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夜想曲集～音楽と夕暮れをめぐる五つの物語～(ハヤカワ epi 文庫 63） 
カズオ・イシグロ 著 
早川書房 
人生の夕暮れに直面した人々の悲哀と揺れる心を、切なくユーモラスに描きだした著

者初の短篇集。 
産経新聞 2014/07/05 

2011:02. / 319p 
978-4-15-120063-2 
780 円〔本体〕+税 

*9784151200632*

 

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

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

ロイドとポピュラー音楽の歴史について語る。 
産経新聞 2014/07/05 

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

*9784778313968*

 

かもめのジョナサン 完成版 
リチャード・バック/ 五木 寛之/ ラッセル・マンソン 著 
新潮社 
伝説のかもめが帰ってきた――。飛行機事故で九死に一生を得た作者が新たに書

下した 終章と共に、五木寛之が四十年ぶりに全面改訳！ 
産経新聞 2014/07/05、毎日新聞 2014/07/06 

2014:06. / 170p 
978-4-10-505805-0 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784105058050*

 

日本はいかにして中国との戦争に引きずり込まれたか～支那通軍人・佐々木到一

の足跡から読み解く～ 
田中 秀雄 著 
草思社 
孫文とも親しかった軍人の著作・論文、当時の新聞報道をもとに日本軍が宣戦布告

なき戦いに突入していくプロセスを詳述する。 
産経新聞 2014/07/06 

2014:05. / 350p 
978-4-7942-2054-7 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784794220547*

 

くるくるかわるねこのひげ 
ビル・シャルメッツ/ 武本 佳奈絵 著 
文溪堂 
ある日、女の子が釣り上げたネコは、ヒゲを自由自在に操る事が出来る不思議なネコ

でした。女の子とネコの不思議な友情の話。 
産経新聞 2014/07/06 

2014:06. / 32p 
978-4-7999-0050-5 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784799900505*

 

劇場経由酒場行き 
矢野 誠一 著 
幻戯書房 
かけがえのない学舎、劇場。半世紀通い詰めてこそ見えてくるもの…。忘れえぬ名舞

台、いとおしい人たち、酒のこと。当代きっての見巧者が綴る、秘話満載のエッセイ

集。 
産経新聞 2014/07/06 

2014:05. / 269p 
978-4-86488-048-0 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784864880480*
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ダンゴムシだんごろう(おはなしのくに) 
みお ちづる/ 山村 浩二 著 
鈴木出版 
おいらは、しがないダンゴムシ。なりは小さくても、胸の中は、熱い思いでいっぱいで

ござる! おっかさんのため、おとうとたちのため、旅に出る、ダンゴムシのだんごろうを

待ち受けるのは…。 
産経新聞 2014/07/06 

2014:05. / 77p 
978-4-7902-3290-2 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784790232902*

 

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。 
産経新聞 2014/07/06 

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

*9784532169282*

 

ミッション建国 
楡 周平 著 
産経新聞出版 
人口減少こそ 大の国難だ! オリンピック選手村の子育て住宅への転用、第二新卒

構想…。少子化対策に挑む若き青年局長・甲斐孝輔の活躍を描いた異色の政策提

言小説。『産経新聞』連載を加筆・訂正し単行本化。 
産経新聞 2014/07/06 

2014:07. / 431p 
978-4-8191-1246-8 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784819112468*

 

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。 
産経新聞 2014/07/06 

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

*9784806602293*

 

ルポ介護独身(新潮新書 574) 
山村 基毅 著 
新潮社 
非婚・少子化と超高齢化が同時進行する中で、介護独身者が急増。「何でもひとり」

に慣れているが故に、介護もひとりで抱え込んでしまう彼ら。孤立と無理解の中でもが

く日々に、自身も介護問題に直面している著者が向き合う。 
産経新聞 2014/07/06 

2014:06. / 205p 
978-4-10-610574-6 
720 円〔本体〕+税 

*9784106105746*

 

どんな問題も「チーム」で解決する ANA の口ぐせ 
ANA ビジネスソリューション 著 
KADOKAWA 
勤続 20 年以上の ANA の現役社員や OB たちにインタビューし、長年、先輩から後

