504-6 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784254685046*

 

夢巻 
田丸 雅智 著 
出版芸術社 
星新一の流れを受け継ぐ新世代ショートショート作家の旗手、初の単行本！田丸

ワールド全開の、ちょっと不思議な 20 編。 
朝日新聞 2014/06/22 

2014:03. / 254p 
978-4-88293-458-5 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784882934585*
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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。 
朝日新聞 2014/06/22 

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

*9784309624709*

 

背信の科学者たち～論文捏造はなぜ繰り返されるのか?～ 
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 
「ＳＴＡＰ騒動を底流をなすものは、この本を読めば、すべてわかる！」（大阪大学

大学院教授）。相次ぐ復刊の要望に応えて、緊急出版 
朝日新聞 2014/06/22 

2014:06. / 353p 
978-4-06-219095-4 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784062190954*

 

なにを食べたらいいの？(新潮文庫 あ-77-1) 
安部 司 著 
新潮社 
スーパーやお店では、どんな基準で食べ物を選べばいいのですか。 『食品の裏

側』の著者があなたに、わかりやすく、丁寧に教えます。 
朝日新聞 2014/06/22 

2014:06. / 231p 
978-4-10-136461-2 
490 円〔本体〕+税 

*9784101364612*

 

科学はなぜ誤解されるのか～わかりにくさの理由を探る～(平凡社新書 734) 
垂水 雄二 著 
平凡社 
科学は難しい。なぜか？ 科学の拠って立つ論理と、人間の理解の仕方、言葉

による伝達を見ながら、難しさの理由を明らかにしていく。 
朝日新聞 2014/06/22 

2014:05. / 215p 
978-4-582-85734-4 
760 円〔本体〕+税 

*9784582857344*

 

加工食品には秘密がある 
メラニー・ウォーナー/ 楡井 浩一 著 
草思社 
世界中の食卓にあふれる「加工食品」の 先端の姿を、詳細な取材をもとにユー

モアをまじえて紹介する。これが現代の「食」の現実だ。 
朝日新聞 2014/06/22 

2014:04. / 303p 
978-4-7942-2048-6 
1,850 円〔本体〕+税 

*9784794220486*

 

眼の奥の森  
目取真 俊 著 
影書房 
せめぎあう記憶、ひびきあう言葉…。米軍に占領された小さな島で事件は起こっ

た。少年は独り復讐に立ち上がる?。６０年の時を超えて交錯する記憶の物語。 
朝日新聞 2014/06/22 

2009:05. / 221p 
978-4-87714-393-0 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784877143930*

 

房子という女～SRO episode0～ 
富樫 倫太郎 著 
中央公論新社 

愛の姉の死が、シリアルキラーの狂気を呼び覚ました-。SRO を翻弄する 凶

の殺人鬼・近藤房子。SRO が炙り出したモンスターの知られざる過去を描く。 
朝日新聞 2014/06/22 

2014:03. / 310p 
978-4-12-004596-7 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784120045967*
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時軸 
山口 保 著 
新宿書房 
岩は生きている-。山口県萩市須佐から青森県下北郡佐井村の仏ケ浦まで、海岸

から内陸部を巡り、岩々のかたちや表情から生命の表われを感じ取った山口保

の写真集。 
朝日新聞 2014/06/22 

2014:03. / 141p 
978-4-88008-442-8 
3,700 円〔本体〕+税 

*9784880084428*

 

日の鳥 
こうの 史代 著 
日本文芸社 
突然いなくなった妻を捜して旅に出た雄鶏が見た、東日本の風景とは…。東日本

大震災の記憶を、ぼおるぺんの優しいタッチで描く。『週刊漫画ゴラク』連載を単

行本化。 
朝日新聞 2014/06/22 

2014:05. / 129p 
978-4-537-26077-9 
900 円〔本体〕+税 

*9784537260779*

 

富岡日記(ちくま文庫 わ 10-1) 
和田 英 著 
筑摩書房 
日本初の器械化された官営製糸場、富岡製糸場で伝習工女となり、その後長野

で日本初の民営器械化製糸場の指導員となった女性が書いた日記。近代製糸

場がわかる文化遺産と施設の案内付き。 
朝日新聞 2014/06/22 

2014:06. / 191p 
978-4-480-43184-4 
680 円〔本体〕+税 

*9784480431844*

 

子どもの夜ふかし脳への脅威(集英社新書 0735) 
三池 輝久 著 
集英社 
乳幼児から高校生まで、「寝ない子ども」が増えている。脳への影響、発達障害や

不登校・ひきこもりとの関係など、子どもの睡眠障害に関する 新知見を紹介し、

副作用なしの具体的な対応策を明示する。 
朝日新聞 2014/06/22 

2014:04. / 188p 
978-4-08-720735-4 
700 円〔本体〕+税 

*9784087207354*

 

日本は戦争をするのか～集団的自衛権と自衛隊～(岩波新書 新赤版 1483) 
半田 滋 著 
岩波書店 
安倍晋三総理の悲願といわれる集団的自衛権。政府で何が議論されているの

か。自衛隊はどう受け止めているのか。安倍政権が憲法九条を空文化して「戦争

ができる国づくり」を進める様子を具体的に分析する。 
朝日新聞 2014/06/22 

2014:05. / 14p,203p 
978-4-00-431483-7 
740 円〔本体〕+税 

*9784004314837*

 

エリーゼのために～忌野清志郎詩集～(角川文庫 い 87-1) 
忌野 清志郎 著 
KADOKAWA 
「私はもう言ってしまおうと思う。清志郎は音楽の人だったけれども、でも、言葉の

人でもあった－－角田光代（解説）。「雨あがりの夜空に」から「スローバラード」ま

で、瑞々しい感性がはじけ飛ぶ全 64 篇。 
朝日新聞 2014/06/22 

2014:04. / 190p 
978-4-04-400317-3 
640 円〔本体〕+税 

*9784044003173*
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増補 戦場の記憶 増補  
冨山 一郎 著 
日本経済評論社 
戦場は、日常のなかにある。沖縄戦を主題に、戦場の記憶を語るとはどういうこと

かを問う試み。新たに３篇の論文とともに、書き下ろしの序文、および韓国にて出

版された際のハングル版序文を収録した増補版。 
朝日新聞 2014/06/22 

2006:04. / 200p 
978-4-8188-1851-4 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784818818514*

 

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。 
朝日新聞 2014/06/22 

2014:03. / 399p 
978-4-04-110737-9 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784041107379*

 

SRO 
富樫 倫太郎 著 
中央公論新社 
潜伏生活を送っていた 凶の殺人鬼・近藤房子が再び動き出した。房子は捜査

の目をかいくぐり、残虐な殺人を重ねる。焦った警視庁上層部は、房子が執着す

る SRO 副室長の芝原を囮に逮捕せよと、室長の山根に迫るが…。 
朝日新聞 2014/06/22 

2013:03. / 474p 
978-4-12-205767-8 
838 円〔本体〕+税 

*9784122057678*

 

神秘 
白石 一文 著 
毎日新聞社 
53 歳、大手出版社役員の菊池は妻と離婚し、再びの独身生活を謳歌していた。

ある日、末期の膵臓がんに冒されていることがわかり、余命 1 年を宣告された菊

池は、治療を受けず神戸に移住し…。『毎日新聞』連載を単行本化。 
朝日新聞 2014/06/22 

2014:04. / 564p 
978-4-620-10804-9 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784620108049*

 

性を超えるダンサー ディディ・ニニ・トウォ 
福岡 まどか/ 古屋 均 著 
めこん 
ジャワ島・ジョグジャカルタで、伝統舞踊に基づく独自の創作活動を行う女形ダン

サー、ディディ・ニニ・トウォ。彼が女形としての芸術的境地に挑むプロセスを、作

品とともに紹介する。パフォーマンス等を収録した DVD 付き。 
朝日新聞 2014/06/22 

2014:05. / 157p 
978-4-8396-0278-9 
4,000 円〔本体〕+税 

*9784839602789*

 

未来のイノベーターはどう育つのか～子供の可能性を伸ばすもの・つぶすもの

～ 
トニー・ワグナー/ 藤原 朝子 著 
英治出版 
好奇心とチャレンジ精神に満ち、自分の頭で考え、枠にとらわれず、新しいものを

創り出す-。あらゆる分野でますます求められるイノベーション能力の謎に、起業

家等への取材をもとに迫る、親とビジネスパーソンのための教育書。 
朝日新聞 2014/06/22 

2014:05. / 317p 
978-4-86276-179-8 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784862761798*
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ゼロからでも始められるアイドル運営～楽曲制作からライブ物販まで素人でもで

きる!～(コア新書 005) 
大坪 ケムタ/ 田家 大知 著 
コアマガジン 
自分好みのアイドルをプロデュースしたい! そんな夢を叶えるアイドル作りの指南

本。メンバー集めの手段、オリジナル曲の作りかた、CD を全国に流通させる方

法、ライブブッキングの仕組み、物販のメソッドなどを紹介します。 
朝日新聞 2014/06/22 

2014:06. / 190p 
978-4-86436-659-5 
787 円〔本体〕+税 

*9784864366595*

 

「場所」から読み解く世界児童文学事典 
藤田 のぼる/ 宮川 健郎/ 目黒 強/ 川端 有子/ 水間 千恵 著 
原書房 
鮨屋→「小僧の神様」、山小屋→「ハイジ」…。日本・外国の創作児童文学作品に

登場する「場所」に焦点をあてた作品案内。つどう場所、たたかう場所、まよう場所

などに大別し、200 冊をイラスト・写真・書影とともに紹介。 
朝日新聞 2014/06/22 

2014:05. / 453p 
978-4-562-05070-3 
5,800 円〔本体〕+税 

*9784562050703*

 

国盗り物語<１> 改版 斎藤道三(新潮文庫 前編)  
司馬 遼太郎 著 
新潮社 
朝日新聞 2014/06/29 

2004:01. / 534p 
978-4-10-115204-2 
750 円〔本体〕+税 

*9784101152042*

 

国盗り物語<２> 改版 斎藤道三(新潮文庫 後編)  
司馬 遼太郎 著 
新潮社 
朝日新聞 2014/06/29 

2004:01. / 517p 
978-4-10-115205-9 
750 円〔本体〕+税 

*9784101152059*

 

国盗り物語<３> 改版 織田信長(新潮文庫 前編)  
司馬 遼太郎 著 
新潮社 
朝日新聞 2014/06/29 

2004:02. / 534p 
978-4-10-115206-6 
750 円〔本体〕+税 

*9784101152066*

 

国盗り物語<４> 改版 織田信長(新潮文庫 後編)  
司馬 遼太郎 著 
新潮社 
朝日新聞 2014/06/29 

2004:02. / 718p 
978-4-10-115207-3 
890 円〔本体〕+税 

*9784101152073*

 

関ケ原<上巻> 改版(新潮文庫)  
司馬 遼太郎 著 
新潮社 
朝日新聞 2014/06/29 

2003:09. / 539p 
978-4-10-115212-7 
750 円〔本体〕+税 

*9784101152127*
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関ケ原<中巻> 改版(新潮文庫)  
司馬 遼太郎 著 
新潮社 
朝日新聞 2014/06/29 

2003:09. / 538p 
978-4-10-115213-4 
750 円〔本体〕+税 

*9784101152134*

 

関ケ原<下巻> 改版(新潮文庫)  
司馬 遼太郎 著 
新潮社 
朝日新聞 2014/06/29 

2003:09. / 500p 
978-4-10-115214-1 
710 円〔本体〕+税 

*9784101152141*

 

峠<上巻>(新潮文庫)  
司馬 遼太郎 著 
新潮社 
朝日新聞 2014/06/29 

2003:10. / 511p 
978-4-10-115240-0 
710 円〔本体〕+税 

*9784101152400*

 

峠<中巻>(新潮文庫)  
司馬 遼太郎 著 
新潮社 
朝日新聞 2014/06/29 

2003:10. / 571p 
978-4-10-115241-7 
790 円〔本体〕+税 

*9784101152417*

 

峠<下巻>(新潮文庫)  
司馬 遼太郎 著 
新潮社 
朝日新聞 2014/06/29 

2003:10. / 445p 
978-4-10-115242-4 
630 円〔本体〕+税 

*9784101152424*

 

ガンに生かされて(新潮文庫)  
飯島 夏樹 著 
新潮社 
朝日新聞 2014/06/29 

2007:07. / 277p 
978-4-10-130372-7 
490 円〔本体〕+税 

*9784101303727*

 

２８年目のハーフタイム(文春文庫)  
金子 達仁 著 
文芸春秋 
朝日新聞 2014/06/29 

1999:10. / 238p 
978-4-16-763401-8 
438 円〔本体〕+税 

*9784167634018*



 33  

 

ゲームウォーズ<下>(SB 文庫 ク 5-2) 
アーネスト・クライン/ 池田 真紀子 著 
SB クリエイティブ 
映画化決定！ 全米ベストセラー！ 
朝日新聞 2014/06/29 

2014:05. / 342p 
978-4-7973-7382-0 
780 円〔本体〕+税 

*9784797373820*

 

民主政治はなぜ「大統領制化」するのか～現代民主主義国家の比較研究～ 
岩崎 正洋 著, P.ウェブ 編 
ミネルヴァ書房 
14 の民主主義国家の大統領制化の証拠 
朝日新聞 2014/06/29 

2014:04. / 15p,523p,7p 
978-4-623-07038-1 
8,000 円〔本体〕+税 

*9784623070381*

 

21 世紀社会とは何か～「現代社会学」入門～ 
船津 衛/ 山田 真茂留/ 浅川 達人 著 
恒星社厚生閣 
現代社会の新たな課題とあるべき姿を探る 
朝日新聞 2014/06/29 

2014:04. / 9p,234p,6p 
978-4-7699-1472-3 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784769914723*

 

神や仏に出会う時～中世びとの信仰と絆～(歴史文化ライブラリー 376) 
大喜 直彦 著 
吉川弘文館 
人々を取り巻く信仰世界から中世社会を解明 
朝日新聞 2014/06/29 

2014:05. / 6p,205p 
978-4-642-05776-9 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784642057769*

 

ビゴーを読む～明治レアリスム版画 200 点の世界～ 
清水 勲 著 
臨川書店 
ビゴー版画から明治庶民のくらしを読み解く 
朝日新聞 2014/06/29 

2014:04. / 366p 
978-4-653-04086-6 
4,500 円〔本体〕+税 

*9784653040866*

 

ゲームウォーズ<上>(SB 文庫 ク 5-1) 
アーネスト・クライン/ 池田 真紀子 著 
SB クリエイティブ 
全米 NO1 ＳＦアクションファンタジー！ 
朝日新聞 2014/06/29 

2014:05. / 398p 
978-4-7973-6525-2 
780 円〔本体〕+税 

*9784797365252*

 

ジパングの海～資源大国ニッポンへの道～(講談社+α 新書 656-1C) 
横瀬 久芳 著 
講談社 
日本の海の広さは世界６位――その海底には、金、銀、レアアースなど、約２００

兆円もの資源が埋蔵されている可能性がある！ 
朝日新聞 2014/06/29 

2014:05. / 222p 
978-4-06-272848-5 
880 円〔本体〕+税 

*9784062728485*
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美しき身辺整理～“先片付け”のススメ～(新潮文庫 た-110-1) 
竹田 真砂子 著 
新潮社 
老後こそ身軽に生きるべし。大事なものを処分するコツ。遺言書と「委言書」を準

備しよう。スマートな 期を迎えるための指南書。 
朝日新聞 2014/06/29 

2014:06. / 240p 
978-4-10-125791-4 
490 円〔本体〕+税 

*9784101257914*

 

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。 
朝日新聞 2014/06/29 

2014:04. / 282p,24p 図

版 16p 
978-4-7917-6773-1 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784791767731*

 

ないしょのかくれんぼ 
ビバリー・ドノフリオ/ バーバラ・マクリントック/ 福本 友美子 著 
ほるぷ出版 
マリアとネズネズは同じ家に住む、内緒のお友だちでした。ある夏の晩、ママがい

なくなったことに気がついたマリアとネズネズは、家中をあちこち探し回りますが

…。 
朝日新聞 2014/06/29 

2014:05. / [32p] 
978-4-593-50561-6 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784593505616*

 

境界の町で 
岡 映里 著 
リトル・モア 
福島県浜通り、検問のある町。正直に言えば、 私がはじめに福島に来たのは興

味本位からだった-。東日本大震災後の福島の風景、土地、人を描写する。見返

しに地図あり。 
朝日新聞 2014/06/29 

2014:04. / 231p 
978-4-89815-386-4 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784898153864*

 

ヴァイオリン職人の探求と推理(創元推理文庫 M ア 14-1) 
ポール・アダム 著 
東京創元社 
殺人の動機は伝説のストラディヴァリウス？ 高級ヴァイオリン売買の知られざる

内情、贋作、緊迫のオークション。ヴァイオリン職人がさまざまな謎に取り組む傑

作ミステリ！ 
朝日新聞 2014/06/29 

2014:05. / 414p 
978-4-488-17805-5 
1,080 円〔本体〕+税 

*9784488178055*

 

そこから逃げだす魔法のことば 
岡田 淳/ 田中 六大 著 
偕成社 
こたつにすむ妖怪から逃げだし、一寸法師になって冒険し、安全ピンで海賊をた

おした…。おじいちゃんがぼくだけに教えてくれたひみつの話。『神戸新聞』掲載

に書き下ろしを加える。 
朝日新聞 2014/06/29 

2014:05. / 140p 
978-4-03-530730-3 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784035307303*
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『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。 
朝日新聞 2014/06/29 

2014:04. / 277p,3p 
978-4-02-263016-2 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784022630162*

 

黒猫のひたい 
井坂 洋子 著 
幻戯書房 
私たちは無垢なものに触れていないと生きてはいけないが、それらを守っている

のだろうか-。「深夜の赤ん坊」「原始の力」「平塚らいてうの声」など、著者が 20 年

の間に綴った文章をまとめる。 
朝日新聞 2014/06/29 

2014:06. / 203p 
978-4-86488-050-3 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784864880503*

 

I AM ZLATAN 
ズラタン・イブラヒモビッチ/ ダビド・ラーゲルクランツ/ 沖山 ナオミ 著 
東邦出版 
他の人と違っていいんだ。自分を信じ続けるといい-。ジョゼップ・グアルディオラ

監督との確執、移籍の舞台裏、チーム内の人間関係など、サッカー界の勝者・イ

ブラヒモビッチが心の内を包み隠さず語る。 
朝日新聞 2014/06/29 

2012:12. / 397p 
978-4-8094-1076-5 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784809410765*

 

新体感する社会学～Oh!My Sociology～ 新版 
金菱 清 著 
新曜社 
パニック・流行のしくみ、電車のルール、不正・偽装事件、東日本大震災…。日常

生活のデキゴトやニュースで見る世の中の意外性について、クイズを交えて解説

し、「考える」ことの重要性を説く。書き込み欄あり。 
朝日新聞 2014/06/29 

2014:04. / 8p,226p 
978-4-7885-1388-4 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784788513884*

 

江戸の象吉 
太田 大輔 著 
講談社 
動物たちがすむ江戸の町に、ゾウの象吉がやってきた。その巨体にみんなはび

っくりするけれど、やさしくて力持ちの象吉は、みんなの人気者に。そんな象吉

の、意外な身の上が明らかになり-。ファンタジー江戸小説。 
朝日新聞 2014/06/29 

2014:05. / 243p 
978-4-06-218873-9 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784062188739*

 

やめないよ(新潮新書 405） 
三浦 知良 著 
新潮社 
40 歳を超えて、若手選手とは親子ほどの年齢差になっても、まだサッカーをやめ

る気なんてさらさらない-。キング・カズがみずから刻んだ思考と実践の記録。『日

本経済新聞』連載「サッカー人として」をまとめる。 
朝日新聞 2014/06/29 

2011:01. / 254p 
978-4-10-610405-3 
740 円〔本体〕+税 

*9784106104053*
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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 2014/06/29 

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

*9784334037932*

 

介護はつらいよ 
大島 一洋 著 
小学館 
出版社を定年退職した 63 歳の私は、93 歳と 88 歳の両親を介護するために、東

京に妻子を残して単身田舎へ帰ることにした-。男ひとりで奮闘した 7 年半の記

録。サイト『空とぶ庭』連載の介護日記を大幅に修正、加筆。 
朝日新聞 2014/06/29 

2014:05. / 221p 
978-4-09-388363-4 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784093883634*

 

ダイエットは運動 1 割、食事 9 割～運動指導者が断言!～ 
森 拓郎 著 
ディスカヴァー・トゥエンティワン 
ダイエット&リバウンドのスパイラルから抜け出し、一生太らない体を手に入れまし