輩へ受け継がれてきた「ANA の口ぐせ」と、その裏側にあるしくみやしかけを公開。ど

うしたらチームで成果を出す働き方ができるのかを伝える。 
産経新聞 2014/07/06 

2014:06. / 223p 
978-4-04-600602-8 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784046006028*
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親ができるのは「ほんの少しばかり」のこと 新版(PHP 新書 930) 
山田 太一 著 
ＰＨＰ研究所 
『親ができるのは「ほんの少しばかり」のこと』は約 20 年間読まれ続けた名著。80 歳を

迎える著者が今を振り返って加筆した新装版！ 
産経新聞 2014/07/06、朝日新聞 2014/07/27 

2014:06. / 172p 
978-4-569-81909-9 
760 円〔本体〕+税 

*9784569819099*

 

水の歴史(「知の再発見」双書 163) 
ジャン・マトリコン 著 
創元社 
絵画や想像図など多角的な視点から水を考察する 
産経新聞 2014/07/12 

2014:04. / 158p 
978-4-422-21223-4 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784422212234*

 

韓国人知日派の言い分 
宇田川 敬介 著 
飛鳥新社 
学者・マスコミ幹部・政府関係者が朴槿恵政権を徹底批判！ 
産経新聞 2014/07/12 

2014:06. / 263p 
978-4-86410-330-5 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784864103305*

 

李登輝より日本へ贈る言葉 
李 登輝 著 
ウェッジ 
覇権的野望を隠そうとしない中国、内向きの米国。日本はどこへ-。日本と中国の本

質を知り尽くした哲人政治家、元台湾総統・李登輝が、再生日本に向けて、気魂と友

情にあふれた叡智の数々を綴る。 
産経新聞 2014/07/12 

2014:06. / 268p 
978-4-86310-124-1 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784863101241*

 

ヤコブセンの建築とデザイン 
ヤコブセン/ 吉村 行雄/ 鈴木 敏彦 著 
ＴＯＴＯ出版 
北欧の巨匠、ヤコブセンのトータルデザイン 
産経新聞 2014/07/13 

2014:06. / 327p 
978-4-88706-343-3 
4,600 円〔本体〕+税 

*9784887063433*

 

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 
産経新聞 2014/07/13 

2014:05. / 240p 
978-4-00-022290-7 
2,700 円〔本体〕+税 

*9784000222907*

 

なぜ韓国は中国についていくのか～日本人が知らない中韓連携の深層～ 
荒木 信子 著 
草思社 
なぜ朴槿恵大統領は反日政策を掲げるのか?中国文化圏へと回帰しつつある韓国の

危うい未来を予見する。日韓関係再考のための必読書！ 
産経新聞 2014/07/13 

2014:04. / 302p 
978-4-7942-2049-3 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784794220493*
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はじめての哲学～賢者たちは何を考えたのか?～(楽しい調べ学習シリーズ) 
竹田 青嗣 著 
ＰＨＰ研究所 
哲学とは何かを解き明かし、タレス、ソクラテスからヴィトゲンシシュタインまで、22 名

の哲学者が考えたことをイラストとともに紹介。 
産経新聞 2014/07/13 

2014:07. / 63p 
978-4-569-78406-9 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784569784069*

 

北加伊道～松浦武四郎のエゾ地探検～(ポプラ社の絵本 27) 
関屋 敏隆 著 
ポプラ社 
北の大地をくまなく歩き、自然と、そこに生きる人びとのくらしを詳細に記録した幕末

の探検家・松浦武四郎。その、いのちをかけた旅の生涯をダイナミックに描く。 
産経新聞 2014/07/13 

2014:06. / 44p 
978-4-591-14008-6 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784591140086*

 

アミダの住む町 
中原 文夫 著 
作品社 
この謎めいた善人の本心を僕は知りたい。表題作のほか、生の破調を妖しく描いた

異色の短篇集。この世の日常には、不可思議な闇がある。誰にも見えない毒がある。 
産経新聞 2014/07/13 

2014:06. / 280p 
978-4-86182-490-6 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784861824906*

 

私の中の山岡荘八～思い出の伯父・荘八～ 
山内 健生 著 
展転社 
雪深い新潟・魚沼地方の農家に生まれ、裸一貫で上京して、文字通り腕一本筆一本

で世をわたった作家・山岡荘八。その甥である著者が、荘八についての思い出を綴

る。 
産経新聞 2014/07/13 

2014:05. / 271p 
978-4-88656-398-9 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784886563989*

 