ょう。人気ボディワーカーが、つらい運動ナシでも?せられる、結果の出るダイエッ

トを紹介します。同名電子書籍に加筆・修正して書籍化。 
朝日新聞 2014/06/29 

2014:02. / 229p 
978-4-7993-1461-6 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784799314616*

 

たった一人の生還～「たか号」漂流二十七日間の闘い～(ヤマケイ文庫) 
佐野 三治 著 
山と渓谷社 
小笠原諸島沖で、ヨットレースに参加していた「たか号」が転覆。救命ボートに乗り

移った六名の漂流がはじまる。しかし、クルーは衰弱して次々に命を落とし…。た

った一人生還した著者による、二十七日間の壮絶な闘いの記録。 
朝日新聞 2014/06/29 

2014:01. / 298p 
978-4-635-04767-8 
880 円〔本体〕+税 

*9784635047678*

 

体を使って心をおさめる修験道入門(集英社新書 0738) 
田中 利典 著 
集英社 
金峯山修験本宗の本山、吉野・金峯山寺の宗務総長である著者が、修験道の成

り立ちや、開祖・役行者の伝説とその教え、吉野修験において欠かせない大峯奥

駈という山修行について解説。さらに、現代における修験道の意義を説く。 
朝日新聞 2014/06/29 

2014:05. / 220p 
978-4-08-720738-5 
740 円〔本体〕+税 

*9784087207385*

 

図説花と庭園の文化史事典 
ガブリエル・ターギット/ 遠山 茂樹 著 
八坂書房 
古代エジプトの睡蓮、イギリスのカーネーション…。古代から 20 世紀半ばまでの

花と庭園を巡る人々のエピソードを、植物学の稀覯本やボタニカル・アート、絵画

などの図版と共に綴る西洋植物文化史。詳細な訳注付き。 
朝日新聞 2014/06/29 

2014:05. / 319p,11p 
978-4-89694-173-9 
3,500 円〔本体〕+税 

*9784896941739*
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カムイ伝講義(ちくま文庫 た 58-5) 
田中 優子 著 
筑摩書房 
江戸学の第一人者が、白土三平の「カムイ伝」を通して、江戸の社会構造を新視

点で読み解く。江戸の階級制度から現代の格差・貧困社会が、一揆の伝統から

現代のデモが、そして江戸時代の肥料から未来の循環型社会が見えてくる。 
朝日新聞 2014/06/29、読売新聞 2014/06/29 

2014:05. / 421p 
978-4-480-43177-6 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784480431776*

 

評伝吉村昭 
笹沢 信 著 
白水社 
事実こそ小説であると現地主義に徹し、歴史家には埋めることのできない空白部

分を独創的に物語化した人気作家の生涯。 
朝日新聞 2014/06/29、日本経済新聞 2014/06/29 

2014:06. / 417p,12p 
978-4-560-08373-4 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784560083734*

 

瞽女うた(岩波新書 新赤版 1485) 
ジェラルド・グローマー 著 
岩波書店 
三味線伴奏の唄で旅回りをした盲目の女芸人、瞽女。近世以降の芸能の流行を

絶えずレパートリーに加え渡世を凌いだその演目と演奏を様々な史料から読み

解き、芸能者の生業と組織、迎え入れた社会、歌を聴く文化の変容を考察。 
朝日新聞 2014/06/29、日本経済新聞 2014/06/29 

2014:05. / 4p,244p 
978-4-00-431485-1 
820 円〔本体〕+税 

*9784004314851*

 

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 
東京・中日新聞 2014/06/01 

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

*9784560083505*

 

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 
東京・中日新聞 2014/06/01 

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

*9784309255538*

 

親鸞～既往は咎めず～ 
佐藤 洋二郎 著 
松柏社 
誰でも生きていれば心に傷を持つ。既往は咎めるな-。氏育ちに貴賤があるので

はなく、生き方に貴賤があると説いた親鸞の若き日を情感豊かに描く。『正論』連

載に加筆し書籍化。 
東京・中日新聞 2014/06/01 

2014:05. / 267p 
978-4-7754-0203-0 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784775402030*
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インフラの呪縛～公共事業はなぜ迷走するのか～(ちくま新書 1063) 
山岡 淳一郎 著 
筑摩書房 
なぜ、インフラに関する議論は迷走してきたのか? 一体、日本の公共事業はどう

あるべきなのか? 様々な証言をもとにして、日本の骨格をつくり上げたその歴史

を読み解き、問題点を明確にする一冊。 
東京・中日新聞 2014/06/01 

2014:03. / 284p 
978-4-480-06771-5 
880 円〔本体〕+税 

*9784480067715*

 

川端康成魔界の文学(岩波現代全書 031) 
富岡 幸一郎 著 
岩波書店 
川端康成の文学を、言葉を越えた世界を往還する、表現の臨界をめざす試み=
魔界をめぐる探求としてとらえ、新たな川端像を提示。作家の軌跡を時代背景や

文学者との交友などから多面的に論じ、日本文学の未知の可能性を問う。 
東京・中日新聞 2014/06/01、毎日新聞 2014/06/22 

2014:05. / 6p,247p 
978-4-00-029131-6 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784000291316*

 

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。 
東京・中日新聞 2014/06/08、朝日新聞 2014/06/22 

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

*9784336056825*

 

第一ポップ時代～ハミルトン、リクテンスタイン、ウォーホール、リヒター、ルシェ

ー、あるいはポップアートをめぐる五つのイメージ～ 
ハル・フォスター/ 中野 勉 著 
河出書房新社 
ポップ・アートのハードコア！ハミルトン、リキテンスタイン、ウォーホル、リヒター、

ルシェ、５人の現代美術家が到達した表現のコア 
東京・中日新聞 2014/06/15 

2014:04. / 286p,79p 
978-4-309-27488-1 
2,700 円〔本体〕+税 

*9784309274881*

 

高齢者が働くということ～従業員の 2 人に 1 人が 74 歳以上の成長企業が教え

る可能性～ 
ケイトリン・リンチ/ 平野 誠一 著 
ダイヤモンド社 
気鋭の文化人類学者が、高齢者雇用で成功する企業の現場を取材。関係者へ

のインタビューや工場での作業体験などを通じて、「高齢者にとって働く場所があ

ることの意味」を、多面的に明らかにする。 
東京・中日新聞 2014/06/15 

2014:04. / 13p,416p 
978-4-478-02166-8 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784478021668*

 

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。 
東京・中日新聞 2014/06/15 

2014:04. / 246p 
978-4-06-288258-3 
800 円〔本体〕+税 

*9784062882583*
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神と仏の再発見～カミノミクスが地方を救う～ 
長部 日出雄 著 
津軽書房 
神と仏、自国の宗教と他国の宗教を共に信ずる国。その信仰の歴史を縄文時代

から読み解くと、全く新しい日本列島像が浮かび上がって来る。出雲大社、伊勢

神宮など 19 の社寺を巡歴する。『陸奥新報』連載をもとに単行本化。 
東京・中日新聞 2014/06/15 

2014:05. / 315p 
978-4-8066-0229-3 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784806602293*

 

英雄への挑戦状～世界最高のサッカー選手論～ 
ヘスス・スアレス/ 小宮 良之 著 
東邦出版 
リーガエスパニョーラを開拓したティボ・クルトワ、ボールが呼ぶ声が聞こえるフィリ

ップ・ラーム…。スペクタクル論者ヘスス・スアレスと、スポーツライター小宮良之に

よるサッカー選手論。英雄的選手たちを奔放に批評する。 
東京・中日新聞 2014/06/15 

2014:06. / 237p 
978-4-8094-1228-8 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784809412288*

 

ザ・サッカー 
大橋 裕之 著 
カンゼン 
100 年に 1 人ぐらいの天才漫画家が描くスポーツ奇譚。「フットボールサミット」に

掲載された「ザ・サッカー」、『サイゾーpremium』連載の「オリンピック奇想譚」、描

き下ろし「遠浅の海スポーツと私」等を収録する。 
東京・中日新聞 2014/06/15 

2014:05. / 157p 
978-4-86255-243-3 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784862552433*

 

縁結び仕り候～結婚奉行～ 
辻井 南青紀 著 
新潮社 
火盗改同心・桜井新十郎の新しい仕事は幕臣の家庭円満を守ること。十人十色

の「お家の事情」を解決すべく悪戦苦闘の日々が始まった。 
東京・中日新聞 2014/06/22 

2014:05. / 268p 
978-4-10-335731-5 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784103357315*

 

柳田国男の話 
室井 光広 著 
東海大学出版部 
流転の運命と響き合う柳田国男の詩学への扉。キルケゴール、プルースト、カフ

カらの言葉を手がかりに、日本民俗学の巨人の魂に新たな光を照射する。『望

星』ほか連載をもとに書籍化。 
東京・中日新聞 2014/06/22 

2014:04. / 366p 
978-4-486-03783-5 
2,750 円〔本体〕+税 

*9784486037835*

 

紫匂う 
葉室 麟 著 
講談社 
心極流の達人ながら、凡庸な勤めに留まる蔵太と、その妻・澪。そして、澪とかつ

て一度だけ契りをかわした、側用人の笙平。黒島藩を揺るがす政争の嵐の中、3
人の想いは交錯する…。『室蘭民報』等連載を加筆修正し単行本化。 
東京・中日新聞 2014/06/22 

2014:04. / 293p 
978-4-06-218891-3 
1,550 円〔本体〕+税 

*9784062188913*
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法然の思想親鸞の実践 
佐々木 正 著 
青土社 
「悪人正機」の真の意味とは何か? 法然はいかにして親鸞を「肉食妻帯」に踏み

切らせたのか? いくつもの新説をまじえながら、「悪」や「犯」という難問を超えて、

生の実相を根底から引き受ける浄土仏教の可能性を開示する。 
東京・中日新聞 2014/06/22 

2014:04. / 268p 
978-4-7917-6781-6 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784791767816*

 

谷川雁～永久工作者の言霊～(平凡社新書 735) 
松本 輝夫 著 
平凡社 
60 年代前半、多くの若者や知識人に多大な影響を与えた谷川雁。思想家や詩

人といった枠に収まりきらない彼の思想と生涯を描く。 
東京・中日新聞 2014/06/29 

2014:05. / 262p 
978-4-582-85735-1 
880 円〔本体〕+税 

*9784582857351*

 

ソボちゃん～いちばん好きな人のこと～ 
有吉 玉青 著 
平凡社 
生涯娘の有吉佐和子を支え、孫娘の著者を導いてくれた「ソボちゃん」こと秋津。

愛の人との日々を通して綴られる、有吉家の物語。 
東京・中日新聞 2014/06/29 

2014:03. / 200p 
978-4-582-83647-9 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784582836479*

 

漢字世界の地平～私たちにとって文字とは何か～(新潮選書) 
齋藤 希史 著 
新潮社 
漢字はいつどのようにして漢字となり、日本人はこの文字をどう受けとめたのか。

甲骨文字から言文一致へ、漢字世界の地平を展望する。 
東京・中日新聞 2014/06/29 

2014:05. / 223p 
978-4-10-603750-4 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784106037504*

 

利休の茶杓(とびきり屋見立て帖 [4]) 
山本 兼一 著 
文藝春秋 
道具の競り市で「茶杓箪笥」を手に入れた真之介。中の茶杓は一つだけが行方

不明。惜しくも急逝した著者が遺した好評シリーズ第四弾。 
東京・中日新聞 2014/06/29 

2014:05. / 250p 
978-4-16-390065-0 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784163900650*

 

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。 
東京・中日新聞 2014/06/29 

2014:03. / 390p 
978-4-336-05786-0 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784336057860*

 

祈りの大地 
石川 梵 著 
岩波書店 
祈りを撮り続け、思索した写真家の記録 
東京中日新聞 2014/06/08 

2014:04. / 5p,214p 
978-4-00-025967-5 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784000259675*
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生き生きした過去～大森荘蔵の時間論、その批判的解読～ 
中島 義道 著 
河出書房新社 
大森荘蔵にその教え子である著者が挑む。大森哲学の魅力と可能性、そしてそ

の限界を知られざる素顔とともに描く二人の哲学者の対決。 
東京中日新聞 2014/06/08 

2014:04. / 232p 
978-4-309-24655-0 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784309246550*

 

宗教改革の物語～近代、民族、国家の起源～ 
佐藤 優 著 
KADOKAWA 
近代、民族、国家、ナショナリズムの起源となった宗教改革。中世末期のボヘミア

の宗教改革者ヤン・フスと、彼が活躍した 15 世紀のヨーロッパについて論じる。

佐藤優が全精力を注いで、現代の危機の源泉に挑んだ大型論考。 
東京中日新聞 2014/06/08 

2014:04. / 444p 
978-4-04-110736-2 
3,300 円〔本体〕+税 

*9784041107362*

 

解説出雲国風土記 
島根県古代文化センター 編 
今井出版 
読売新聞 2014/06/01 

2014:03. / 263p 
978-4-906794-51-5 
1,852 円〔本体〕+税 

*9784906794515*

 

文楽へようこそ 
桐竹 勘十郎/ 吉田 玉女 著 
小学館 
勘十郎＆玉女の「文楽」案内本 
読売新聞 2014/06/01 

2014:04. / 127p 
978-4-09-310824-9 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784093108249*

 

武士道～侍社会の文化と倫理～ 
笠谷 和比古 著 
ＮＴＴ出版 
侍は武士道をどう理解していたのか？ 
読売新聞 2014/06/01 

2014:02. / 9p,174p 
978-4-7571-4322-7 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784757143227*

 

昭和の暮らしで写真回想法<1> 子どもと遊び 
鈴木 正典/ 萩原 裕子/ 須藤 功 著 
農山漁村文化協会 
民俗写真による回想法の実践的な入門書 
読売新聞 2014/06/01 

2014:02. / 135p 
978-4-540-11190-7 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784540111907*

 

昭和の暮らしで写真回想法<2> 家事と娯楽 
鈴木 正典/ 萩原 裕子/ 須藤 功 著 
農山漁村文化協会 
民俗写真による回想法の実践的な入門書 
読売新聞 2014/06/01 

2014:02. / 135p 
978-4-540-11191-4 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784540111914*
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昭和の暮らしで写真回想法<3> 農・山・漁の仕事 
鈴木 正典/ 萩原 裕子/ 須藤 功 著 
農山漁村文化協会 
民俗写真による回想法の実践的な入門書 
読売新聞 2014/06/01 

2014:02. / 135p 
978-4-540-11192-1 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784540111921*

 

森ではたらく!～27 人の 27 の仕事～ 
古川 大輔/ 山崎 亮 著 
学芸出版社 
どこまでも多彩でクリエイティブな森仕事本 
読売新聞 2014/06/01 

2014:05. / 239p 
978-4-7615-1339-9 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784761513399*

 

ツアー事故はなぜ起こるのか～マス・ツーリズムの本質～(平凡社新書 728) 
吉田 春生 著 
平凡社 
多発するツアー事故の実態に迫り解決策を探る 
読売新聞 2014/06/01 

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

*9784582857283*

 

わたし、解体はじめました～狩猟女子の暮らしづくり～ 
畠山 千春 著 
木楽舎 
そこにある『命』と向き合い、悩み苦しみながらも成長を続ける狩りガール奮闘記。 
読売新聞 2014/06/01 

2014:04. / 189p 
978-4-86324-073-5 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784863240735*

 

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！ 
読売新聞 2014/06/01 

2014:05. / 135p 
978-4-309-02291-8 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784309022918*

 

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。 
読売新聞 2014/06/01 

2014:04. / 238p 
978-4-06-288257-6 
800 円〔本体〕+税 

*9784062882576*

 

介助者たちは、どう生きていくのか～障害者の地域自立生活と介助という営み

～ 
渡邉 琢 著 
生活書院 
障害者の地域生活に根ざした介助という営み、その歴史と現状をつぶさに見つ

めつつ、「介助で食っていくこと」をめぐる問題群に当事者が正面から向き合った

書。 
読売新聞 2014/06/01 

2011:02. / 420p 
978-4-903690-67-4 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784903690674*
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伊福部昭語る～伊福部昭映画音楽回顧録～ 
伊福部 昭 著, 伊福部 昭/ 小林 淳 編 
ワイズ出版 
1991 年から 2004 年にわたる期間、日本楽壇の巨星・伊福部昭に映画音楽にか

かわる種々様々な話題についてインタビューしてきた内容を、時系列に整えて再

構成、集成する。 
読売新聞 2014/06/01 

2014:05. / 399p 
978-4-89830-277-4 
2,750 円〔本体〕+税 

*9784898302774*

 

春楡の木陰で(集英社文庫 た 73-3) 
多田 富雄 著 
集英社 
1960 年代の名曲「ダウンタウン」の軽快なメロディにのせて贈る、懐かしくもほろ苦

い、若き免疫学者の留学時代の思い出。重い病とともに生き、その中から生まれ

た著者の自伝的エッセイ集。 
読売新聞 2014/06/01 

2014:05. / 239p 
978-4-08-745192-4 
480 円〔本体〕+税 

*9784087451924*

 

セビーリャの色事師と石の招客(まろうど)～他一篇～(岩波文庫 32-737-1) 
ティルソ・デ・モリーナ/ 佐竹 謙一 著 
岩波書店 
漁色放蕩の典型的人物として世界文学に籍を得た「ドン・フアン」。スペイン黄金

世紀の劇作家による、ドン・フアンをモチーフにした世界 初の作品。「緑色のズ

ボンをはいたドン・ヒル」を併収。 
読売新聞 2014/06/01 

2014:04. / 364p 
978-4-00-327371-5 
840 円〔本体〕+税 

*9784003273715*

 

ベオグラード日誌(le livre de luciole 78) 
山崎 佳代子 著 
書肆山田 
こわされたもの、深い闇に沈むもの、幽かな光となって現れ生まれてくるもの…。

ベオグラード在住の詩人が、2001 年から 12 年間の暮らしを点描する。季刊誌

『るしおる』連載をもとに単行本化。 
読売新聞 2014/06/01 

2014:03. / 229p 
978-4-87995-894-5 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784879958945*

 

鳶～上空数百メートルを駆ける職人のひみつ～ 
多湖 弘明 著 
洋泉社 
現場の規律は「まるで刑務所にいるよう」!? 建設現場の 上階には鳶職人専用

の部屋がある!? 東京スカイツリー建設に携わった現役鳶職人が、命をかけて働く

鳶たちの実態を、写真とともに紹介する。 
読売新聞 2014/06/01 

2014:05. / 143p 
978-4-8003-0356-1 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784800303561*

 

訓読みのはなし～漢字文化と日本語～(角川ソフィア文庫 E105-1) 
笹原 宏之 著 
KADOKAWA 
言語の差異や摩擦を和語表現の多様性へと転じた訓読みは、英語や洋数字、

絵文字までも日本語の中に取り入れた。時代の波に晒されながら変容してきた訓

読みのユニークな例を辿り、奥深い日本語の世界に迫る。 
読売新聞 2014/06/01 

2014:04. / 254p 
978-4-04-408107-2 
760 円〔本体〕+税 

*9784044081072*
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高座舌鼓 
林家 正蔵 著 
中央公論新社 
京野菜と谷中、上野の山のモンブラン、ジャズと落語と北海道…。全国各地の寄

席に出演する大忙しの落語家・林家正蔵が、おいしいお店と食の楽しみを綴る。

川本三郎との対談も収録。『中央公論』掲載を単行本化。 
読売新聞 2014/06/01 

2014:05. / 238p 
978-4-12-004610-0 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784120046100*

 

日本仏教入門(角川選書 537) 
末木 文美士 著 
KADOKAWA 
インドから中国を経て日本に入った仏教は多くの優れた仏教者を生みだし、日本

仏教と呼ぶべき独自の展開をとげた。親鸞や道元に代表される「鎌倉新仏教」中

心史観を検証。きわめて多様な日本仏教の全体像を問い直す。 
読売新聞 2014/06/01 

2014:03. / 279p 
978-4-04-703537-9 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784047035379*

 

昭和天皇伝(文春文庫 い 90-1) 
伊藤 之雄 著 
文藝春秋 
日本の命運を一身に背負った君主は、何を決断したのか。昭和天皇の苦悩と試

行錯誤、そして円熟の日々。公的生涯のみならず、母・貞明皇太后、妻・良子皇

后、子・今上天皇などとの家庭生活にまで迫った、人間・昭和天皇の評伝。 
読売新聞 2014/06/01 

2014:03. / 589p 
978-4-16-790064-9 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784167900649*

 

おざわせんせい 
博報堂「おざわせんせい」集委員会 編 
集英社インターナショナル 
「人生には二通りある。小沢さんを知ってしまった人生と、知らない人生である」。

伝説のＣＭクリエイター小沢正光氏の、一刀両断・一 
読売新聞 2014/06/01、産経新聞 2014/06/07 

2014:04. / 252p 
978-4-7976-7270-1 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784797672701*

 

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。 
読売新聞 2014/06/01、産経新聞 2014/06/21、東京・中日新聞 2014/06/22、毎

日新聞 2014/06/22 

2014:04. / 238p 
978-4-16-390053-7 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784163900537*

 

それでも猫は出かけていく 
ハルノ 宵子 著 
幻冬舎 
家猫、外猫、通りがかりの猫など、常時十数匹が出入りする吉本家。思想家の父・

隆明が溺愛したフランシス子、ツンデレ捨て猫のシロミ…。吉本家に集う人と猫の

生態をイラストを交えて綴る。『猫びより』連載を単行本化。 
読売新聞 2014/06/01、東京・中日新聞 2014/06/22 

2014:05. / 221p 
978-4-344-02574-5 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784344025745*
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ことばの食卓(ちくま文庫)  
武田 百合子/ 野中 ユリ 著 
筑摩書房 
読売新聞 2014/06/08 

1991:08. / 160p 
978-4-480-02546-3 
640 円〔本体〕+税 

*9784480025463*

 

るきさん(ちくま文庫)  
高野 文子 著 
筑摩書房 
読売新聞 2014/06/08 

1996:12. / 126p 
978-4-480-03211-9 
580 円〔本体〕+税 

*9784480032119*

 

ノワール文学講義 
諏訪部 浩一 著 
研究社 
アメリカンノワールの源流をたどる。年表付 
読売新聞 2014/06/08 

2014:05. / 204p 
978-4-327-48163-6 
2,100 円〔本体〕+税 

*9784327481636*

 

津波災害と近代日本 
北原 糸子 著 
吉川弘文館 
近代日本を襲った津波災害から何を学ぶのか 
読売新聞 2014/06/08 

2014:06. / 7p,293p 
978-4-642-03832-4 
4,800 円〔本体〕+税 

*9784642038324*

 

ワーズハウスへようこそ～ついつい間違えてしまう日本語～ 
篠崎 晃一 著 
金の星社 
日本テレビ系で放送中の人気ミニ番組が本に！ 
読売新聞 2014/06/08 

2014:04. / 143p 
978-4-323-07288-3 
1,100 円〔本体〕+税 

*9784323072883*

 

ゆだねて束ねる～ザッケローニの仕事～ 
増島 みどり 著 
飛鳥新社 
サッカー日本代表監督の自身の言葉で語った初の書籍！ 
読売新聞 2014/06/08 

2014:05. / 247p 
978-4-86410-326-8 
1,204 円〔本体〕+税 

*9784864103268*

 

なずな 
堀江 敏幸 著 
集英社 
四十過ぎの翻訳家・吉野解は、かつて自分が下宿していた古本屋の二階で謎の

美女、白井沙漠と出会う。 
読売新聞 2014/06/08 

2011:05. / 436p 
978-4-08-771377-0 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784087713770*
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地球進化 46 億年の物語～「青い惑星」はいかにしてできたのか～(ブルーバッ

クス B-1865) 
ロバート・ヘイゼン/ 円城寺 守/ 渡会 圭子 著 
講談社 
誕生から現在まで「激動の地球史」を 新の知見で解説。これまでの常識を覆す

先端の話題を盛り込みながら４６億年を１冊に凝縮！ 
読売新聞 2014/06/08 

2014:05. / 377p 
978-4-06-257865-3 
1,160 円〔本体〕+税 

*9784062578653*

 

アメリカ的、イギリス的(河出ブックス 071) 
テリー・イーグルトン 著 
河出書房新社 
アメリカ人はどうしてああなのか――。あまりにブラック、そして痛快。イギリス屈指

の毒舌批評家が放つ、抱腹の比較文化エッセイ。 
読売新聞 2014/06/08 

2014:05. / 251p 
978-4-309-62471-6 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784309624716*

 

生命誕生～地球史から読み解く新しい生命像～(講談社現代新書 2262) 
中沢 弘基 著 
講談社 
「生命はなぜ生まれ、なぜ進化し続けるのか？」。生命科学 大の謎を初めて解

き明かしたサイエンスミステリーの傑作。一気読み必至！ 
読売新聞 2014/06/08 

2014:05. / 318p 
978-4-06-288262-0 
920 円〔本体〕+税 

*9784062882620*

 

宇宙を目指して海を渡る～MIT で得た学び、NASA 転職を決めた理由～ 
小野 雅裕 著 
東洋経済新報社 
開成、東大、ＭＩＴへのＰｈ．Ｄ．留学を経て、２０１３年ＮＡＳＡへ。若き航空宇宙工

学者が、世界トップ研究機関の秘密を公開する！ 
読売新聞 2014/06/08 

2014:04. / 255p 
978-4-492-22342-0 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784492223420*

 

いろは判じ絵～江戸のエスプリ・なぞなぞ絵解き～ 
岩崎 均史 著 
青幻舎 
江戸の脳トレ！?江戸時代庶民に流行した「絵で見るなぞなぞ」判じ絵の珍問・難

問 500 点をいろは順に紹介。山口晃との対談も収録。 
読売新聞 2014/06/08 

2014:04. / 323p 
978-4-86152-435-6 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784861524356*

 

薬屋のタバサ  
東 直子 著 
新潮社 
いま起こっていることは、必然なんだと思う。身寄りを捨て、流れついた町と男に

馴染んでゆく。ややこしくなった心と身体がほぐれる、魔術的な恋愛小説。 
読売新聞 2014/06/08 

2009:05. / 237p 
978-4-10-315031-2 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784103150312*

 

マルコヴァルドさんの四季(岩波少年文庫 １５８)  
イタロ・カルヴィーノ/ 関口 英子 著 
岩波書店 
自然を愛する敏感な心をもったマルコヴァルドさんが、都会のまんなかで、四季

折々にくりひろげるユーモラスな物語。暮らしの環境と心のバランスを失ってしま

った現代人に、ぴったりの１冊。 
読売新聞 2014/06/08 

2009:06. / 288p 
978-4-00-114158-0 
680 円〔本体〕+税 

*9784001141580*
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元気が出る俳句(幻冬舎新書 く-5-2) 
倉阪 鬼一郎 著 
幻冬舎 
子供たちから力をもらう俳句、心が洗われる風景の俳句、人生を応援し、励まして

くれる俳句…。蕪村から現代まで、「気」を内包する「元気が出る俳句」を集めた、

パワー俳句のアンソロジー。 
読売新聞 2014/06/08 

2014:03. / 226p 
978-4-344-98339-7 
800 円〔本体〕+税 

*9784344983397*

 

君たちはなぜ、怒らないのか～父・大島渚と 50 の言葉～ 
大島 武/ 大島 新 著 
日本経済新聞出版社 
自由で前衛的な作風で知られる「世界のオーシマ」は一方で、礼節の人であり、

家庭を重んじる常識人だった。そして…。映画監督・大島渚の人生を彩った 50
の言葉をふたりの息子が選び、思いを綴る。 
読売新聞 2014/06/08 

2014:05. / 246p 
978-4-532-16928-2 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784532169282*

 

ムーミン谷の名言集(講談社文庫 や 16-18) 
トーベ・ヤンソン/ 渡部 翠 著, トーベ・ヤンソン/ ユッカ・パルッキネン 編 
講談社 
“いつもやさしく愛想よく”なんて、やってられないよ。理由は簡単。時間がないん

だ-。ムーミン谷の物語、コミック、絵本から、300 を超える名言を収録。トーベ自身

の手になる楽しいイラストも満載。 
読売新聞 2014/06/08 

2014:04. / 155p 
978-4-06-277784-1 
590 円〔本体〕+税 

*9784062777841*

 

縦横無尽の文章レッスン(朝日文庫 む 9-4) 
村田 喜代子 著 
朝日新聞出版 
文章はどのように書くか。小学校 2・3 年の名作文、魂ふるえる童話、世界の学者

たちの愉快で過激な文明論など、多岐にわたる分野の文章がテキスト。名文を味

わい、書く、大学で開かれた極めて実践的な文章講座。 
読売新聞 2014/06/08 

2014:04. / 265p 
978-4-02-264740-5 
680 円〔本体〕+税 

*9784022647405*

 

日本サッカーの未来地図 
宮本 恒靖 著 
KADOKAWA 
スポーツビジネスの大学院・FIFA マスター。世界中からスポーツ文化興隆を志す

仲間が集う勉学の場所。宮本恒靖はそこで何を学び、何を日本に持ち帰ったか? 

知られざる内部を明かし、サッカーの未来を照らす。 
読売新聞 2014/06/08 

2014:04. / 190p 
978-4-04-653299-2 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784046532992*

 

内村鑑三(中公文庫 と 30-1) 
富岡 幸一郎 著 
中央公論新社 
二十一世紀。内村鑑三こそが、日本人の覚醒を促す! 武士の子として生まれ、日

本国と日本人を愛しつつも、日本近代の幕開けにキリスト教者として立つ内村の

苦悩の深奥を、評伝的手法をとりつつ縦横に論じた傑作。 
読売新聞 2014/06/08 

2014:03. / 283p 
978-4-12-205925-2 
914 円〔本体〕+税 

*9784122059252*
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あしあと 
勝目 梓 著 
文藝春秋 
ある者はこの世に起こり得ない不思議と遭遇し、ある者ははるか彼方に封じてい

た記憶を呼び起こし、ある者は倒錯の性に搦めとられていく-。円熟の筆と技巧が

冴えわたる全 10 篇を収録。『オール讀物』掲載を書籍化。 
読売新聞 2014/06/08 

2014:04. / 281p 
978-4-16-390047-6 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784163900476*

 

なぜ、日本人シェフは世界で勝負できたのか 
本田 直之 著 
ダイヤモンド社 
フランス、イタリア、スペイン、そして日本にいながら海外でのプレゼンスもある、ミ

シュランで星を獲得した日本人シェフたちを紹介。彼らに取材して得た「世界で

活躍するためにいま必要な 34 のスキル」も掲載する。 
読売新聞 2014/06/08 

2014:03. / 333p 
978-4-478-02381-5 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784478023815*

 

知の巨人～荻生徂徠伝～ 
佐藤 雅美 著 
KADOKAWA 
徳川吉宗に「天下国家を治める道」を説いた思想家、荻生徂徠。中国伝来の朱

子学を乗り越え、日本の近代思想の礎を作った稀代の天才の生涯を描く。徂徠と

向き合い、問い続けた作家の集大成。『小説野性時代』掲載を単行本化。 
読売新聞 2014/06/08 

2014:04. / 371p 
978-4-04-110755-3 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784041107553*

 

新・世界経済入門(岩波新書 新赤版 1482) 
西川 潤 著 
岩波書店 
国民にとって真の豊かさとは何かを求めるためには、地球的視野で考え、地域的

次元で行動することが必要である。日本と世界の開発路線の抗争を視野に入

れ、ポスト成長期の日本を新しい世界秩序へと開くための選択肢を提示する。 
読売新聞 2014/06/08 

2014:04. / 8p,303p,5p 
978-4-00-431482-0 
860 円〔本体〕+税 

*9784004314820*

 

幕末維新の城～権威の象徴か、実戦の要塞か～(中公新書 2268) 
一坂 太郎 著 
中央公論新社 
長い眠りについていた城郭が、ふたたび戦場となる時が来た。五稜郭から鹿児島

の砲台まで、幕末維新の動乱期に全国各地の城郭と要塞はどのような運命を辿

ったのかを描き、日本人にとって「城とは何か」を考察する。古写真満載。 
読売新聞 2014/06/08 

2014:05. / 2p,321p 
978-4-12-102268-4 
960 円〔本体〕+税 

*9784121022684*

 

失郷民(シリャンミン)～趙南富とその時代～ 
中田 哲三 著 
作品社 
激動の済州島から密航者として日本へ渡った少年、趙南富。北送事業、民団の

仕事、青瓦台訪問など、日韓の関係史そのものといえる一在日コリアンの生涯を

あますところなく描く。 
読売新聞 2014/06/08、日本経済新聞 2014/06/08 

2014:05. / 399p 
978-4-86182-476-0 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784861824760*
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大学教授がガンになってわかったこと(幻冬舎新書 や-9-1) 
山口 仲美 著 
幻冬舎 
現在抗ガン剤治療中の大学教授が二度のガン患者体験を踏まえて語る、「賢い

ガン患者」になるための手引き書。病院を選ぶ時、抗ガン剤をやめたくなった時

などに、どう考えどう振る舞うべきかをレクチャーする。 
読売新聞 2014/06/08、毎日新聞 2014/06/15 

2014:03. / 252p 
978-4-344-98344-1 
800 円〔本体〕+税 

*9784344983441*

 

みずうみ～他四篇～ 改版(岩波文庫)  
シュトルム/ 関 泰祐 著 
岩波書店 
月の光に浮び上る少女エリーザベトの画像．老学究ラインハルトはいま少年の昔

の中にいる．あのころは，二人だけでいるとよく話がとぎれ，それが自分には苦し

いので，何とかしてそれを未然に防ごうと努めた．こうした若い日のはかない恋と

その後日の物語「みずうみ」他北方ドイツの詩人の若々しく澄んだ心象を盛った

短篇を集めた． 
読売新聞 2014/06/15 

1979:11. / 142p 
978-4-00-324241-4 
480 円〔本体〕+税 

*9784003242414*

 

家守綺譚(新潮文庫)  
梨木 香歩 著 
新潮社 
読売新聞 2014/06/15 

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

*9784101253374*

 

バベットの晩餐会(ちくま文庫)  
イサク・ディーネセン/ 桝田 啓介 著 
筑摩書房 
読売新聞 2014/06/15 

1992:02. / 250p 
978-4-480-02601-9 
680 円〔本体〕+税 

*9784480026019*

 

大草原の小さな家の料理の本～ローラ・インガルス一家の物語から～  
ウォーカー，Ｂ．Ｍ．（バーバラ・Ｍ）著/ こだま ともこ訳 著 
文化出版局 
読売新聞 2014/06/15 

1980:01. / 264 
978-4-579-20088-7 
1,214 円〔本体〕+税 

*9784579200887*

 

夢みる惑星<1>(佐藤史生コレクション) 
佐藤 史生 著 
復刊ドットコム 
読売新聞 2014/06/15 

2014:05. / 265p 
978-4-8354-5079-7 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784835450797*
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サムライブルーの料理人 3・11 後の福島から 
西 芳照 著 
白水社 
W 杯までの 3 年にわたる戦いの記録 
読売新聞 2014/06/15 

2014:06. / 228p 
978-4-560-08355-0 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784560083550*

 

小学生までに読んでおきたい文学<6> すごい話 
松田 哲夫 編 
あすなろ書房 
グリム「ねずみと小鳥とソーセージ」、岡本綺堂「蛇精」、サローヤン「冬を越したハ

チドリ」など 17 編収録。 
読売新聞 2014/06/15 

2013:10. / 253p 
978-4-7515-2746-7 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784751527467*

 

日本サッカーはなぜシュートを撃たないのか?(文春文庫 く 33-2) 
熊崎 敬 著 
文藝春秋 
日本社会の特質が「シュート撃たない病」の原因か？ 国内外の 前線で取材し

てきた著者が実体験をもとに日本サッカーの宿痾に迫る。 
読売新聞 2014/06/15 

2014:05. / 263p 
978-4-16-790109-7 
560 円〔本体〕+税 

*9784167901097*

 

ペスト&コレラ 
パトリック・ドゥヴィル/ 辻 由美 著 
みすず書房 
ペスト菌の発見者イェルサンの冒険的生涯を描く傑作長編。百年前のアジアが

舞台。北里柴三郎やランボーも登場。フェミナ賞・本屋大賞 
読売新聞 2014/06/15 

2014:05. / 243p 
978-4-622-07838-8 
3,400 円〔本体〕+税 

*9784622078388*

 

常識哲学～最後のメッセージ～ 
なだ いなだ 著 
筑摩書房 
常識とは何か？ 臨床医の経験から生まれたそんな問いと真摯に向き合い辿り

着いた、不透明な時代に翻弄されない生き方の哲学。著者の切実な思いが詰ま

った一冊。 
読売新聞 2014/06/15 

2014:05. / 184p,3p 
978-4-480-84303-6 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784480843036*

 

北海道・東北「方言」から見える県民性の謎(じっぴコンパクト新書 190) 
篠崎 晃一 著 
実業之日本社 
北海道民はゴミを投げる? 宮城県民は靴下におはようと挨拶する? 北海道・東北

地方のオモシロ方言が満載。また、県ごとに特徴のある性格「県民性」や、グルメ

雑学にもアプローチする。 
読売新聞 2014/06/15 

2014:05. / 207p 
978-4-408-45502-0 
762 円〔本体〕+税 

*9784408455020*

 

小学生までに読んでおきたい文学<1> おかしな話 
松田 哲夫 編 
あすなろ書房 
宮沢賢治「猫の事務所」、カポーティ「もてなし」など、小学生までに読んでおきた

いおかしな話を収録。小学 5 年生以上の漢字にルビをふり、見やすい図版入り

脚注を付ける。松田哲夫による解説も掲載。 
読売新聞 2014/06/15 

2014:03. / 245p 
978-4-7515-2741-2 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784751527412*



 51  

 

幻の近代アイドル史～明治・大正・昭和の大衆芸能盛衰記～(フィギュール彩 
14) 
笹山 敬輔 著 
彩流社 
漱石も、谷崎も、川端も…みんなアイドルにハマっていた!? 1887 年から 1945
年、明治・大正・昭和にかけて活躍しながらほとんど忘れられている「アイドル」に

焦点を当てた異色のアイドル論。 
読売新聞 2014/06/15 

2014:05. / 186p 
978-4-7791-7014-0 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784779170140*

 

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。 
読売新聞 2014/06/15 

2014:03. / 436p 
978-4-89434-962-9 
3,600 円〔本体〕+税 

*9784894349629*

 

共産主婦～東側諸国のレトロ家庭用品と女性たちの一日～(共産趣味インター

ナショナル VOL4) 
イスクラ 著 
社会評論社 
東ドイツ、ソ連、ポーランド、ハンガリー、チェコスロバキア、ルーマニア、ブルガリ

アを代表するドールが、それぞれの国の主婦のモデル的な一日を再現。過去の

生活の上で通り過ぎていった製品を紹介します。 
読売新聞 2014/06/15 

2014:03. / 167p 
978-4-7845-1110-5 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784784511105*

 

小学生までに読んでおきたい文学<2> かなしい話 
松田 哲夫 編 
あすなろ書房 
芥川龍之介「蜘蛛の糸」、モーパッサン「ジュール伯父」など、小学生までに読ん

でおきたい、かなしい話を収録。小学 5 年生以上の漢字にルビをふり、見やすい

図版入り脚注を付ける。松田哲夫による解説も掲載。 
読売新聞 2014/06/15 

2014:01. / 239p 
978-4-7515-2742-9 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784751527429*

 

リクルートの深層(イースト新書 026) 
大下 英治 著 
イーストプレス 
リクルート創業者・江副浩正。「リクルート事件」で政財界を揺るがした彼の私生活

は、あまりにもその時代と裏腹に孤独で屈折していた。関係者への取材を重ね、

その虚像と実像に迫る経済人物ノンフィクション。 
読売新聞 2014/06/15 

2014:04. / 381p 
978-4-7816-5026-5 
907 円〔本体〕+税 

*9784781650265*

 

小学生までに読んでおきたい文学<5> ともだちの話 
松田 哲夫 編 
あすなろ書房 
吉行淳之介「子供の領分」、ヘッセ「クジャクヤママユ」など、小学生までに読んで

おきたい、ともだちの話を収録。小学 5 年生以上の漢字にルビをふり、見やすい

図版入り脚注を付ける。松田哲夫による解説も掲載。 
読売新聞 2014/06/15 

2013:10. / 255p 
978-4-7515-2745-0 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784751527450*
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小学生までに読んでおきたい文学<3> こわい話 
松田 哲夫 編 
あすなろ書房 
三島由紀夫「復讐」、エドガー・アラン・ポー「スフィンクス」など、小学生までに読

んでおきたい、こわい話を収録。小学 5 年生以上の漢字にルビをふり、見やすい

図版入り脚注を付ける。松田哲夫による解説も掲載。 
読売新聞 2014/06/15 

2013:12. / 247p 
978-4-7515-2743-6 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784751527436*

 

小学生までに読んでおきたい文学<4> たたかう話 
松田 哲夫 編 
あすなろ書房 
アンデルセン「ナイチンゲール」、星新一「西部に生きる男」など、小学生までに読

んでおきたい、たたかう話を収録。小学 5 年生以上の漢字にルビをふり、見やす

い図版入り脚注を付ける。松田哲夫による解説も掲載。 
読売新聞 2014/06/15 

2013:11. / 247p 
978-4-7515-2744-3 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784751527443*

 