<論集>日本の安全保障と防衛政策 
谷内 正太郎 編 
ウェッジ 
中国の急速な台頭と海洋進出にいかに対処するか-。日本の安全保障と国防の問題

を、外交・国際政治・防衛のエキスパートが論じ尽くす。早稲田大学日米研究機構が

実施した研究会での成果をまとめた論文集。 
産経新聞 2014/07/13 

2013:12. / 269p 
978-4-86310-120-3 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784863101203*

 

子や孫に贈る童話 100 
牧野 節子 著 
青弓社 
生きていく勇気と知恵を育て、きらめく感性を養うヒントにあふれた童話・児童文学の

100 作品をピックアップ。ジャンル別に幼児、低学年、中学年、高学年と年齢に合っ

た読みたい/読ませたい童話作品がすぐに探せる。 
産経新聞 2014/07/13 

2014:06. / 273p 
978-4-7872-9222-3 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784787292223*

 

だれも知らない小さな国(講談社文庫)  
佐藤 さとる/ 村上 勉 著 
講談社 
産経新聞 2014/07/19 

2010:11. / 292p 
978-4-06-276798-9 
552 円〔本体〕+税 

*9784062767989*
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こうして捏造された韓国「千年の恨み」(WAC BUNKO B-198) 
松木 國俊/ 松木 國俊 著 
ワック 
韓国から仕掛けられた「外交戦争」に敗れれば、日本人の名誉は永遠に奪われ、子

や孫は「野蛮人の子孫」として蔑まれ、日本の国際的地位は失墜する。韓国の歴史

捏造の?を暴き、日韓の真実を綴る。 
産経新聞 2014/07/19 

2014:06. / 258p 
978-4-89831-698-6 
950 円〔本体〕+税 

*9784898316986*

 

だから日本は世界から尊敬される(小学館新書 211) 
マンリオ・カデロ 著 
小学館 
敬虔なクリスチャンでありながら神道に傾倒し、天皇皇后両陛下を尊敬する、駐日大

使の代表「外交団長」である著者が、体験したり学んだり調べたりした日本の文化文

明の魅力・素晴らしさを、異文化の視点から語る。 
産経新聞 2014/07/19 

2014:06. / 205p 
978-4-09-825211-4 
720 円〔本体〕+税 

*9784098252114*

 

妖怪交通安全 
広瀬 克也 著 
絵本館 
「みのわらじ よそみうんてん みのきけん」「かくにんは いちどじゃたりない なんどば

ば」 交通安全をテーマに、おかしな標語が次々とびだすユーモアたっぷりの妖怪絵

本第 5 弾。見返しにもイラスト付きの標語あり。 
産経新聞 2014/07/19 

2014:06. / [24p] 
978-4-87110-094-6 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784871100946*

 

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！ 
産経新聞 2014/07/20 

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

*9784864103268*

 

ブラジル人の処世術～ジェイチーニョの秘密～(平凡社新書 738) 
武田 千香 著 
平凡社 
ブラジルとは一体どんな国なのか!? その国民性をもっともよく表すと言われる“ジェイ

チーニョ”からブラジルの謎に迫る。 
産経新聞 2014/07/20 

2014:06. / 211p 
978-4-582-85738-2 
760 円〔本体〕+税 

*9784582857382*

 

書物の達人丸谷才一(集英社新書 0741) 
川本 三郎/ 湯川 豊/ 岡野 弘彦/ 鹿島 茂/ 関 容子 著, 菅野 昭正 編 
集英社 
小説、随筆、評論、翻訳、連句など幅広い領域で活躍し、文学における「達人」であ

った丸谷才一の業績を、各界の第一人者であり、かつ生前の丸谷と親交が深かった

豪華講師陣が、多角的に解読する一冊。 
産経新聞 2014/07/20 

2014:06. / 185p 
978-4-08-720741-5 
700 円〔本体〕+税 

*9784087207415*
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白骨を生きる 
原 満三寿 著 
深夜叢書社 
花のひとつひとつが 還らない人びとの白骨のように見え 落花のひとつひとつが 
人々の白い骨片のように見えた(「白骨の海」より) 東日本大震災を詠んだ詩と、幻想

を譚詩という詩型で綴った作品を収録する。 
産経新聞 2014/07/20 

2014:04. / 155p 
978-4-88032-415-9 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784880324159*

 