来たれ、野球部(講談社文庫 か 125-3) 
鹿島田 真希 著 
講談社 
頭脳・容姿・運動神経の三拍子揃った「選ばれし」義孝が恋したのは、幼馴染み

の「ふつうの」奈緒。二人が付き合い始めた矢先、過去に自殺した女子高生の日

記をきっかけに、義孝が異変をきたし…。純粋ゆえに危うい青春文学。 
読売新聞 2014/06/15 

2014:03. / 285p 
978-4-06-277787-2 
660 円〔本体〕+税 

*9784062777872*

 

革命キューバの民族誌～非常な日常を生きる人びと～ 
田沼 幸子 著 
人文書院 
社会主義革命の理想が妥協を強いられた「非常期間」のつづくキューバ。理想と

現実のあいだで板挟みになった人びとは自らの人生を生き抜く希望をどう見いだ

しているか。現地で暮らした人類学者が等身大のキューバの姿を描く。 
読売新聞 2014/06/15 

2014:02. / 279p 
978-4-409-53046-7 
6,000 円〔本体〕+税 

*9784409530467*

 

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。 
読売新聞 2014/06/15 

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

*9784569817989*

 

Banksy's Bristol:HOME SWEET HOME 
スティーヴ・ライト/ 小倉 利丸/ 鈴木 沓子/ 毛利 嘉孝 著 
作品社 
ストリート・グラフティの天才、謎の覆面芸術家・バンクシーの“非公式”ガイドブッ

ク。消失した初期作品から代表作まで 166 作品を掲載するほか、友人・仲間の証

言、作品解説、本人インタヴューも収録。 
読売新聞 2014/06/15 

2014:03. / 124p 
978-4-86182-353-4 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784861823534*
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唐物の文化史～舶来品からみた日本～(岩波新書 新赤版 1477) 
河添 房江 著 
岩波書店 
正倉院の宝物、艶やかな織物や毛皮、香料、書、薬、茶、珍獣…。日本人はなぜ

これほど、舶来品が好きなのか? 各時代のキーパーソンとの関係を軸に、異国か

らの舶来品、すなわち「唐物」を通じて日本文化の変遷を追う。 
読売新聞 2014/06/15 

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

*9784004314776*

 

人はなぜ記号に従属するのか～新たな世界の可能性を求めて～ 
フェリックス・ガタリ/ 杉村 昌昭 著 
青土社 
情報や記号があふれる世界のなかで、自らの欲望も捻じ曲げられ、そのことに気

が付かぬままに「世界」に取り込まれている。いかにして抜け出すことができるの

か。どうすれば現実を革新できるのか。ガタリの重要著作を邦訳。 
読売新聞 2014/06/15 

2014:03. / 410p 
978-4-7917-6768-7 
3,600 円〔本体〕+税 

*9784791767687*

 

盲目的な恋と友情 
辻村 深月 著 
新潮社 
この世界にあなたを閉じ込めたかった。私だけのあなたに──。恋と友情、どちら

が大事かなんて誰に決められる？渾身の書下ろし長編。 
読売新聞 2014/06/15、読売新聞 2014/06/22 

2014:05. / 243p 
978-4-10-328322-5 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784103283225*

 

詩の向こうで、僕らはそっと手をつなぐ。～萌詩アンソロジー～ 
川口 晴美 編 
ふらんす堂 
書き手と読み手は、異なるかもしれない場面を見ながら共犯者のように鼓動を重

ねる-。萌えながら、詩を味わう。珠玉の愛を詰め込んだ、新しい形の日本の現代

詩アンソロジー。 
読売新聞 2014/06/17 

2014:06. / 78p 
978-4-7814-0605-3 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784781406053*

 

冷たい校舎の時は止まる<上>(講談社文庫)  
辻村 深月 著 
講談社 
読売新聞 2014/06/22 

2007:08. / 591p 
978-4-06-275822-2 
819 円〔本体〕+税 

*9784062758222*

 

凍りのくじら(講談社文庫)  
辻村 深月 著 
講談社 
読売新聞 2014/06/22 

2008:11. / 568p 
978-4-06-276200-7 
781 円〔本体〕+税 

*9784062762007*

 

スロウハイツの神様<上>(講談社文庫)  
辻村 深月 著 
講談社 
読売新聞 2014/06/22 

2010:01. / 362p 
978-4-06-276556-5 
648 円〔本体〕+税 

*9784062765565*
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スロウハイツの神様<下>(講談社文庫)  
辻村 深月 著 
講談社 
読売新聞 2014/06/22 

2010:01. / 483p 
978-4-06-276557-2 
724 円〔本体〕+税 

*9784062765572*

 

家族・集落・女性の底力～T 型集落点検とライフヒストリーでみえる～(シリーズ

地域の再生 11) 
徳野 貞雄/ 柏尾 珠紀 著 
農山漁村文化協会 
むらの潜在能力を引出し自信を取戻す手法 
読売新聞 2014/06/22 

2014:04. / 348p 
978-4-540-09224-4 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784540092244*

 

語りあかそう(河出文庫 な 32-1) 
ナンシー関 著 
河出書房新社 
消しゴム版画と TV 評で有名人の特徴を喝破したナンシーの、対談集から精選し

た究極の 10 本。 
読売新聞 2014/06/22 

2014:05. / 174p 
978-4-309-41292-4 
590 円〔本体〕+税 

*9784309412924*

 

絶対霊度(ムー・スーパーミステリー・ブックス) 
辛酸 なめ子 著 
学研パブリッシング 
月刊「ムー」とスピリチュアル・サイト「マイスピ」で連載した４コママンガにオリジナ

ル・エッセイを加えた辛酸なめ子ワールド。 
読売新聞 2014/06/22 

2014:05. / 191p 
978-4-05-406014-2 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784054060142*

 

雨のことば辞典(講談社学術文庫 2239)  
倉嶋 厚/ 原田 稔 著 
講談社 
雨にまつわる言葉だけを約１２００語集めた辞典。気象コラム、ことわざ・慣用句、

雨の歳時記として使える「四季雨ごよみ」付き。 
読売新聞 2014/06/22 

2014:06. / 266p 
978-4-06-292239-5 
920 円〔本体〕+税 

*9784062922395*

 

潜伏キリシタン～江戸時代の禁教政策と民衆～(講談社選書メチエ 574) 
大橋 幸泰 著 
講談社 
キリシタンとはそもそも何か。近世の「宗教弾圧」と「近代の解放」を再考し、民衆

宗教の実態を検証。「隠れ切支丹」の虚像を覆す。 
読売新聞 2014/06/22 

2014:05. / 254p 
978-4-06-258577-4 
1,650 円〔本体〕+税 

*9784062585774*

 

家族の悪知恵～身もフタもないけど役に立つ 49 のヒント～(文春新書 969) 
西原 理恵子 著 
文藝春秋 
夫婦・親子関係で悩む方は多いはず。「困った夫&妻」「子育て」「面倒くさい親兄

弟」などをテーマにサイバラが現実的対処法を伝授。 
読売新聞 2014/06/22 

2014:05. / 216p 
978-4-16-660969-7 
800 円〔本体〕+税 

*9784166609697*
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カウンセラーは何を見ているか(シリーズケアをひらく) 
信田 さよ子 著 
医学書院 
「聞く力」はもちろん大切。しかしプロなら、あたかも素人のように好奇心を全開に

して、相手を「見る」ことが必要だ。では著者は何をどう見ているのか？ 
読売新聞 2014/06/22 

2014:05. / 263p 
978-4-260-02012-1 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784260020121*

 

人間にとって善とは何か～徳倫理学入門～ 
フィリッパ・フット/ 高橋 久一郎/ 河田 健太郎/ 立花 幸司/ 壁谷 彰慶 著 
筑摩書房 
サンデルをはじめ、多くの議論に絶大な影響を与えた著者が、アリストテレスから

ニーチェまで「善悪」の系譜を一望し、決着に挑む。現代倫理学の決定版！ 
読売新聞 2014/06/22 

2014:04. / 253p 
978-4-480-84302-9 
2,700 円〔本体〕+税 

*9784480843029*

 

回勅信仰の光 
教皇フランシスコ/ カトリック中央協議会司教協議会秘書室研究企画 著 
カトリック中央協議会 
教皇ベネディクト十六世が草稿をまとめ、教皇フランシスコが受け継ぎ完成させ

た、「神は愛」「希望による救い」とともに、信・望・愛の対神徳の三幅対をなす回

勅を邦訳。 
読売新聞 2014/06/22 

2014:02. / 103p 
978-4-87750-179-2 
900 円〔本体〕+税 

*9784877501792*

 

母のはなし(集英社文庫 む 3-11) 
群 ようこ 著 
集英社 
昭和 5 年、賑やかな家族のもとに生まれたハルエは、父の早世で生活が一変す

るも健やかに成長し、やがて見合い結婚。だが夫は浪費家で…。娘、妻、母、そ

して老人となっていく女の一生をおおらかに描く。 
読売新聞 2014/06/22 

2014:05. / 234p 
978-4-08-745190-0 
460 円〔本体〕+税 

*9784087451900*

 

米林宏昌画集～汚れなき悪戯～ 
米林 宏昌 著 
復刊ドットコム 
「思い出のマーニー」「借りぐらしのアリエッティ」の監督・米林宏昌が描く繊細優

美な女性画を集成したオールカラー画集。スタジオジブリ作品のヒロインたちをは

じめ、描き下ろしとインタビューも収録。 
読売新聞 2014/06/22 

2014:06. / 127p 
978-4-8354-5085-8 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784835450858*

 

冷たい校舎の時は止まる<下>(講談社ノベルス)  
辻村 深月 著 
講談社 
彼らは思い出せない。学園祭 終日、学校の屋上から飛び降りて死んでしまった

級友は誰だったのか。彼らを校舎に閉じ込め漆黒の恐怖に陥れている「ホスト」の

正体がついに明らかに？ メフィスト賞受賞作。 
読売新聞 2014/06/22 

2004:08. / 283p 
978-4-06-182382-2 
820 円〔本体〕+税 

*9784061823822*
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ツナグ(新潮文庫 つ-29-1) 
辻村 深月 著 
新潮社 
突然死したアイドルが心の支えだった OL、年老いた母に癌告知出来なかった息

子…。使者(ツナグ)の仲介のもと再会した生者と死者。一夜の邂逅は、何をもたら

すのだろうか。2012 年 10 月公開映画の原作。 
読売新聞 2014/06/22 

2012:09. / 441p 
978-4-10-138881-6 
630 円〔本体〕+税 

*9784101388816*

 

紙つなげ!彼らが本の紙を造っている～再生・日本製紙石巻工場～ 
佐々 涼子 著 
早川書房 
東日本大震災で被災した日本製紙・石巻工場。機能は全停止し、従業員でさえ

復旧は無理だと考えた。しかし工場長は半年での復興を宣言。その日から、彼ら

の闘いは始まった…。奇跡の工場再生を描いたノンフィクション。 
読売新聞 2014/06/22 

2014:06. / 267p 
978-4-15-209460-5 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784152094605*

 

四畳半みくじ 
齋藤 芽生 著 
芸術新聞社 
男と女にまつわる哀切に満ちた 100 の運勢を収録、ユーモアと皮肉満載でも“驚
くほど当たる”四畳半みくじ。思い立ったら引けるくじつき、日々の運勢を占うもよ

し、男と女の物語として読む“おみくじ文学”としても楽し。 
読売新聞 2014/06/22 

2014:04. / 1 冊(ﾍﾟｰｼﾞ付

なし) 
978-4-87586-391-5 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784875863915*

 

ゼロ、ハチ、ゼロ、ナナ。(講談社文庫 つ 28-12) 
辻村 深月 著 
講談社 
“30 歳”という岐路の年齢に立つ、幼馴染だったみずほとチエミ。みずほは都会で

フリーライターとして活躍しながら結婚し、チエミは未婚で地元企業で契約社員と

して勤めている。互いの人生が、“殺人事件”で重なり合い…。 
読売新聞 2014/06/22 

2012:04. / 487p 
978-4-06-277224-2 
743 円〔本体〕+税 

*9784062772242*

 

オーダーメイド殺人クラブ 
辻村 深月 著 
集英社 
中学 2 年の 4 月、突然友人たちから無視されるようになったアンは、同級生の「イ

ケてない男子」徳川の言葉をきっかけに仲直りする。しかし、絶望感を抱いたアン

は、徳川に自分を殺してと頼み…。『小説すばる』連載を書籍化。 
読売新聞 2014/06/22 

2011:05. / 371p 
978-4-08-771403-6 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784087714036*

 

江戸の食文化～和食の発展とその背景～ 
原田 信男 編 
小学館 
1 日 3 食の生活習慣、高級料亭から屋台まで豊富な外食産業、旅行先で楽しむ

名物料理など、現代日本人の食生活の基礎が形づくられた江戸時代。四季を大

切にし、土地に根ざした食材と調理法を工夫してきた江戸の食文化を紐解く。 
読売新聞 2014/06/22 

2014:05. / 207p 
978-4-09-626618-2 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784096266182*
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島はぼくらと 
辻村 深月 著 
講談社 
瀬戸内海の小さな島、冴島。朱里、衣花、源樹、新の 4 人は島に高校がないた

め、フェリーで本土に通う。未婚の母の涙、I ターン青年の後悔、そして自らの淡

い恋心…。17 歳、ともに過ごす 後の季節を描く。 
読売新聞 2014/06/22 

2013:06. / 329p 
978-4-06-218365-9 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784062183659*

 

エドワード・ルトワックの戦略論～戦争と平和の論理～ 
エドワード・ルトワック/ 武田 康裕/ 塚本 勝也 著 
毎日新聞社 
汝、平和を欲するなら、戦いに備えよ-。戦略研究の第一人者エドワード・ルトワッ

クによる軍事戦略論の名著。「国連平和維持部隊は戦争をいたずらに長引かせ

る」など、戦争に関する洞察力をもとに戦略の逆説性を説く。 
読売新聞 2014/06/22、日本経済新聞 2014/06/29 

2014:01. / 417p,20p 
978-4-620-32240-7 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784620322407*

 

ファウスト<第１部>(岩波文庫)  
ゲーテ/ 相良 守峯 著 
岩波書店 
生の意義を把握するためとあらば悪魔に魂を売りわたすことも辞さぬファウストに

とって自己救済はいかにして可能だったか．――ゲーテ（一七四九―一八三二）

は若くしてこの大作を書きはじめ，完成までにほとんど全生涯を費した．そして脱

稿のあと「私の今後の生活は全くの贈物のような気がする」といって深い悦びを語

ったという． 
読売新聞 2014/06/29 

1958:03. / 387p 
978-4-00-324062-5 
860 円〔本体〕+税 

*9784003240625*

 

ファウスト<第２部>(岩波文庫)  
ゲーテ/ 相良 守峯 著 
岩波書店 
生の意義を把握するためとあらば悪魔に魂を売りわたすことも辞さぬファウストに

とって自己救済はいかにして可能だったか．――ゲーテ（一七四九―一八三二）

は若くしてこの大作を書きはじめ，完成までにほとんど全生涯を費した．そして脱

稿のあと「私の今後の生活は全くの贈物のような気がする」といって深い悦びを語

ったという． 
読売新聞 2014/06/29 

1958:03. / 542p 
978-4-00-324063-2 
960 円〔本体〕+税 

*9784003240632*

 

ファウスト<上>(講談社文芸文庫)  
ゲーテ/ 柴田 翔 著 
講談社 
読売新聞 2014/06/29 

2003:01. / 377p 
978-4-06-198320-5 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784061983205*

 

ファウスト<下>(講談社文芸文庫)  
ゲーテ/ 柴田 翔 著 
講談社 
読売新聞 2014/06/29 

2003:02. / 541p 
978-4-06-198324-3 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784061983243*



 58  

 

ファウスト<第１部>(集英社文庫)  
ヨハーン・ヴォルフガング・ゲーテ/ 池内 紀 著 
集英社 
読売新聞 2014/06/29 

2004:05. / 358p 
978-4-08-761008-6 
686 円〔本体〕+税 

*9784087610086*

 

ファウスト<第２部>(集英社文庫)  
ヨハーン・ヴォルフガング・ゲーテ/ 池内 紀 著 
集英社 
読売新聞 2014/06/29 

2004:05. / 493p 
978-4-08-761009-3 
933 円〔本体〕+税 

*9784087610093*

 

一瞬の夏<上> 改版(新潮文庫 さ-7-2) 
沢木 耕太郎 著 
新潮社 
読売新聞 2014/06/29 

2011:11. / 409p 
978-4-10-123502-8 
630 円〔本体〕+税 

*9784101235028*

 

ファウスト<第１部> 改版(新潮文庫)  
ゲーテ/ 高橋 義孝 著 
新潮社 
読売新聞 2014/06/29 

1996:01. / 334p 
978-4-10-201503-2 
590 円〔本体〕+税 

*9784102015032*

 

ファウスト<第２部> 改版(新潮文庫)  
ゲーテ/ 高橋 義孝 著 
新潮社 
読売新聞 2014/06/29 

1996:01. / 498p 
978-4-10-201504-9 
750 円〔本体〕+税 

*9784102015049*

 

沈黙の春 改版(新潮文庫)  
レイチェル・カーソン/ 青樹 簗一 著 
新潮社 
読売新聞 2014/06/29 

2004:06. / 394p 
978-4-10-207401-5 
670 円〔本体〕+税 

*9784102074015*

 

センス・オブ・ワンダ－  
レイチェル・ルイス・カ－ソン/ 上遠恵子 著 
新潮社 
読売新聞 2014/06/29 

1996:07. / 60p 
978-4-10-519702-5 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784105197025*
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ファウスト～悲劇～<第１部>(中公文庫)  
ゲーテ/ 手塚 富雄 著 
中央公論新社 
読売新聞 2014/06/29 

1974:10. / 363p 
978-4-12-200146-6 
724 円〔本体〕+税 

*9784122001466*

 

魔法使いの弟子(ちくま文庫)  
ロード・ダンセイニ/ 荒俣宏 著 
筑摩書房 
読売新聞 2014/06/29 

1994:05. / 364p 
978-4-480-02866-2 
780 円〔本体〕+税 

*9784480028662*

 

Coyote 
スイッチ・パブリッシング 
読売新聞 2014/06/29 

2014:06. / 175p 
978-4-88418-394-3 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784884183943*

 

生命の起源～地球と宇宙をめぐる最大の謎に迫る～ 
ポール・デイヴィス/ 木山 英明 著 
明石書店 
地球の生物はどこでどのように誕生したのか 
読売新聞 2014/06/29 

2014:05. / 437p 
978-4-7503-4016-6 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784750340166*

 

裁判員への説得技法～法廷で人の心を動かす心理学～ 
C.B.アンダーソン/ 石崎 千景/ 荒川 歩/ 菅原 郁夫 著 
北大路書房 
弁護士である著者が，心理学研究者の助言をもとに，裁判員（陪審員）である市

民を説得するための方法論について検討する。 
読売新聞 2014/06/29 

2014:04. / 12p,232p 
978-4-7628-2856-0 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784762828560*

 

世界の美しい書店～WE LOVE BOOKSTORE～ 
今井 栄一 著 
宝島社 
目で見て楽しい建築や陳列の仕方ですし、日本ではあまり見られないような本屋

さんがあり、旅した気分を味わえる一冊です。 
読売新聞 2014/06/29 

2014:07. / 110p 
978-4-8002-2725-6 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784800227256*

 

こころは体につられて～日記とノート 1964-1980～<上> 
スーザン・ソンタグ/ 木幡 和枝 著, スーザン・ソンタグ/ デイヴィッド・リーフ 編 
河出書房新社 
『私は生まれなおしている』に続く、日記第２巻（上巻＝１９６４～６９年）。『反解釈』

からヴェトナム戦争までの克明な記録。 
読売新聞 2014/06/29 

2013:12. / 396p 
978-4-309-20638-7 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784309206387*
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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。 
読売新聞 2014/06/29 

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

*9784101392714*

 

こころは体につられて～日記とノート 1964-1980～<下> 
スーザン・ソンタグ/ 木幡 和枝 著, スーザン・ソンタグ/ デイヴィッド・リーフ 編 
河出書房新社 
ソンタグ日記第２巻。下巻は１９６９年から８０年までを収録。批評の鋭さは増し、自

らへの沈潜はより深まる──土星の徴を携えて。 
読売新聞 2014/06/29 

2014:04. / 405p 
978-4-309-20648-6 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784309206486*

 

時間という贈りもの～フランスの子育て～ 
飛幡 祐規 著 
新潮社 
考える時間、待つ時間、夢見る時間……親から子どもへのいちばんの贈りものは

「時間」なのだ。人生を愉しむ力を育む遠まわりの知恵。 
読売新聞 2014/06/29 

2014:04. / 218p 
978-4-10-303652-4 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784103036524*

 