懐かしの球場<関西編> 
産経新聞社 著 
日本工業新聞社 
誰もが一度は足を運んだ、あの球場。ハラハラドキドキ、心ときめいたあの光景…。阪

神甲子園球場や西宮球場、藤井寺球場、日生球場など関西の球場を取り上げ、産

経新聞カメラマンがとらえた写真で、当時の様子を伝える。 
産経新聞 2014/07/20 

2014:06. / 208p 
978-4-8191-1243-7 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784819112437*

 

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。 
産経新聞 2014/07/20 

2014:04. / 254p 
978-4-14-091214-0 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784140912140*

 

牛を屠る(双葉文庫 さ-28-03) 
佐川 光晴 著 
双葉社 
10 年半、ひたすらナイフを研ぎ、牛の皮を?く中で見いだした「働くこと」の大いなる実

感と悦びとは-。作家専業となる以前、埼玉の屠畜場に勤めていた日々を綴る。平松

洋子との対談も収録。折り込みの作業場イラスト付き。 
産経新聞 2014/07/20 

2014:07. / 170p 
978-4-575-71417-3 
528 円〔本体〕+税 

*9784575714173*

 

古代エジプトの埋葬習慣(ポプラ新書 031) 
和田 浩一郎 著 
ポプラ社 
古代エジプトの人々は何を思い、特徴的な埋葬習慣を作り上げたのか。死生観や葬

儀のながれ、ミイラ作りのコストなど経済的側面について述べるとともに、今まであまり

語られることのなかった庶民の埋葬習慣にも詳しく触れる。 
産経新聞 2014/07/20 

2014:04. / 321p 
978-4-591-14001-7 
830 円〔本体〕+税 

*9784591140017*

 

東大卒プロゲーマー～論理は結局、情熱にかなわない～(PHP 新書 938)  
ときど 著 
ＰＨＰ研究所 
東大卒プロゲーマー「ときど」初の著作。なぜ彼は 大の武器である論理や効率を捨

てたのか。優勝回数世界一の男が語る勝利への執念。 
産経新聞 2014/07/26 

2014:07. / 222p 
978-4-569-81962-4 
760 円〔本体〕+税 

*9784569819624*
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ヤバイ中国<<中国崩壊後の世界より改題>>  
渡邉 哲也 著 
徳間書店 
バブル崩壊で中国のマネーが蒸発。混乱は政治、社会、軍事へと波及し、中国は大

動乱の時代を迎える-。欧州危機を当てた著者が、中国で起こる大破局と激変する世

界を完全予測する。 
産経新聞 2014/07/26 

2014:07. / 237p 
978-4-19-863829-0 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784198638290*

 

母の教え～人格は 3 歳までに決まる。～ 
永守 重信/ 『財界』編集部 著 
財界研究所 
人の性格、気質そして人格は幼少期に基本的なものが決定づけられる。稲盛和夫、

鈴木敏文ら、日本を引張る 25 人のリーダーが「母から教わったこと」を語る。『財界』

連載を加筆・修正し単行本化。 
産経新聞 2014/07/26 

2014:06. / 253p 
978-4-87932-098-8 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784879320988*

 

ピンザの島 
ドリアン助川 著 
ポプラ社 
斡旋屋に島の水道工事のアルバイトとして送り込まれた若者が、島のヤギから搾乳し

チーズを作るという、無謀な夢にとりつかれる。熟成の困難、島のタブー…。すべてを

越え、「至高のチーズ」はできるのか? 
産経新聞 2014/07/26 

2014:02. / 340p 
978-4-591-13776-5 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784591137765*

 

ねこをもらったよ 
木下 綾乃 著 
ｍｉｌｌｅ ｂｏｏｋｓ 
女の子にとって、猫のゆきはたった一人の友だち。いつもいっしょにいたけれど、ある

日、突然ゆきがいなくなりました。いくら探しても見つかりません。時が過ぎ、女の子は

雪の降る中、黒い子ねこを拾って…。 
産経新聞 2014/07/26 

2014:07. / 1 冊(ﾍﾟｰｼﾞ

付なし) 
978-4-902744-71-2 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784902744712*

 

井田真木子著作撰集 
井田 真木子 著 
里山社 
井田真木子;プロレス少女伝説;同性愛者たち;かくしてバンドは鳴りやまず;雙神の日

課;神取忍 
産経新聞 2014/07/27 

2014:07. / 572p,16p 
978-4-907497-01-9 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784907497019*

 