平凡 
角田 光代 著 
新潮社 
あの人と結婚していなければ。別れていなければ。仕事をやめていなければ。仕

事をやめていれば──。あなたの「もし」を描いた６篇。 
読売新聞 2014/06/29 

2014:05. / 222p 
978-4-10-434606-6 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784104346066*

 

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

戦中戦後体験と重ねながら、人生の本質を描く感動の書！ 
読売新聞 2014/06/29 

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

*9784309022635*

 

西郷「征韓論」の真相～歴史家の虚構をただす～ 
川道 麟太郎 著 
勉誠出版 
西郷隆盛が明治 6 年に唱えた朝鮮遣使論について、「征韓説」「交渉説」の両説

を検討。虚構の歴史が創り上げられていく過程を明らかにするとともに、朝鮮遣使

論の真相を解明する。 
読売新聞 2014/06/29 

2014:05. / 336p 
978-4-585-22089-3 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784585220893*

 

忍者月輪 
津本 陽 著 
中央公論新社 
信長陣営にて重用される伝兵衛は、大仕事を成す一方、妻との不和に悩み、伊

賀攻め後の前途に迷っていた。虚無をまとう若き忍びは、己の道を見出せるか。

『読売新聞』連載を単行本化。 
読売新聞 2014/06/29 

2014:04. / 412p 
978-4-12-004609-4 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784120046094*
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石牟礼道子全集・不知火<別巻> 自伝 
石牟礼 道子 著 
藤原書店 
名著「苦海浄土」執筆までを描いた自伝「葭の渚」を収録する。渡辺京二による

「詳伝年譜(1969-2013)」、若き日の手紙、原稿、絵、書など新しく発見された未公

開の資料も収載。 
読売新聞 2014/06/29 

2014:05. / 469p 
978-4-89434-970-4 
8,500 円〔本体〕+税 

*9784894349704*

 

万葉集と日本人～読み継がれる千二百年の歴史～(角川選書 539) 
小川 靖彦 著 
KADOKAWA 
今、私たちが『万葉集』を楽しめるのは、成立以来 1200 年にわたる享受の歴史が

あったからである。時代とともに大きく変化する歌の読み方を検証し、『万葉集』が

日本人を魅了し続ける理由を明らかにする。 
読売新聞 2014/06/29 

2014:04. / 255p 
978-4-04-703539-3 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784047035393*

 

宮脇俊三鉄道紀行セレクション(ちくま文庫 み 34-1) 
宮脇 俊三 著, 宮脇 俊三/ 小池 滋 編 
筑摩書房 
名編集者であり、鉄道ファンとしても知られる著者の鉄道紀行集。全著作の中か

ら、「時刻表 2 万キロ」「夢の山岳鉄道」など、世代を超えて読み継がれ愛される、

ユーモアあふれる珠玉の 8 作品・24 篇を収録。 
読売新聞 2014/06/29 

2014:06. / 478p 
978-4-480-43178-3 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784480431783*

 

12 イヤーズアスレーブ 
ソロモン ノーサップ 著 
花泉社 
誘拐され、南部の綿農家へと奴隷として送られたソロモン・ノーサップ自身が、試

練の日々を乗り越え、再び家族と再会するまでを描いた衝撃の名作。第 86 回米

アカデミー賞作品賞受賞作品「それでも夜は明ける」の原作。 
読売新聞 2014/06/29 

2014:06. / 319p 
978-4-907205-06-5 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784907205065*

 

デュカス 魔法使いの弟子<連弾・2 台ピアノ>(zen�on piano library) 
デュカス/ 角野 裕 著 
全音楽譜出版社 
フランスの作曲家ポール・デュカスの交響詩「魔法使いの弟子」の、ロックの編曲

によるピアノ連弾版と、デュカス自身の編曲による 2 台ピアノ版を収載。ゲーテの

物語詩「魔法使いの弟子」のフランス語詩と日本語対訳も掲載。 
読売新聞 2014/06/29 

2014:06. / 93p 
978-4-11-160249-0 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784111602490*

 

「現代思潮社」という閃光 
陶山 幾朗 著 
現代思潮新社 
“現代思潮社”という名の風は、同時代の希求する空気を吸い込み、出版という形

態に変換して送り返す、ふいご-。かつて現代思潮社に勤務していた著者が、同

社が放った時代的閃光の跡を辿る。『アリーナ』連載を単行本化。 
読売新聞 2014/06/29 

2014:05. / 210p 
978-4-329-00490-1 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784329004901*
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男子の貞操～僕らの性は、僕らが語る～(ちくま新書 1067) 
坂爪 真吾 著 
筑摩書房 
男子の、男子による、男子のための新しいセックス論。「射精」「自慰」「童貞」「初

体験」「恋愛」「性風俗」「結婚」といった、日常生活の中で男子が直面する、性に

関する問題とその解決策を一つひとつ論理的に読み解く。 
読売新聞 2014/06/29 

2014:04. / 249p 
978-4-480-06764-7 
800 円〔本体〕+税 

*9784480067647*

 

潮風の下で(岩波現代文庫Ｂ（文芸）） 
レイチェル・カーソン 著 
岩波書店 
アメリカ大西洋岸に生きる海鳥、魚、哺乳類たちの生態を詳細に描き出した、海

の大叙事詩。季節の変化をたどりつつ、生命の多様性と生気あふれる生き物を

活写する。「沈黙の春」で有名なレイチェル・カーソンの第 1 作。 
読売新聞 2014/06/29 

2012:04. / 6p,269p 
978-4-00-602200-6 
980 円〔本体〕+税 

*9784006022006*

 

オオカミ～迫害から復権へ～ 
ギャリー・マーヴィン/ 南部 成美 著 
白水社 
人間が歴史的にオオカミに投影してきたものとは何か？ 新の研究に基づいた

生態学的側面から文化史的側面までを幅広く紹介。 
日本経済新聞 2014/06/01 

2014:04. / 210p,14p 
978-4-560-08356-7 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784560083567*

 

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２

０世紀のヨーロッパ全体の歴史を描ききる。 
日本経済新聞 2014/06/01 

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

*9784766421354*

 

IMF と世界銀行の最前線～日本人職員がみた国際金融と開発援助の現場～ 
井出 穣治/ 児玉 十代子 著 
日本評論社 
国際機関で働く日本人はどんな仕事をしているのか？求められる資質とは?組織

の概要から日常業務までを若手職員の視点から解説。 
日本経済新聞 2014/06/01 

2014:05. / 14p,216p 
978-4-535-55783-3 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784535557833*

 

制度変革の政治経済過程～戦前期日本における営業税廃税運動の研究～(早
稲田大学学術叢書 32) 
石井 裕晶 著 
早稲田大学出版部 
明治・大正期、営業税廃税運動の要求が実現するまでの政治過程、その背景に

ある政治経済構造を、多数の史資料をもとに緻密に考証する 
日本経済新聞 2014/06/01 

2014:04. / 8p,483p,11p 
978-4-657-14702-8 
8,500 円〔本体〕+税 

*9784657147028*
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日本人に生まれて、まあよかった(新潮新書 569) 
平川 祐弘 著 
新潮社 
日本人が自信を取り戻し、日本が世界に「もてる」国になるための秘策とは? 国

防、歴史認識、教育など、比較文化史の大家が戦後民主主義の歪みを斬る、辛

口・本音の日本論。 
日本経済新聞 2014/06/01 

2014:05. / 265p 
978-4-10-610569-2 
780 円〔本体〕+税 

*9784106105692*

 

ちばてつやが語る「ちばてつや」(集英社新書 0739) 
ちば てつや 著 
集英社 
「あしたのジョー」で一番描きにくかったキャラクターは誰か。「おれは鉄兵」の主

人公の身長が段々小さくなった理由は。漫画家生活 58 年のちばてつやが、あの

傑作の秘密を語る。 
日本経済新聞 2014/06/01 

2014:05. / 250p 
978-4-08-720739-2 
760 円〔本体〕+税 

*9784087207392*

 

ファイナンス入門講義～論理をビジネスに生かすポイント～ 
山本 和隆 著 
日本経済新聞出版社 
ファイナンスは、日本人の強みを活かせる 上の武器。グローバル・ビジネスの共

通言語を、小話と事例を交えて、明快にレクチャー。グロービス人気講師が、考え

方から経営への応用までを解説します。 
日本経済新聞 2014/06/01 

2014:05. / 10p,295p 
978-4-532-31937-3 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784532319373*

 

大平正芳～理念と外交～(岩波現代全書 029) 
服部 龍二 著 
岩波書店 
対米関係とアジア外交との均衡を重んじ、現在にも通じる対外構想を描いた政治

家・大平正芳の実像とは。外交記録やインタビューなどを駆使し、大平の理念と

外交を系統的に跡づけることで、戦後日本政治を問い直す。 
日本経済新聞 2014/06/01 

2014:04. / 11p,255p 
978-4-00-029129-3 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784000291293*

 

儒学殺人事件～堀田正俊と徳川綱吉～ 
小川 和也 著 
講談社 
貞享元年、江戸城内で大老堀田正俊が刺殺された。下手人は若年寄の稲葉正

休。しかし、その背後には将軍綱吉がいた…。なぜ正俊は殺されたのか。「儒学」

をめぐって発生した、近世初頭の思想ドラマを明らかにする。 
日本経済新聞 2014/06/01 

2014:04. / 382p 
978-4-06-218933-0 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784062189330*

 

安源炭鉱実録～中国労働者階級の栄光と夢想～ 
于 建【ロン】/ 横澤 泰夫 著 
集広舎 
中国革命揺籃の地・安源炭鉱。複雑かつ危険な労務環境において、かつての栄

光に捕縛されたままの炭鉱労働者は何を求めているのか-。改革開放の中、中国

の労働者階級が置かれている普遍的な状況を明らかにした労作。 
日本経済新聞 2014/06/01 

2014:03. / 544p 
978-4-904213-20-9 
4,500 円〔本体〕+税 

*9784904213209*
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動物園の文化史～ひとと動物の 5000 年～ 
溝井 裕一 著 
勉誠出版 
野生空間で捕らえた動物を檻や濠のなかで飼育する「動物園」は、メソポタミアの

古代文明から現在まで、さまざまな形に変化してきた。ひとと動物のかかわりを探

るとともに、自然観をあらわす鏡としての動物園の魅力に迫る。 
日本経済新聞 2014/06/01 

2014:04. / 311p,4p 
978-4-585-22082-4 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784585220824*

 

天下統一～信長と秀吉が成し遂げた「革命」～(中公新書 2265) 
藤田 達生 著 
中央公論新社 
集権化や実力主義を推進した信長と秀吉の政策はまさに「革命」であり、他の武

将と一線を画していた。足利と織田、織田と豊臣の各政権が併存したことを指摘

しつつ、世界史的視野からも戦国日本を捉え直し、革命の本質に迫る。 
日本経済新聞 2014/06/01 

2014:04. / 294p 
978-4-12-102265-3 
860 円〔本体〕+税 

*9784121022653*

 

そうはいかない(小学館文庫 さ 12-2) 
佐野 洋子 著 
小学館 
母と息子、母親と私、見栄っぱりの女友だち、離婚した美女…。自らの周りにいる

愛すべき変人奇人たちを独特の文体で活写。イラストレーションも多数収録。強

烈きわまりない<マチコさん>を主人公にした中篇「或る女」を追加。 
日本経済新聞 2014/06/01 

2014:05. / 296p 
978-4-09-406046-1 
600 円〔本体〕+税 

*9784094060461*

 

世界でいちばん大切にしたい会社～コンシャス・カンパニー～(Harvard Busi-
ness School Press) 
ジョン・マッキー/ ラジェンドラ・シソーディア/ 鈴木 立哉 著 
翔泳社 
すべてのステークホルダーに愛され、富と幸福を創り出して成功を収めたコンシャ

ス・カンパニー(意識の高い会社)。イケア、スターバックスなど、多くの事例を取り

上げ、企業のあるべき姿を提案する。 
日本経済新聞 2014/06/01 

2014:04. / 14p,415p 
978-4-7981-3454-3 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784798134543*

 

会社が消えた日～三洋電機 10 万人のそれから～ 
大西 康之 著 
日経ＢＰ社 
経営危機の渦中、同族企業の混乱を克明に取材し、多くのビジネスパーソンにと

って決して他人事ではない「会社が消える日」を描く。 
日本経済新聞 2014/06/01、朝日新聞 2014/06/08 

2014:05. / 323p 
978-4-8222-5017-1 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784822250171*

 

宇宙人の見る地球 
須藤 靖 著 
毎日新聞社 
地球を相対的に眺めれば、世界と人生の本質が見えてくる。不確実性に満ちた

現代を生き抜く物理学的“珍”理論を、爆笑脚注つきで大公開! 『UP』連載「注文

の多い雑文」を中心にまとめた本第 3 弾。 
日本経済新聞 2014/06/01、毎日新聞 2014/06/15 

2014:05. / 198p 
978-4-620-32260-5 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784620322605*
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【オンデマンド版】詰むや詰まざるや～将棋無双・将棋図巧～(ワイド版東洋文庫 
282) 
伊藤宗看/ 伊藤看寿 著 
平凡社 
日本経済新聞 2014/06/08 

2004:09. / 296p 
978-4-256-80282-3 
3,400 円〔本体〕+税 

*9784256802823*

 

世界のなかの日本経済～不確実性を超えて～<5> 持続可能な社会保障へ 
小塩 隆士 著 
ＮＴＴ出版 
日本の社会保障は大丈夫なのか? 
日本経済新聞 2014/06/08 

2014:04. / 284p 
978-4-7571-2322-9 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784757123229*

 

インフォメーション・エコノミー～情報化する経済社会の全体像～ 
篠崎 彰彦 著 
ＮＴＴ出版 
経済活動の基盤にある仕組みの本質を理解する 
日本経済新聞 2014/06/08 

2014:03. / 6p,279p,6p 
978-4-7571-2333-5 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784757123335*

 

社会自由主義国家～ブラジルの「第三の道」～ 
小池 洋一 著 
新評論 
多元的経済への挑戦に新たな開発モデルを学ぶ 
日本経済新聞 2014/06/08 

2014:03. / 238p 
978-4-7948-0966-7 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784794809667*

 

江戸<メディア表象>論～イメージとしての<江戸>を問う～ 
奥野 卓司 著 
岩波書店 
「イメージとしての江戸」はいかに作られたのか 
日本経済新聞 2014/06/08 

2014:05. / 240p 
978-4-00-022290-7 
2,700 円〔本体〕+税 

*9784000222907*

 

この写真がすごい<2> 70 Photographs 
大竹 昭子 著 
朝日出版社 
「すごい」だけで選んだ、無差別級の写真たち。<br>大きな反響を呼んだ『この写

真がすごい』第二弾！ 
日本経済新聞 2014/06/08 

2014:05. / 1 冊(ﾍﾟｰｼﾞ付

なし) 
978-4-255-00780-9 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784255007809*

 

インサイドボックス究極の創造的思考法 
ジェイコブ・ゴールデンバーグ/ ドリュー・ボイド/ 池村 千秋 著 
文藝春秋 
数々の企業でヒット商品を生んだコンサルとコロンビア大ビジネススクール教授が

教える。制約の中で引き算、分割、掛算、関数を使え！ 
日本経済新聞 2014/06/08 

2014:05. / 352p,5p 
978-4-16-390064-3 
1,750 円〔本体〕+税 

*9784163900643*
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ユダ～烙印された負の符号の心性史～ 
竹下 節子 著 
中央公論新社 
裏切りの象徴は、いかに生まれ、いかに描かれたのか? 古今東西の伝承や文献

からユダの伝説を多角的に比較分析、両義性に着目しながら「負の符号」に託し

託された心性の系譜を解読する。 
日本経済新聞 2014/06/08 

2014:04. / 213p 
978-4-12-004606-3 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784120046063*

 

ゴジラの精神史(フィギュール彩 13) 
小野 俊太郎 著 
彩流社 
2014 年に“還暦”を迎える「ゴジラ」。日本人にとってのゴジラとは、どのようなもの

なのか? 1954 年の第一作目を徹底的に読み解き、ゴジラに込められている精神

史について考察する。 
日本経済新聞 2014/06/08 

2014:05. / 207p 
978-4-7791-7013-3 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784779170133*

 

昆虫 
講談社 
おもに日本にすんでいる昆虫と、クモなどの昆虫にちかいなかまの動物を、大迫

力の写真と動きのあるイラスト、そして付属 DVD 収録の NHK のスペシャル映像

で紹介。Q&A やマメ知識なども掲載。 
日本経済新聞 2014/06/08 

2011:07. / 207p 
978-4-06-216789-5 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784062167895*

 

Q 
ルーサー・ブリセット/ さとう ななこ 著 
東京創元社 
16 世紀、民衆のユートピア建国を目指す主人公たちを陰で操り、彼らの夢を崩

壊させたのは誰か。主人公は密偵 Q の遺した手記を読みながら、血塗られた闘

いの日々と死んでいった仲間を回想する…。 
日本経済新聞 2014/06/08 

2014:04. / 313p 
978-4-488-01011-9 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784488010119*
2014:04. / 313p 
978-4-488-01012-6 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784488010126*

 

和食とはなにか～旨みの文化をさぐる～(角川ソフィア文庫 I109-2) 
原田 信男 著 
KADOKAWA 
世界無形文化遺産「和食」はどのようにかたちづくられたか。素材を活かし、旨み

を引き立て、栄養バランスにすぐれた食文化が、いつどんな歴史のもとに生まれ

たかを探り、その成り立ちの意外な背景を描く。 
日本経済新聞 2014/06/08 

2014:05. / 251p 
978-4-04-409463-8 
800 円〔本体〕+税 

*9784044094638*

 

ブラジル経済の基礎知識 第 2 版 
二宮 康史 著 
日本貿易振興機構 
ブラジルの政治、経済、外交、産業動向を検証すると同時に、実際にビジネスに

取り組むに当たり必要な実務知識を網羅。巻末に「ブラジルの主要経済指標」

「ブラジル経済情報インターネット・ソース」も掲載。 
日本経済新聞 2014/06/08 

2011:07. / 208p 
978-4-8224-1102-2 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784822411022*
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ひとり親家庭(岩波新書 新赤版 1481) 
赤石 千衣子 著 
岩波書店 
日本社会において、ひとり親はなぜこうも生きづらいのか。自らもシングルマザー

として 30 年以上、当事者に寄り添い続けてきた著者が、現状の課題を整理し、

ひとりで子どもを育てる人々の生活を豊かにする道筋を提起する。 
日本経済新聞 2014/06/08 

2014:04. / 14p,249p,5p 
978-4-00-431481-3 
820 円〔本体〕+税 

*9784004314813*

 

恐竜 
講談社 
約 2 億 5100 万年前から約 6550 万年前までの「中生代」に見られた約 360 種の

恐竜や動物を、大迫力の写真と動きのあるイラスト、そして付属 DVD 収録の

NHK のスペシャル映像で紹介。恐竜博士のミニ知識なども掲載。 
日本経済新聞 2014/06/08 

2011:07. / 191p 
978-4-06-216209-8 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784062162098*

 

くらべる図鑑(小学館の図鑑ＮＥＯ＋)  
加藤 由子 著 
小学館 
生き物から宇宙・地球、乗り物や建造物、世界と日本まで、いろいろなものを自分

や身近なものとくらべる図鑑。ジャンル別の「知識」をクロスオーバーして「くらべ

る」ことで、「実感」をプラスします。迫力のイラストが満載。 
日本経済新聞 2014/06/08 

2009:07. / 127p 
978-4-09-217231-9 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784092172319*

 

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。 
日本経済新聞 2014/06/08 

2014:05. / 204p 
978-4-532-26230-3 
850 円〔本体〕+税 

*9784532262303*

 

ブラジル～跳躍の軌跡～(岩波新書 新赤版 1380) 
堀坂 浩太郎 著 
岩波書店 
軍事政権からの民主化、女性大統領の誕生、GDP 世界 6 位…。この四半世紀

で劇的な変化を遂げたブラジル。発展の軌跡を政治、経済、社会、対外関係から

たどり、その実相に迫る。 
日本経済新聞 2014/06/08 

2012:08. / 10p,207p,11p 
978-4-00-431380-9 
800 円〔本体〕+税 

*9784004313809*

 

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

の中にある――幻惑の極致に誘う待望の超本格ミステリー！ 
日本経済新聞 2014/06/08、朝日新聞 2014/06/15 

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

*9784103003366*



 68  

 

現代日本人の中国像～日中国交正常化から天安門事件・天皇訪中まで～ 
馬場 公彦 著 
新曜社 
日中の絆はなぜ失われたのか? 修復の手立ては? 1973 年から天皇訪中の 92
年末まで、日本人の中国像の変容をたどり、徹底検証する。戦後日本人の台湾・

モンゴルに対する認識も考察。「戦後日本人の中国像」続編。 
日本経済新聞 2014/06/08、毎日新聞 2014/06/08 

2014:05. / 400p 
978-4-7885-1386-0 
4,200 円〔本体〕+税 

*9784788513860*

 

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

れていない。中西リスク論が、問題点に斬り込み、提言。 
日本経済新聞 2014/06/08、毎日新聞 2014/06/22 

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

*9784535586505*

 

凍(新潮文庫)  
沢木 耕太郎 著 
新潮社 
日本経済新聞 2014/06/15 

2008:10. / 366p 
978-4-10-123517-2 
590 円〔本体〕+税 

*9784101235172*

 

教養主義の没落～変わりゆくエリート学生文化～(中公新書)  
竹内 洋 著 
中央公論新社 
日本経済新聞 2014/06/15 

2003:07. / 278p 
978-4-12-101704-8 
780 円〔本体〕+税 

*9784121017048*

 

鍵(中公文庫)  
谷崎 潤一郎 著 
中央公論新社 
日本経済新聞 2014/06/15 

1973:12. / 240p 
978-4-12-200053-7 
686 円〔本体〕+税 

*9784122000537*

 

伊東正義 総理のイスを蹴飛ばした男～自民党政治の「終わり」の始まり～ 
国正 武重 著 
岩波書店 
なぜ自民党はこんなにも変わってしまったのか 
日本経済新聞 2014/06/15 

2014:04. / 12p,228p 
978-4-00-025970-5 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784000259705*

 

音楽?講座(新潮文庫 や-12-7) 
山下 洋輔/ 茂木 大輔/ 仙波 清彦/ 徳丸 吉彦 著 
新潮社 
音楽の話であればジャンル不問！ 伝説のジャズピアニスト山下洋輔による贅沢

対談集。 
日本経済新聞 2014/06/15 

2014:05. / 379p 
978-4-10-123307-9 
630 円〔本体〕+税 

*9784101233079*
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こころの作法～生への構え、死への構え～(中公新書)  
山折 哲雄 著 
中央公論新社 
置き去りにされてきた日本人の「こころの作法」を豊かな挿話を通して回復しようと

する渾身のエッセイ群。 
日本経済新聞 2014/06/15 

2002:09. / 178p 
978-4-12-101661-4 
680 円〔本体〕+税 

*9784121016614*

 

金融政策のフロンティア～国際的潮流と非伝統的政策～ 
翁 邦雄 著 
日本評論社 
非伝統的政策に代表される金融政策の新たな枠組みについて理論的に整理

し、これからの金融政策を考える足掛かりを提供する。 
日本経済新聞 2014/06/15 

2013:01. / 16p,271p 
978-4-535-55721-5 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784535557215*

 

音楽の進化史 
ハワード・グッドール/ 夏目 大 著 
河出書房新社 
音楽はなぜ、どのようにより豊かで多様なものへと変化したのか？ 楽器や楽譜、

音階や和音の発明など、音楽史を一望する決定版！ 
日本経済新聞 2014/06/15 

2014:05. / 482p 
978-4-309-27491-1 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784309274911*

 

ナショナリズム入門(講談社現代新書 2263) 
植村 和秀 著 
講談社 
世界の様々な地域の多様なナショナリズムの構造を分析し、２１世紀世界の 大

の問題であるナショナリズムへの基礎的な知識を与える 
日本経済新聞 2014/06/15 

2014:05. / 283p 
978-4-06-288263-7 
840 円〔本体〕+税 

*9784062882637*

 

ボラード病 
吉村 萬壱 著 
文藝春秋 
こんな町、他にあるんですか――〈空気〉に支配された海辺の町で少女が見たも

のは？ 安全神話からの覚醒を促す今年 大の問題作。 
日本経済新聞 2014/06/15 

2014:06. / 165p 
978-4-16-390079-7 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784163900797*

 

ファストファッション～クローゼットの中の憂鬱～ 
エリザベス・L.クライン/ 鈴木 素子 著 
春秋社 
ファストファッションの裏には何がある？ 生産に携わる人々に肉迫取材、ドミニカ

の縫製工場やリサイクル現場までを追う衝撃のルポ。 
日本経済新聞 2014/06/15 

2014:05. / 314p 
978-4-393-33332-7 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784393333327*

 

春を恨んだりはしない～震災をめぐって考えたこと～ 
池澤 夏樹/ 鷲尾 和彦 著 
中央公論新社 
被災地の肉声、生き残った者の責務、自然の脅威、国土、政治、エネルギーの

未来図…。旅する作家が持てる力の全てを注ぎ込み、震災の現実を多面的にと

らえ、綴る。 
日本経済新聞 2014/06/15 

2011:09. / 123p 
978-4-12-004261-4 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784120042614*
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瓦礫の中から言葉を～わたしの<死者>へ～(NHK 出版新書 363) 
辺見 庸 著 
ＮＨＫ出版 
東日本大震災によって、表現の根拠となる故郷を根こそぎにされた著者が、人間

の極限を描ききった原民喜、石原吉郎、堀田善衛らの言葉を手がかりに自らの文

学の根源を賭けて綴る“3・11 論”。 
日本経済新聞 2014/06/15 

2012:01. / 194p 
978-4-14-088363-1 
740 円〔本体〕+税 

*9784140883631*

 

日本人はなぜ「さようなら」と別れるのか(ちくま新書)  
竹内 整一 著 
筑摩書房 
語源である接続詞「さらば（そうであるならば）」にまで遡り、また「そうならなければ

ならないならば」という解釈もあわせて検証。別れ言葉「さようなら」にこめてきた日

本人の別れの精神史を探究する。 
日本経済新聞 2014/06/15 

2009:01. / 219p 
978-4-480-06467-7 
720 円〔本体〕+税 

*9784480064677*

 

連続講義・デフレと経済政策～アベノミクスの経済分析～ 
池尾 和人 著 
日経ＢＰ社 
アベノミクスという実験的な性格の強い経済政策に賢く対処するための経済学の

知識を提供する書。「なぜ日本はデフレに陥ったのか」「マクロ経済学の新しい常

識」など 5 つのテーマを、講義形式で解説する。 
日本経済新聞 2014/06/15 

2013:07. / 351p 
978-4-8222-4965-6 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784822249656*

 

猫と庄造と二人のをんな(中公文庫 た 30-55) 
谷崎 潤一郎 著 
中央公論新社 
猫に嫉妬する妻と元妻、そして女より猫がかわいくてたまらない男がくりひろげる

軽妙な心理コメディの表題作に、美女とペルシャ猫への愛を高らかにうたう未完

の小品「ドリス」を併録。安井曾太郎の挿画も収載。 
日本経済新聞 2014/06/15 

2013:07. / 172p 
978-4-12-205815-6 
533 円〔本体〕+税 

*9784122058156*

 

デフレーション～“日本の慢性病”の全貌を解明する～ 
吉川 洋 著 
日本経済新聞出版社 
従来議論されていたマネーサプライの調節だけでは、90 年代後半から日本が陥

ったデフレ現象は解明できない。名目賃金の変化など新しい視点から「なぜ日本

だけが?」の答えを捉え直す、現代デフレ論議の決定版。 
日本経済新聞 2014/06/15 

2013:01. / 7p,236p 
978-4-532-35548-7 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784532355487*

 

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。 
日本経済新聞 2014/06/15 

2014:04. / 18p,359p 
978-4-532-13451-8 
4,600 円〔本体〕+税 

*9784532134518*
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光る生物の話(朝日選書 917) 
下村 脩 著 
朝日新聞出版 
動物、植物の区別なく、陸上、海中どこにでも存在する発光生物。なぜ発光する

のか、どんな仕組みで起きるのか。ノーベル化学賞受賞者が、生物発光の特徴、

研究史、発光の目的など、生物発光のすべてをやさしく解説する。 
日本経済新聞 2014/06/15 

2014:04. / 204p,8p 
978-4-02-263017-9 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784022630179*

 

雇用改革の真実(日経プレミアシリーズ 248) 
大内 伸哉 著 
日本経済新聞出版社 
限定正社員、有期雇用、ワークライフバランス等を取り上げ、政府がどのように雇

用政策を進めようとしているのか、それについて私たちはどう評価すべきなのか、

それらが今後の働き方にどのように影響するのかを読み解く。 
日本経済新聞 2014/06/15 

2014:05. / 244p 
978-4-532-26248-8 
850 円〔本体〕+税 

*9784532262488*

 

日本を破滅から救うための経済学～再活性化に向けて、いまなすべきこと～  
野口 悠紀雄 著 
ダイヤモンド社 
「デフレスパイラル論」は、これまでのビジネスモデルや産業構造を維持したい企

業が、怠慢を正当化するための邪教に他ならない。日本は、いまこそ邪教から目

覚める必要がある?。俗説を次々とくつがえす、 新日本経済論。 
日本経済新聞 2014/06/15 

2010:07. / 314p 
978-4-478-01407-3 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784478014073*

 

屋根の日本建築 
今里 隆 著 
ＮＨＫ出版 
南座大改修、池上本門寺客殿・御廟所、日本美術院…。優れた古建築から学

び、今日の環境や生活に即した現代日本建築を目指してきた今里隆が、60 余年

の建築家人生を振り返り、自身の作品を通して、日本建築の魅力を伝える。 
日本経済新聞 2014/06/15 

2014:05. / 221p 
978-4-14-081638-7 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784140816387*

 

強欲の帝国～ウォール街に乗っ取られたアメリカ～ 
チャールズ・ファーガソン 著 
早川書房 
果てなき強欲が招いたアメリカの劣化とは? 金融業界を代表するインサイダー、

政治家、大学教授などキーパーソンへのインタビューをもとに、リーマンショックを

はじめ、金融危機の戦犯たちを鋭く追及するノンフィクション。 
日本経済新聞 2014/06/15 

2014:04. / 462p 
978-4-15-209450-6 
2,700 円〔本体〕+税 

*9784152094506*

 

茜色の空  
辻井 喬 著 
文芸春秋 
決してスマートとはいえない風貌に「鈍牛」「アーウー」と渾名された訥弁。だが彼

の遺した言葉は２１世紀の日本を見透していた。高潔な志をもちながら、権力闘

争の波に翻弄された哲人政治家・大平正芳の生涯を描く長編小説。 
日本経済新聞 2014/06/15 

2010:03. / 429p 
978-4-16-329040-9 
2,048 円〔本体〕+税 

*9784163290409*
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ラーニング・レボリューション～MIT 発世界を変える「100 ドル PC」プロジェクト

～ 
ウォルター・ベンダー/ チャールズ・ケイン/ ジョディ・コーニッシュ/ ニール・ドナヒ

ュー/ 松本 裕 著 
英治出版 
すべての子どもが 1 人 1 台パソコンを手にしたら、この世界はどう変わるだろう-。
「100 ドルのパソコンで、世界の教育を変えてみせる」という宣言から 8 年。教育

革命の大プロジェクト「OLPC」の戦いの軌跡を紹介する。 
日本経済新聞 2014/06/15 

2014:05. / 318p 
978-4-86276-176-7 
2,100 円〔本体〕+税 

*9784862761767*

 

輿論と世論～日本的民意の系譜学～(新潮選書)  
佐藤 卓己 著 
新潮社 
「公的意見＝輿論」と「世間の空気＝世論」を改めて弁別し、戦後を検証。終戦記

念日、安保闘争、東京オリンピック、全共闘、角栄と日中関係、小泉劇場などエポ

ックとなる出来事の報道を分析し、メディアの世論操作を喝破する。 
日本経済新聞 2014/06/15 

2008:09. / 350p 
978-4-10-603617-0 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784106036170*

 

パーフェクト・セオリー～一般相対性理論に挑む天才たちの 100 年～ 
ペドロ・G.フェレイラ/ 高橋 則明 著 
ＮＨＫ出版 
21 世紀はアインシュタインの一般相対性理論が大活躍する世紀になる-。驚くべ

き発見の歴史から現代物理学、天文学の 先端までを旅しながら、万物を説明

する「パーフェクト・セオリー」に挑みつづける科学者たちの姿を追う。 
日本経済新聞 2014/06/15 

2014:04. / 313p,37p 
978-4-14-081637-0 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784140816370*

 

東京自叙伝 
奥泉 光 著 
集英社 
維新から太平洋戦争、サリン事件からフクシマ第１原発爆発まで、無責任都市ト

ーキョーに暗躍した謎の男の一代記！ 超絶話芸で一気読 
日本経済新聞 2014/06/15、朝日新聞 2014/06/22 

2014:05. / 423p 
978-4-08-771559-0 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784087715590*

 

うわさとは何か～ネットで変容する「最も古いメディア」～(中公新書 2263) 
松田 美佐 著 
中央公論新社 
「うわさ」は戦後、社会現象を巻き起こし、東日本大震災の際も話題となった。ネッ

ト社会の今なお、メールや SNS を通じ、人々を魅了し、惑わせるうわさは、新たに

何をもたらしているのか。人間関係をうわさから描く。 
日本経済新聞 2014/06/15、朝日新聞 2014/06/22 

2014:04. / 5p,262p 
978-4-12-102263-9 
840 円〔本体〕+税 

*9784121022639*

 

ラスト・バタリオン～?介石と日本軍人たち～ 
野嶋 剛 著 
講談社 
「?介石日記」をはじめ、台湾・アメリカ・日本に散在する膨大な資料を渉猟。関係

者への緻密な取材から、政治家・?介石の人間像と日本人軍事顧問団「白団」の

活動の実態を明らかにする。『G2』掲載を大幅に加筆し単行本化。 
日本経済新聞 2014/06/15、朝日新聞 2014/06/29 

2014:04. / 366p 
978-4-06-217801-3 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784062178013*
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論語と「やせ我慢」～日本人にとって公共心とは何か～ 
羽深 成樹 著 
ＰＨＰ研究所 
現役キャリア官僚が説く、「私」に立脚した画期的な公共論。世界 高といわれる

「日本人の公共心」を支えているのは何なのか？ 
日本経済新聞 2014/06/15、読売新聞 2014/06/22 

2014:05. / 250p 
978-4-569-81944-0 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784569819440*

 

中国メディアの現場は何を伝えようとしているか～女性キャスターの苦悩と挑戦

～ 
柴 静/ 鈴木 将久/ 河村 昌子/ 杉村 安幾子 著 
平凡社 
人気若手キャスターが語る中国の「今」 
日本経済新聞 2014/06/22 

2014:03. / 309p 
978-4-582-48220-1 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784582482201*

 

読書礼讃 
アルベルト・マングェル/ 野中 邦子 著 
白水社 
書物との深い結びつきを語る 新エッセイ集 
日本経済新聞 2014/06/22 

2014:06. / 430p,14p 
978-4-560-08357-4 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784560083574*

 

大田南畝～江戸に狂歌の花咲かす～ 
小林 ふみ子 著 
岩波書店 
花のお江戸の人気者、みんなと作るめでたい世 
日本経済新聞 2014/06/22 

2014:04. / 14p,230p 
978-4-00-025971-2 
2,100 円〔本体〕+税 

*9784000259712*

 

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。 
日本経済新聞 2014/06/22 

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

*9784864103145*

 

ルポ産ませない社会 
小林 美希 著 
河出書房新社 
「産めない」のではなく、社会が「産ませない」のだ。孤立する母親、妊娠解雇、ベ

ルトコンベア化するお産……痛切なルポ。 
日本経済新聞 2014/06/22 

2013:06. / 297p 
978-4-309-24622-2 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784309246222*

 

ロゴスとイデア(文春学藝ライブラリー 思 8) 
田中 美知太郎 著 
文藝春秋 
「現実」「未来」「過去」「時間」「ロゴス」「イデア」といったギリシャ哲学の根本概念

の発生と変遷を丹念に辿った記念碑的著作。 
日本経済新聞 2014/06/22 

2014:06. / 392p 
978-4-16-813019-9 
1,470 円〔本体〕+税 

*9784168130199*
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就労支援を問い直す～自治体と地域の取り組み～ 
筒井 美紀/ 櫻井 純理/ 本田 由紀 著 
勁草書房 
誰もが何度も就労から弾き出されうる現代社会。そこで働き、生きていけるような

地域を築くために、必要とされることは何だろうか。 
日本経済新聞 2014/06/22 

2014:05. / 9p,224p 
978-4-326-60266-7 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784326602667*

 

愛書狂(平凡社ライブラリー 811) 
G.フローベール/ 生田 耕作 著 
平凡社 
19 世紀フランス、古本道楽黄金時代のフローベール、デュマら名だたる書物狂

いが遺した愛書小説アンソロジー。本の病は不治の病！ 
日本経済新聞 2014/06/22 

2014:05. / 239p 
978-4-582-76811-4 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784582768114*

 

女を観る歌舞伎 
酒井 順子 著 
文藝春秋 
命がけで恋愛、恨みで怨霊化、忠義のためなら、わが子も犠牲に！ 歌舞伎に出

てくるぶっ飛んだ女性たちをディープに語るエッセイ集。 
日本経済新聞 2014/06/22 

2014:05. / 227p 
978-4-16-390071-1 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784163900711*

 

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

性を 大限に伸ばし、大学進学もできる社会を構想する。 
日本経済新聞 2014/06/22 

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

*9784326653867*

 

図書館愛書家の楽園  
アルベルト・マングェル/ 野中 邦子 著 
白水社 
古代アレクサンドリア図書館、ネモ船長の図書室、ボルヘスの書棚…古今東西の

実在あるいは架空の図書館を通して語る書物と人の物語。 
日本経済新聞 2014/06/22 

2008:09. / 302,38p 
978-4-560-02637-3 
3,400 円〔本体〕+税 

*9784560026373*

 

読書の歴史～あるいは読者の歴史～ 
アルベルト・マングェル/ 原田 範行 著 
柏書房 
膨大な古今東西におよぶ史実、逸話、伝承、研究成果などを交えて多方面から

語る「読書の歴史」。学問的、通史的にではなく、自らの思索と経験から記した、

生きる読書史。 
日本経済新聞 2014/06/22 

2013:01. / 7p,354p,38p 
978-4-7601-4219-4 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784760142194*

 

本の愉しみ、書棚の悩み  
アン・ファディマン/ 相原 真理子 著 
草思社 
愛書家には、本好きゆえの人には言えない悩みも密かな愉しみもある。蔵書の整

理法で家人と争い、頁隅の書込みに昔の自分を思い出す。本好きが思わず膝を

打つ珠玉のエッセイ。 
日本経済新聞 2014/06/22 

2004:07. / 190p 
978-4-7942-1333-4 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784794213334*
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書物愛<海外篇>(創元ライブラリ L き 1-2) 
紀田 順一郎 編 
東京創元社 
滑稽でもあり悲しくもある書痴たちの諸相を、書物の達人紀田順一郎が選びに選

び抜いた、傑作アンソロジー。ある人は身につまされ、ある人は笑い転げ、書物の

魔力に改めて溜息をつくこと間違いなし。 
日本経済新聞 2014/06/22 

2014:02. / 365p 
978-4-488-07073-1 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784488070731*

 

人口減少社会という希望～コミュニティ経済の生成と地球倫理～(朝日選書 
899) 
広井 良典 著 
朝日新聞出版 
日本が直面しつつある「人口減少」問題は、悲観すべき事態ではなく、希望ある

転換点、真に幸せを感じられる社会への入り口ではないか-。日本が実現していく

べき社会像とその具体的イメージを大胆に提示する。 
日本経済新聞 2014/06/22 

2013:04. / 270p 
978-4-02-263001-8 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784022630018*

 

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

は？ 網棚に忘れられた本にはさまれた名刺は何を意味するのか。 書物の達人

紀田順一郎が選びに選び抜いた、傑作アンソロジー日本篇。 
日本経済新聞 2014/06/22 

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

*9784488070748*

 

漢字に託した「日本の心」(NHK 出版新書 438) 
笹原 宏之 著 
ＮＨＫ出版 
当て字、絵文字、略字、名字、地名…。日本人の感性と創造力が、漢字をこんな

にも変えた! 日本語学者が、漢字の文化史を解説する。NHK のラジオ番組「漢

字と日本語の文化史」のガイドブックの内容を加筆修正。 
日本経済新聞 2014/06/22 

2014:06. / 270p 
978-4-14-088438-6 
820 円〔本体〕+税 

*9784140884386*

 

記憶力の正体～人はなぜ忘れるのか？～(ちくま新書 1077) 
高橋 雅延 著 
筑摩書房 
人間はどこまで記憶を操作することができるのだろうか。簡単に試すことができる

思い出す訓練から「数字に色がついて見える」といった特殊な能力まで、これまで

多くの実験や研究から見えてきた記憶の不思議に迫る。 
日本経済新聞 2014/06/22 

2014:06. / 270p 
978-4-480-06780-7 
840 円〔本体〕+税 

*9784480067807*

 

日本のヴァイオリン王～鈴木政吉の生涯と幻の名器～ 
井上 さつき 著 
中央公論新社 
幕末生まれのヴァイオリン製作者、鈴木政吉。三味線職人からヴァイオリン製作に

目覚め、独学で世界的評価を受ける名器を作り上げ、輸出するまでに至った栄

光の軌跡を、近代化による洋楽の普及と発展を交えながら辿る。 
日本経済新聞 2014/06/22 

2014:05. / 358p 
978-4-12-004612-4 
2,700 円〔本体〕+税 

*9784120046124*
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自民党政治の変容(NHK ブックス 1217) 
中北 浩爾 著 
ＮＨＫ出版 
いかに自民党のリベラル派は衰退し、右派が主導権を握ったのか。なぜ多元性

が失われ、一枚岩化が進んだのか。理念と組織をめぐる路線対立を結党までさか

のぼり、60 年にわたる政党政治の歴史的ダイナミズムを描き出す。 
日本経済新聞 2014/06/22 

2014:05. / 300p 
978-4-14-091217-1 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784140912171*

 

池上彰のやさしい教養講座 
池上 彰 著, 池上 彰/ 日本経済新聞社 編 
日本経済新聞出版社 
米軍基地の移転は何が問題? 「ブラック企業」が生まれる理由とは? ウクライナ危

機は「第 2 の冷戦」の始まり? 身近な疑問の背景にある日本と世界の現代史をニ

ュースから学ぶ。『日本経済新聞』連載に加筆し再構成。 
日本経済新聞 2014/06/22 

2014:05. / 322p 
978-4-532-16929-9 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784532169299*

 

国際開発援助の変貌と新興国の台頭～被援助国から援助国への転換～ 
エマ・モーズリー/ 佐藤 眞理子/ 加藤 佳代 著 
明石書店 
中国、インド、南アフリカなどの新興大国を中心に、かつての被援助国が後発の

開発途上国への開発援助に乗り出してきている。伝統的な開発援助のあり方との

比較を通じ、今後の国際開発、さらには世界秩序についても探る。 
日本経済新聞 2014/06/22 

2014:05. / 312p 
978-4-7503-4011-1 
4,800 円〔本体〕+税 

*9784750340111*

 

世界経済危機は終わった 
竹森 俊平 著 
日本経済新聞出版社 
2007 年もしくは 2008 年に始まる世界的経済危機。大不況に未曾有の金融緩和

で立ち向かった、MIT(マサチューセッツ工科大学)人脈に連なるセントラルバンカ

ーたちの果断な行動と理論を、豊富なエピソードで語る。 
日本経済新聞 2014/06/22 

2014:05. / 6p,289p 
978-4-532-35598-2 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784532355982*

 

サルなりに思い出す事など～神経科学者がヒヒと暮らした奇天烈な日々～ 
ロバート・M.サポルスキー/ 大沢 章子 著 
みすず書房 
東アフリカの地でそれぞれの生と格闘する人間たちおよびヒヒたちを、大いなる霊

長類愛とともに描きだす抱腹絶倒のノンフィクション。 
日本経済新聞 2014/06/22、毎日新聞 2014/06/29 

2014:05. / 7p,405p,4p 
978-4-622-07832-6 
3,400 円〔本体〕+税 

*9784622078326*

 

旅人～ある物理学者の回想～(角川ソフィア文庫)  
湯川 秀樹 著 
角川学芸出版 
日本経済新聞 2014/06/29 

2011:01. /  
978-4-04-409430-0 
590 円〔本体〕+税 

*9784044094300*
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数学的センス(ちくま学芸文庫)  
野崎 昭弘 著 
筑摩書房 
日本経済新聞 2014/06/29 

2007:03. / 250p 
978-4-480-09056-0 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784480090560*

 

1000 ドルゲノム～10 万円でわかる自分の設計図～ 
ケヴィン・デイヴィーズ/ 篠田 謙一/ 武井 摩利 著 
創元社 
医療界に起きた新技術開発競争の裏側を描く 
日本経済新聞 2014/06/29 

2014:05. / 487p 
978-4-422-41086-9 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784422410869*

 

証券論～History,Logic,and Structure～ 
大村 敬一/ 俊野 雅司 著 
有斐閣 
学生にもビジネスマンにもわかりやすい基本書 
日本経済新聞 2014/06/29 

2014:04. / 15p,501p 
978-4-641-16427-7 
4,000 円〔本体〕+税 

*9784641164277*

 

海賊と商人の地中海～マルタ騎士団とギリシア商人の近世海洋史～ 
モーリー・グリーン/ 秋山 晋吾 著 
ＮＴＴ出版 
海賊騎士の襲撃に、商人はいかに立ち向かったのか？ 
日本経済新聞 2014/06/29 

2014:04. / 17p,349p 
978-4-7571-4295-4 
3,600 円〔本体〕+税 

*9784757142954*

 

セブン-イレブンの足跡～持続成長メカニズムを探る～ 
田村 正紀 著 
千倉書房 
売上高と経常利益の高成長率をなぜ長期間持続できるのか。その仕組みを実証

的に探る 
日本経済新聞 2014/06/29 

2014:05. / 2p,8p,353p 
978-4-8051-1000-3 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784805110003*

 

街の人生 
岸 政彦 著 
勁草書房 
外国籍のゲイ、ニューハーフ、摂食障害、シングルマザーの風俗嬢、ホームレス

が語る、いろんなかたちの人生の記録。 
日本経済新聞 2014/06/29 

2014:05. / 10p,306p 
978-4-326-65387-4 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784326653874*

 

自立と連携の農村再生論 
岡本 雅美 著, 岡本 雅美/ 山下 英俊 編 
東京大学出版会 
グローバル時代の持続可能な日本の農業・農村再生のヒントを、多分野の一線の

研究者がデータ、実践、調査をもとに提起する。 
日本経済新聞 2014/06/29 

2014:05. / 6p,276p 
978-4-13-076029-4 
3,600 円〔本体〕+税 

*9784130760294*
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富士山の光と影～傷だらけの山・富士山を、日本人は救えるのか!?～ 
渡辺 豊博 著 
清流出版 
このままでは、登録抹消？世界遺産で盛り上がる陰には、重大な問題が。富士山

を心から愛し、 前線で戦う専門家からの厳しい警告。 
日本経済新聞 2014/06/29 

2014:06. / 197p 
978-4-86029-417-5 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784860294175*

 

風 
青山 七恵 著 
河出書房新社 
澄子と貴子、実加と未紀、優子…彼女たちは転がり続ける転がり続ける――姉妹

の絶望的なまでの愛憎を描く「風」他、至極の４編を収録 
日本経済新聞 2014/06/29 

2014:05. / 184p 
978-4-309-02293-2 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784309022932*

 

不合理だからうまくいく～行動経済学で「人を動かす」～(ハヤカワ文庫 NF 405) 
ダン・アリエリー/ 櫻井 祐子 著 
早川書房 
超高額ボーナスは社員のやる気に逆効果? 水を加えるだけのケーキミックスが売

れなかったわけは? 行動経済学研究の第一人者が、人間が不合理な決断を下

してしまう理由を楽しく解き明かす。 
日本経済新聞 2014/06/29 

2014:03. / 438p 
978-4-15-050405-2 
880 円〔本体〕+税 

*9784150504052*

 

バージェス家の出来事 
エリザベス・ストラウト/ 小川 高義 著 
早川書房 
息子が事件を起こした、助けてほしい-。妹からの電話をきっかけにニューヨーク

に住む兄弟は、久しぶりに帰郷する。それは家族との絆さえ揺り動かす、1 年の

始まりだった…。ある家族の物語。 
日本経済新聞 2014/06/29 

2014:05. / 443p 
978-4-15-209459-9 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784152094599*

 

能、世阿弥の「現在」(角川ソフィア文庫 F105-1) 
土屋 恵一郎 著 
KADOKAWA 
面、装束の記号的な意味、序の舞の身体、ドラマを生み出す仕掛けとしての夢、

世阿弥の言葉「花」「離見の見」「幽玄」。能のさまざまな側面に切り込み、演劇空

間の「現在」がどのようにつくられるのかに肉薄する。 
日本経済新聞 2014/06/29 

2014:04. / 201p 
978-4-04-408007-5 
680 円〔本体〕+税 

*9784044080075*

 

予想どおりに不合理～行動経済学が明かす「あなたがそれを選ぶわけ」～(ハ
ヤカワ文庫 NF 391) 
ダン・アリエリー/ 熊谷 淳子 著 
早川書房 
現金は盗まないが鉛筆なら平気で失敬する、同じプラセボ薬でも高額なほうが効

く…。不合理な人の行動も、実は系統的で予想可能!? 行動経済学研究の第一

人者が、ユニークな実験で人を動かすものの正体を解き明かす。 
日本経済新聞 2014/06/29 

2013:08. / 486p 
978-4-15-050391-8 
900 円〔本体〕+税 

*9784150503918*
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嫌われる勇気～自己啓発の源流「アドラー」の教え～ 
岸見 一郎/ 古賀 史健 著 
ダイヤモンド社 
どうすれば人は幸せに生きることができるかという哲学的な問いに、きわめてシン

プルかつ具体的な答えを提示する「アルフレッド・アドラーの思想(アドラー心理

学)」について、青年と哲人の対話形式を用いてまとめる。 
日本経済新聞 2014/06/29 

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

*9784478025819*

 

中国絵画入門(岩波新書 新赤版 1490)  
宇佐美 文理 著 
岩波書店 
絵画の基本的な要素は「形」だが、中国絵画の場合、さらに「気」という要素が加

わる。気とは何か?中国絵画独特のこの考え方を丁寧に説明しながら、原始～清

までの代表作 150 点を紹介し、その魅力を探る。カラー16 頁。 
日本経済新聞 2014/06/29 

2014:06. / 13p,203p,13p 
図版 16p 
978-4-00-431490-5 
840 円〔本体〕+税 

*9784004314905*

 

地域の資源(ヒト・ワザ・カネ)を活かす再生可能エネルギー事業 
環境エネルギー政策研究所 著 
金融財政事情研究会 
地域が育み地域に還る、新たなエネルギーデザインとは? 2014 年度の全量固定

買取価格に基づく太陽光/風力発電の収支シミュレーションと資金計画を示しな

がら、地域主導型の再生可能エネルギー事業の具体化策を解説する。 
日本経済新聞 2014/06/29 

2014:06. / 11p,229p 
978-4-322-12437-8 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784322124378*

 

本のなかの旅 
湯川 豊 著 
文藝春秋 
吉田健一、開高健、ヘミングウェイ、大岡昇平…。古今東西の旅をせずにはいら

れない「歩く人びと」が書き残した旅の本を取り上げ、その魅力に迫る。『本の話』

『本の話 web』連載などをまとめて単行本化。 
日本経済新聞 2014/06/29 

2012:11. / 243p 
978-4-16-375830-5 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784163758305*

 

永遠平和のために(岩波文庫)  
イマ－ヌエル・カント/ 宇都宮芳明 著 
岩波書店 
世界の恒久的平和はいかにしてもたらされるべきか．カントは，常備軍の全廃・諸

国家の民主化・国際連合の創設など具体的提起を行ない，さらに人類の 高善

＝永遠平和の実現が決して空論にとどまらぬ根拠を明らかにして，人間ひとりひ

とりに平和への努力を厳粛に義務づける．あらためて熟読されるべき平和論の古

典． 
毎日新聞 2014/06/01 

1985:01. / 138p 
978-4-00-336259-4 
540 円〔本体〕+税 

*9784003362594*

 

アルグン川の右岸(EXLIBRIS) 
遅 子建 著 
白水社 
狩猟と遊牧のエヴェンキ族、百年の物語 
毎日新聞 2014/06/01 

2014:04. / 365p 
978-4-560-09033-6 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784560090336*
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「普通」の国日本 
添谷 芳秀/ 田所 昌幸/ デイヴィッド・A.ウェルチ 著 
千倉書房 
改憲し、武器を取り、軍隊を海外に送る、日本がそんな普通の国になろうとするこ

とに、世界はどのような視線を向けているのか。 
毎日新聞 2014/06/01 

2014:03. / 340p 
978-4-8051-1032-4 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784805110324*

 

女の子よ銃を取れ 
雨宮 まみ 著 
平凡社 
顔やスタイル、ファッションをめぐり、他者の視線と自意識の間でゆれ動くこじらせ

女子の悩みに効く！ 心が楽になるエッセイ集。 
毎日新聞 2014/06/01 

2014:05. / 221p 
978-4-582-83659-2 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784582836592*

 

メリーランド 
畑野 智美 著 
講談社 
弱小お笑いプロダクション「南部芸能」に集まってくる、「いろんな人の、いろんな

人生」を、誰も書けない筆致で描く、連作短篇集。 
毎日新聞 2014/06/01 

2014:05. / 276p 
978-4-06-218939-2 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784062189392*

 

「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。 
毎日新聞 2014/06/01 

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

*9784309412948*

 

ゆずこの形見 
伊藤 たかみ 著 
河出書房新社 
妻が出張先のホテルで死んだ。男との浮気旅行だった。残された夫は、妻の本

心を探るため不倫相手と会うが……芥川賞作家の 高傑作！ 
毎日新聞 2014/06/01 

2014:04. / 186p 
978-4-309-02279-6 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784309022796*

 

天皇制の隠語(ジャーゴン) 
? 秀実 著 
航思社 
小林秀雄、吉本隆明、柄谷行人らの文学史観を貫く天皇制の問題。市民社会論

など既存の言説を検証、反資本主義への新たな座標軸を描く 
毎日新聞 2014/06/01 

2014:04. / 469p 
978-4-906738-07-6 
3,500 円〔本体〕+税 

*9784906738076*

 

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

ＡＲＩＴＳＵＧＵ。全面協力のもと、その類まれな存在と軌跡を追う。 
毎日新聞 2014/06/01 

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

*9784103354116*
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坂～岡部桂一郎歌集～ 
岡部 桂一郎 著 
青磁社 
柿むきし皮ながながと干してあるこの皮に来るわが好きな鳥 ひとさわぎして幼子

の去りゆきぬ春の夕日が玄関にきて 歌集未収録の既発表、未発表作品を、3 部

構成で掲載する。 
毎日新聞 2014/06/01 

2014:04. / 147p 
978-4-86198-267-5 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784861982675*

 

ヤマメの魔法 
湯川 豊 著 
筑摩書房 
誰からも忘れ去られたような北国のきらめく流れ。夏の光のなかに身をさらしてい

るゆるやかな流れ…。フライ・フィッシングから生まれたエッセイ集。『フィッシング・

カフェ』等の連載をまとめて単行本化。 
毎日新聞 2014/06/01 

2014:04. / 249p 
978-4-480-81675-7 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784480816757*

 

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。 
毎日新聞 2014/06/01 

2014:04. / 228p 
978-4-532-26243-3 
850 円〔本体〕+税 

*9784532262433*

 

限界にっぽん～悲鳴をあげる雇用と経済～ 
朝日新聞経済部 著 
岩波書店 
にっぽんでは、正社員も非正規社員も、安心して働くことはもはや不可能になっ

た。「雇用と成長」をテーマに取材し、日本のあらゆるシステムが行き詰まり、機能

しなくなっていることを示す。『朝日新聞』連載を大幅に加筆。 
毎日新聞 2014/06/01 

2014:03. / 12p,232p,6p 
978-4-00-022798-8 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784000227988*

 

孤独な散歩者の夢想(光文社古典新訳文庫 KB ル 1-3) 
ルソー 著 
光文社 
「思索」ではなく、「夢想」に身をゆだねたその真意は? 晩年、孤独を強いられた

ルソーが、日々の散歩のなかで浮かび上がる想念や印象をもとに、自らの生涯を

省みながら自己との対話を綴る。中山元による詳細な解説付き。 
毎日新聞 2014/06/01 

2012:09. / 325p 
978-4-334-75257-6 
990 円〔本体〕+税 

*9784334752576*

 

ウェブとはすなわち現実世界の未来図である(PHP 新書 919) 
小林 弘人 著 
ＰＨＰ研究所 
いまや私たちの社会はウェブ抜きでは成立しえず、それどころか今後は現実世界

のほうがウェブで培われた思考様式、心理状態をコピーしていく。インターネットと

は誰のためにあるのか、そしてこれからどこに行くのかを考える。 
毎日新聞 2014/06/01 

2014:04. / 216p 
978-4-569-81671-5 
760 円〔本体〕+税 

*9784569816715*
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極端に短いインターネットの歴史  
浜野 保樹 著 
晶文社 
原爆開発に始まったインターネットは時代の波にさらされながら新しいメディアへ

と生まれ変わっていく。ブッシュ、フォン・ノイマン、リックライダー…科学者たちの

人生を軸に、ダイナミックに綴られた物語インターネット史。 
毎日新聞 2014/06/01 

1997:10. / 168,14p 
978-4-7949-6330-7 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784794963307*

 

暴露～スノーデンが私に託したファイル～ 
グレン・グリーンウォルド/ 田口 俊樹/ 濱野 大道/ 武藤 陽生 著 
新潮社 
国家安全保障局(NSA)と中央情報局(CIA)という合衆国の二大情報機関に籍を

置いたスノーデン。彼と密会して機密文書を託された著者が、スノーデンの実像

とファイルの全貌を白日の下にさらす。 高機密文書多数収録。 
毎日新聞 2014/06/01、朝日新聞 2014/06/08、毎日新聞 2014/06/08 

2014:05. / 383p 
978-4-10-506691-8 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784105066918*

 

キミは珍獣（ケダモノ）と暮らせるか？(文春文庫ＰＬＵＳ)  
飴屋 法水 著 
文芸春秋 
毎日新聞 2014/06/08 

2007:10. / 232p 
978-4-16-771319-5 
524 円〔本体〕+税 

*9784167713195*

 

道徳感情論(NIKKEI BP CLASSICS) 
アダム・スミス 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。 
毎日新聞 2014/06/08 

2014:04. / 754p 
978-4-8222-5000-3 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784822250003*

 

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

世紀にわたり教誨の仕事を続けた僧侶の人生と苦悩を描く 
毎日新聞 2014/06/08 

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

*9784062187411*

 

ジャズ・ミュージシャン３つの願い～ニカ夫人の撮ったジャズ・ジャイアンツ～(Ｐ
－Ｖｉｎｅ ＢＯＯｋｓ)  
パノニカ・ドゥ・コーニグズウォーター/ 鈴木 孝弥 著 
スペースシャワーネットワーク 
３００人のジャズ・ミュージシャンたちが挙げた３つの願いごとをまとめ、著者自身

によって撮影された数多くのレアなスナップ写真とともに紹介する。 
毎日新聞 2014/06/08 

2009:12. / 21,289p 
978-4-86020-376-4 
4,200 円〔本体〕+税 

*9784860203764*



 83  

 

だけど、誰がディジーのトランペットをひん曲げたんだ?～ジャズ・エピソード傑作

選～ 
ブリュノ・コストゥマル 著 
うから 
思いがけない幸運、数奇な運命、天才のきらめき、エポック=メイキングな史実…。

愉快な、あるいはゾッとするような話から、ためになる、膝をたたくような薀蓄まで、

傑作ジャズ・エピソードを収録する。 
毎日新聞 2014/06/08 

2011:12. / 255p 
978-4-904668-00-9 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784904668009*

 

TTT 
ギジェルモ・カブレラ・インファンテ/ 寺尾 隆吉/ 寺尾 隆吉/ 稲本 健二 著 
現代企画室 
エル・ベダードと呼ばれる 3 ブロックほどの「夜も眠らぬ」歓楽街。そこには、外国

人観光客、知識人、ポン引き、娼婦などが蝟集する-。1958 年、革命前夜のハバ

ナを舞台にした怪作。見返しに地図あり。 
毎日新聞 2014/06/08 

2014:02. / 588p,16p 
978-4-7738-1405-7 
3,600 円〔本体〕+税 

*9784773814057*

 

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

広がりとともに修道制が生まれ、修道院が誕生するまで。千年に及ぶヨーロッパ

古代の思想史を「禁欲」という視点から照らし出す。 
毎日新聞 2014/06/08 

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

*9784121022530*

 

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…。 
毎日新聞 2014/06/08 

2014:04. / 251p 
978-4-15-209453-7 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784152094537*

 

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。 
毎日新聞 2014/06/08 

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

*9784166609734*

 

世間のひと(ちくま文庫 き 37-1) 
鬼海 弘雄 著 
筑摩書房 
世間のひとたちを、それぞれの王のように威厳のある肖像に撮りたい-。写真家・

鬼海弘雄が 1973 年?2013 年に浅草で出会った「王」たちの肖像を、エッセイとと

もに収める。写真についての考えを語ったあとがき付き。 
毎日新聞 2014/06/08 

2014:03. / 444p 
978-4-480-43156-1 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784480431561*
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終わりなき闇～チェット・ベイカーのすべて～  
ジェイムズ・ギャビン/ 鈴木 玲子 著 
河出書房新社 
ジャズ、女、麻薬、それがすべて。これがおれのトランペットから流れ出た悲哀の

正体?。異例のスピードでジャズ界のスターとなってから世界一有名なジャンキー

と成り下がった天才ジャズマン、チェット・ベイカーの人生を描く。 
毎日新聞 2014/06/08 

2006:01. / 500p 
978-4-309-26868-2 
3,900 円〔本体〕+税 

*9784309268682*

 

唐代伝奇小説論～悲しみと憧れと～ 
小南 一郎 著 
岩波書店 
唐の士大夫階層に属する作者たちの小説創作は、どのような価値観にかたちを

与えようとする営みだったのか。「古鏡記」「鶯鶯伝」「李娃伝」などの代表作品を

取り上げ、唐代の社会の中で伝奇小説が果たした役割を読み解く。 
毎日新聞 2014/06/08 

2014:03. / 19p,257p 
978-4-00-025954-5 
6,800 円〔本体〕+税 

*9784000259545*

 

国家緊急権(NHK ブックス 1214) 
橋爪 大三郎 著 
ＮＨＫ出版 
緊急時、政府は憲法に違反する行動をとることがある。そんなことが許されるの

か? それはどんな場合か? 政府は、首相は、責任を負わないのか? あくまで民

主主義の原理に立脚し、憲法学 大のタブーに真正面から挑む。 
毎日新聞 2014/06/08、朝日新聞 2014/06/29 

2014:04. / 254p 
978-4-14-091214-0 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784140912140*

 

折々のうた(岩波新書)  
大岡信 著 
岩波書店 
過ぎてゆく四季の折々に自然の輝きをとらえ，愛する人を想いながら，人びとはそ

の心を凝縮された表現にこめてうたい続けてきた．「日本詩歌の常識づくり」を目

ざす著者は，俳句・短歌から漢詩・現代詩に至るまで，日本人の心のふるさととも

いうべき言葉の宝庫から秀作を選び，その豊かな光沢と香りを鑑賞する．朝日新

聞連載一年分に加筆． 
毎日新聞 2014/06/15 

1980:03. / 189,p 
978-4-00-420113-7 
700 円〔本体〕+税 

*9784004201137*

 

第四間氷期 改版(新潮文庫)  
安部 公房 著 
新潮社 
毎日新聞 2014/06/15 

2005:01. / 349p 
978-4-10-112105-5 
550 円〔本体〕+税 

*9784101121055*

 

史記<1> 本紀(ちくま学芸文庫） 
司馬遷/ 小竹文夫 著 
筑摩書房 
毎日新聞 2014/06/15 

1995:04. / 385p 
978-4-480-08201-5 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784480082015*
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史記<2> 書・表(ちくま学芸文庫） 
司馬遷/ 小竹文夫 著 
筑摩書房 
毎日新聞 2014/06/15 

1995:11. / 279p 
978-4-480-08202-2 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784480082022*

 

史記<5> 列伝 1(ちくま学芸文庫） 
司馬遷/ 小竹文夫 著 
筑摩書房 
毎日新聞 2014/06/15 

1995:05. / 338p 
978-4-480-08205-3 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784480082053*

 

史記<6> 列伝 2(ちくま学芸文庫） 
司馬遷/ 小竹文夫 著 
筑摩書房 
毎日新聞 2014/06/15 

1995:06. / 348p 
978-4-480-08206-0 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784480082060*

 

史記<7> 列伝 3(ちくま学芸文庫） 
司馬遷/ 小竹文夫 著 
筑摩書房 
毎日新聞 2014/06/15 

1995:07. / 354p 
978-4-480-08207-7 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784480082077*

 

史記<8> 列伝 4(ちくま学芸文庫） 
司馬遷/ 小竹文夫 著 
筑摩書房 
毎日新聞 2014/06/15 

1995:08. / 327p 
978-4-480-08208-4 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784480082084*

 

クラスメイツ<前期> 
森 絵都 著 
偕成社 
中学１年生 24 人のクラスメイトたち、それぞれを主人公にした 24 のストーリーで、

思春期の１年間を描いた連作短編集の前編。 
毎日新聞 2014/06/15 

2014:05. / 213p 
978-4-03-814410-3 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784038144103*

 

クラスメイツ<後期> 
森 絵都 著 
偕成社 
中学１年生 24 人のクラスメイトたち、それぞれを主人公にした 24 のストーリーで、

思春期の１年間を描いた連作短編集の後編。 
毎日新聞 2014/06/15 

2014:05. / 233p 
978-4-03-814420-2 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784038144202*
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完訳・エリア随筆<1> 正篇 
チャールズ・ラム/ 南條 竹則/ 藤巻 明 著 
国書刊行会 
望みうる 高の翻訳でエリア正篇・続篇の完訳を 4 分冊で刊行。詳細な注付き。

第 1 巻は「人間の二種族」「除夜」他、全 15 編を収録。 
毎日新聞 2014/06/15 

2014:05. / 339p 
978-4-336-05770-9 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784336057709*

 

日和聡子詩集(現代詩文庫 204) 
日和 聡子 著 
思潮社 
「びるま」「唐子木」「虚仮の一念」など既刊詩集全篇と、「よたれそつね」「水際の

風景」といった散文を収録。荒川洋治、井坂洋子、蜂飼耳らによる作品論・詩人

論も掲載。 
毎日新聞 2014/06/15 

2014:03. / 160p 
978-4-7837-0982-4 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784783709824*

 

ルポ電王戦～人間 vs.コンピュータの真実～(NHK 出版新書 436) 
松本 博文 著 
ＮＨＫ出版 
将棋のプロ棋士と将棋ソフトの対決。日本中を熱狂の渦に巻き込んだ「電王戦」

の裏にはどんなドラマが潜んでいたのか。開発者や棋士たちの素顔を描きなが

ら、戦いの全貌を伝える。 
毎日新聞 2014/06/15 

2014:06. / 253p 
978-4-14-088436-2 
780 円〔本体〕+税 

*9784140884362*

 

百册百話 
高橋 一清 著 
青志社 
「百年先の人々の心田を耕す本を作りたい」 その思いで作家と向い合う編集者

の半生記。本をめぐる「縁」と「愛」のものがたりを記す。『毎日新聞』島根、鳥取両

県版連載を単行本化。 
毎日新聞 2014/06/15 

2014:05. / 214p 
978-4-905042-86-0 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784905042860*

 

ゆりかごのうた～大松達知歌集～(コスモス叢書 1055 篇) 
大松 達知 著 
六花書林 
短歌型式によってやわらかに描き取る新鮮な日々。娘の成長に、笑い、驚き、戸

惑い、喜ぶ。これまでと違う時間が流れる-。2009 年から 2013 年までの 444 首を

収録した第 4 歌集。 
毎日新聞 2014/06/15 

2014:05. / 188p 
978-4-907891-00-8 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784907891008*

 

アニアーラ 
ハリー・マーティンソン/ 児玉 千晶 著 
思潮社 
放射能汚染された地球から火星へと飛び立った宇宙船アニアーラ号は、不慮の

事故により、琴座にむけて永遠に宇宙をさまようことになる…。1974 年ノーベル文

学賞受賞詩人による長篇宇宙叙事詩。 
毎日新聞 2014/06/15 

2014:06. / 287p 
978-4-7837-2765-1 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784783727651*
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美しい日本語の辞典  
小学館辞典編集部 著 
小学館 
美しい日本語、味わい深い日本語、懐かしい日本語を「後世に残したい日本語」

「自然を友として?雨・風・雲・雪・空の名前」「擬音語・擬態語」の項目別に集大成

する。また、カラー口絵に「日本の色」を付す。 
毎日新聞 2014/06/15 

2006:03. / 478p 
978-4-09-504172-8 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784095041728*

 

図説江戸の「表現」～浮世絵・文学・芸能～ 
人間文化研究機構国文学研究資料館 編 
八木書店 
地口、尽し、揃え、評判、句兄弟、縮景、見立て、やつし…。文学・芸能・浮世絵

などに共通して存在した、特色のある様々な表現様式を考えていくことによって、

日本文化への新しい視座を提示する。図版も多数収録。 
毎日新聞 2014/06/15 

2014:03. / 9p,339p 
978-4-8406-9689-0 
12,000 円〔本体〕+税 

*9784840696890*

 

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。 
毎日新聞 2014/06/15 

2014:04. / 213p 
978-4-02-263018-6 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784022630186*

 

赤い橋の殺人(光文社古典新訳文庫 KA ハ 6-1) 
バルバラ 著 
光文社 
19 世紀中葉のパリ。急に金回りがよくなり、かつての貧しい生活から一転して、社

交界の中心人物となったクレマンは、著名人との交友を楽しんでいた。だが、ある

殺人事件の真相が自宅のサロンで語られると、動揺を示し…。 
毎日新聞 2014/06/15 

2014:05. / 264p 
978-4-334-75291-0 
920 円〔本体〕+税 

*9784334752910*

 

きのこ盆栽 
渋谷 卓人 著 
築地書館 
日本で見かけるきのこ 60 種を、盆栽という小さな世界で再現。見て、読んで、つ

くって楽しい、異色のきのこ標本カラー図鑑。 
毎日新聞 2014/06/15、朝日新聞 2014/06/22 

2014:06. / 89p 
978-4-8067-1479-8 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784806714798*

 

本屋さんのダイアナ 
柚木 麻子 著 
新潮社 
私の呪いを解けるのは、私だけ――。二人の少女は試練を越えて、大人の階段

を駆け上る。大注目の著者による、現代の『赤毛のアン』。 
毎日新聞 2014/06/15、朝日新聞 2014/06/22 

2014:04. / 250p 
978-4-10-335531-1 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784103355311*
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海外戦没者の戦後史～遺骨帰還と慰霊～(歴史文化ライブラリー 377) 
浜井 和史 著 
吉川弘文館 
今も続く遺骨収容と戦没者慰霊の現実に迫る 
毎日新聞 2014/06/22 

2014:05. / 6p,231p 
978-4-642-05777-6 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784642057776*

 

愛するあなた 恋するわたし(萩尾望都対談集 2000 年代編) 
萩尾 望都 著 
河出書房新社 
萩尾望都・対談集、2000 年代編。吾妻ひでお、よしながふみ、恩田陸、庵野秀

明、佐藤嗣麻子、大和和紀、清水玲子、ヤマザキマリ。 
毎日新聞 2014/06/22 

2014:05. / 251p 
978-4-309-27494-2 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784309274942*

 

幕末外交と開国(講談社学術文庫 2133) 
加藤 祐三 著 
講談社 
無能無策な幕府が、黒船の「軍事的圧力」に屈し、不平等条約を強いられたとい

う「日本史の常識」を、日米双方の資料から検証。日本の近代外交と日米関係の

原点を見直す。 
毎日新聞 2014/06/22 

2012:09. / 274p 
978-4-06-292133-6 
920 円〔本体〕+税 

*9784062921336*

 

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。 
毎日新聞 2014/06/22 

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

*9784062882538*

 

草のつるぎ(野呂邦暢小説集成 3) 
野呂 邦暢 著 
文遊社 
匍匐、早駆け、射撃訓練、そして咽をしめつける渇き…。新人自衛隊員たちの日

常と肉体の煌きを描画し、芥川賞を受賞した「草のつるぎ」など、真率な視線で描

かれた全 12 篇を集成する。堀江敏幸のエッセイも収録。 
毎日新聞 2014/06/22 

2014:05. / 595p 
978-4-89257-093-3 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784892570933*

 

ドーキンス自伝<1> 好奇心の赴くままに 
リチャード・ドーキンス/ 垂水 雄二 著 
早川書房 
リチャード・ドーキンスは、いかにして世界で も著名な科学者になり、無神論者

になったのか。率直かつ雄弁、温かでユーモラスな筆致で描いた自伝。1 は、ベ

ストセラー「利己的な遺伝子」の著者になるまでを収録する。 
毎日新聞 2014/06/22 

2014:05. / 431p 
978-4-15-209457-5 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784152094575*
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いざ志願!おひとりさま自衛隊(文春文庫 お 62-1) 
岡田 真理 著 
文藝春秋 
酔った勢いで応募した「よびじほ(予備自衛官補)」。全身あざだらけの戦闘訓練、

土砂降りのなかの匍匐前進など、女子による驚きと笑いの体当たり体験記。文庫

版スペシャルとして「予備自衛官 6 年目」「3・11」も収録。 
毎日新聞 2014/06/22 

2013:02. / 330p 
978-4-16-783843-0 
619 円〔本体〕+税 

*9784167838430*

 

自由への容易な道はない～マンデラ初期政治論集～ 
ネルソン・マンデラ/ 峯 陽一/ 鈴木 隆洋 著 
青土社 
マンデラは単なる「平和主義者」「妥協の人」ではない。彼の根幹にいつもあった

のは、ときに武装も辞さない強い意志と行動だった。40 歳前後のマンデラが同胞

の活動家たちに向けて発信した政治的論説と、法廷記録を収録する。 
毎日新聞 2014/06/22 

2014:05. / 312p,5p 
978-4-7917-6788-5 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784791767885*

 

待てあわてるなこれは孔明の罠だ～横山光輝三国志名言名場面 200 選～ 
原 寅彦/ 横山 光輝 著 
宝島社 
1971 年の連載開始から現代に至るまで、幅広い年齢層に長きに渡って愛されて

きた、横山光輝氏の漫画『三国志』。その不朽の名作から、これぞ三国志という名

場面を 200 シーン厳選し解説した、ファン待望の一冊ができました。 
毎日新聞 2014/06/22 

2014:07. / 223p 
978-4-8002-2689-1 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784800226891*

 

100 歳へ!～中曽根康弘「長寿」の秘訣～ 
田中 茂 著 
光文社 
96 歳にして五体健全、頭脳明晰。日本の総理経験者の中で、一番の長寿となっ

た中曽根康弘。秘書として中曽根康弘と共に歩んできた田中茂が、中曽根自身

の語った言葉から「長寿」の秘訣をまとめる。 
毎日新聞 2014/06/22、産経新聞 2014/06/29 

2014:05. / 193p 
978-4-334-97789-4 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784334977894*

 

島々の発見～「新しいブリテン史」と政治思想～ 
J.G.A.ポーコック/ 犬塚 元/ 安藤 裕介 著 
名古屋大学出版会 
主権と歴史の関係を問う。待望の邦訳 
毎日新聞 2014/06/29 

2013:12. / 11p,425p,40p 
978-4-8158-0752-8 
6,000 円〔本体〕+税 

*9784815807528*

 

人類が永遠に続くのではないとしたら 
加藤 典洋 著 
新潮社 
私は過去のことを考えるほど、未来のことを考えていただろうか。地球と人類の有

限性を引き受けたうえで、なおイエスという哲学とは？ 
毎日新聞 2014/06/29 

2014:06. / 418p 
978-4-10-331212-3 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784103312123*
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ライアー 
大沢 在昌 著 
新潮社 
売春婦と死んだ夫。人殺しの過去をもつ妻。愛する者を守るため、誰もが哀しい

嘘をつく――展開は予測不能。大沢アクション 高傑作！ 
毎日新聞 2014/06/29 

2014:04. / 509p 
978-4-10-333352-4 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784103333524*

 

流転チェルノブイリ～2007-2014～ 
中筋 純 著 
二見書房 
荒れ果てた建物、英雄となった消防士たちの衣装…。日本で唯一、「その後のチ

ェルノブイリ」を撮り続けてきたカメラマン中筋純が、四季折々のチェルノブイリを

活写した集大成。 
毎日新聞 2014/06/29 

2014:05. / 1 冊(ﾍﾟｰｼﾞ付

なし) 
978-4-576-14056-8 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784576140568*

 

総点検・日本海軍と昭和史 
半藤 一利/ 保阪 正康 著 
毎日新聞社 
サラバ、「海軍善玉」論。栄光の日本海海戦から大和特攻まで、昭和史研究の泰

斗 2 人が、新公開資料を読み解き、帝国海軍の実像、栄光と限界、提督たちの

失敗の本質を語り合う。 
毎日新聞 2014/06/29 

2014:02. / 398p 
978-4-620-32245-2 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784620322452*

 

崎陽軒のシウマイレシピ 70 
崎陽軒 著 
東京堂出版 
朝食からお弁当、パーティーメニューまで。パラパラシウマイ炒飯、シウマイの温

野菜サラダ、シウマイポトフなど、崎陽軒シェフが考案した、名物シウマイを使った

とっておきレシピを紹介します。 
毎日新聞 2014/06/29 

2014:06. / 111p 
978-4-490-20867-2 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784490208672*

 

快読『赤毛のアン』(フィギュール彩 15) 
菱田 信彦 著 
彩流社 
不朽の名作「赤毛のアン」。ストーリーを追うだけではなかなか見えてこない原作

の面白さを、児童文学専門の著者が章ごとにポイントを徹底“快読”して紹介しま

す。3 つの邦訳の比較考察も収録。 
毎日新聞 2014/06/29 

2014:05. / 215p 
978-4-7791-7015-7 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784779170157*

 

万国奇人博覧館(ちくま文庫 か 65-1) 
J�C.カリエール/ G.ベシュテル 著 
筑摩書房 
無名の変人から、ゴッホ、ルソーといった有名人まで、古今東西の奇人を収集。

人名や奇人に関わる言葉、各種事象を分類し、50 音順に並べて解説する。人間

の業と可能性を感じさせる「超絶の人生」カタログ。 
毎日新聞 2014/06/29 

2014:05. / 732p 
978-4-480-43165-3 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784480431653*
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田原詩集(現代詩文庫 205) 
田 原 著 
思潮社 
2 つの国の間に宿命を定めた中国人詩人の日本語詩集を集成。「そうして岸が

誕生した」「石の記憶」全篇と、未刊詩篇、中国語詩翻訳、インタビュー・エッセイ

を収録。谷川俊太郎、白石かずこらによる作品論・詩人論も掲載。 
毎日新聞 2014/06/29 

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

*9784783709848*

 

不安の構造～リスクを管理する方法～(エネルギーフォーラム新書 025) 
唐木 英明 著 
エネルギーフォーラム 
豊かさを手に入れて、安全が確保されているが、多くの人がさまざまな不安を抱

えている現代の日本社会。放射能の風評被害、BSE、食品の偽装表示問題とい

った不安の原因を取り上げ、そのリスク管理の方法について論じる。 
毎日新聞 2014/06/29 

2014:04. / 247p 
978-4-88555-429-2 
900 円〔本体〕+税 

*9784885554292*

 

貨幣という謎～金と日銀券とビットコイン～(NHK 出版新書 435) 
西部 忠 著 
ＮＨＫ出版 
一万円札と仮想通貨はどう違うか? お金の情報化とは? 貨幣を自由化すると何

が起こるか? ハイエク、ケインズなどの論を踏まえ、貨幣の不思議な原理と振る舞

い、市場や国家との関係、資本主義の未来までを徹底的に論じる。 
毎日新聞 2014/06/29 

2014:05. / 254p 
978-4-14-088435-5 
780 円〔本体〕+税 

*9784140884355*

 

老いの歌～新しく生きる時間へ～(岩波新書 新赤版 1327) 
小高 賢 著 
岩波書店 
先例のない超高齢社会とは、裏返せば、人類にとって未知の、広大な可能性で

はないだろうか? 「私」を歌う文学である短歌にヒントを求め、「老い」という新たな

生の豊かさを探る。 
毎日新聞 2014/06/29 

2011:08. / 3p,195p 
978-4-00-431327-4 
700 円〔本体〕+税 

*9784004313274*

 

回想の明治維新～一ロシア人革命家の手記～(岩波文庫 青 441-1) 
レフ・イリイッチ・メチニコフ/ 渡辺雅司 著 
岩波書店 
維新革命を果した日本に魅せられて明治七年から一年半日本に滞在した亡命ロ

シア人革命家メーチニコフ（一八三八―八八）の日本回想記．維新の日本人の

中に稀にみる民度の高さを発見した彼は，その謎を解くために日本史の古層に

わけ入ってユニークな日本文化論を展開する．日本のロシア学事始の貴重な資

料「東京外国語学校の思い出」を付す． 
毎日新聞 2014/06/29 

1987:03. / 350p 
978-4-00-334411-8 
900 円〔本体〕+税 

*9784003344118*

 

小林一茶～句による評伝～(岩波現代文庫) 
金子 兜太 著 
岩波書店 
小林一茶が詠んだ約 2 万句から、年次順に約 90 句を精選して、自由な口語訳

と的確、精細な評釈を付す。あまりに人間的だった俳人一茶の情念と境涯を点描

して、その生涯を浮かび上がらせる。 
毎日新聞 2014/06/29 

2014:03. / 12p,202p 
978-4-00-602236-5 
860 円〔本体〕+税 

*9784006022365*

 