おどろきの東京縄文人(世の中への扉) 
瀧井 宏臣 著 
講談社 
もしかして殺人事件！？ 東京のどまん中で大量の人骨が発見されたから、さあ大

変。でもよーく調べてみると、縄文人骨だったのです。 
産経新聞 2014/07/27 

2014:07. / 172p 
978-4-06-287002-3 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784062870023*
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おばけ、がっこうへいく 
ジャック・デュケノワ/ おおさわ あきら 著 
ほるぷ出版 
おばけの学校って、なにするの? ものを動かす練習に、「とうめいおばけ」になる練

習。今度は魔法みたいな望遠鏡で、星の勉強をしていたら…。かわいいおばけの絵

本。 
産経新聞 2014/07/27 

2014:06. / 40p 
978-4-593-50563-0 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784593505630*

 

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。 
産経新聞 2014/07/27 

2014:06. / 270p 
978-4-480-06780-7 
840 円〔本体〕+税 

*9784480067807*

 

愚民文明の暴走 
呉 智英/ 適菜 収 著 
講談社 
「みんなで決める」は本当にいいことなのか? B 層社会にはびこる「反知性主義」につ

いて徹底討論。「バカが尊重される世の中」になってしまった原因を、社会、宗教、政

治、歴史、文化など多岐にわたる論点から考える。 
産経新聞 2014/07/27 

2014:06. / 223p 
978-4-06-218898-2 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784062188982*

 

マスコミ堕落論～反日マスコミが常識知らずで図々しく、愚行を繰り返すのはなぜか

～(SEIRINDO BOOKS) 
西村 幸祐 著 
青林堂 
マスコミは堕落したのではない。堕落から始まり、今も堕落したままの状態である。マ

スコミの構造的凋落、特定秘密保護法をめぐるお祭り騒ぎ、責任を回避するための思

考停止と論点のすりかえなど、マスコミを徹底分析する。 
産経新聞 2014/07/27 

2014:07. / 225p 
978-4-7926-0493-6 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784792604936*

 

ディス・イズ・コリア～韓国船沈没考～(産経セレクト S-002) 
室谷 克実 著 
産経新聞出版 
セウォル号沈没事故はなぜ起こったのか。なぜ多くの命は奪われたのか。大事故の

背景にある「腐敗システム」と喧騒とは-。事故の背後にある様々な遠因と社会文化的

な背景を観察・分析し、隣国の「真の姿」をつまびらかにする。 
産経新聞 2014/07/27、産経新聞 2014/07/27 

2014:07. / 199p 
978-4-8191-1249-9 
850 円〔本体〕+税 

*9784819112499*

 

俺の喉は一声千両～天才浪曲師・桃中軒雲右衛門～ 
岡本 和明 著 
新潮社 
「貧民芸」だった浪曲を、御前公演に格上げさせた明治期の天才浪曲師の一生を、

芸能研究家の曾孫が新資料を駆使し、愛情こめて描く！ 
産経新聞 2014/07/27、日本経済新聞 2014/07/27 

2014:06. / 396p 
978-4-10-324532-2 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784103245322*
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田中雄一作品集まちあわせ(ＫＣデラックス アフタヌ－ン) 
田中雄一 著 
講談社 
虫、類人猿、巨獣…異生物と人間が織り成す、生存のドラマ！ 雑誌発表時に大反

響を呼んだインパクト抜群の傑作 SF 短編群、ついに単行本化！！  新種の昆虫

の人間界への侵略『害虫駆除局』、人間と同じように進化してきた類人猿との共存『プ

リマーテス』、怪獣が闊歩する超未来『箱庭の巨獣』…。そして表題作『まちあわせ』

は、予想不可能な壮大なイメージと感動へと導く究極のラブストーリー！ 期待の新

人作家、初の作品集。 
朝日新聞 2014/07/06 

2014:06. / 1 冊 
978-4-06-377020-9 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784063770209*

 

Ａｌｌ ｙｏｕ ｎｅｅｄ ｉｓ ｋｉｌｌ(集英社スーパーダッシュ文庫)  
桜坂 洋 著 
集英社 
近未来。初年兵キリヤとクレイジーな女准尉リタの物語。流麗な文体と当文庫には珍

しい、ロボットＳＦのテイストを持つバトル・アクション。ＳＦ界の第一人者・安倍吉俊のイ

ラストも話題必至です。 
朝日新聞 2014/07/06 

2004:12. / 274p 
978-4-08-630219-7 
580 円〔本体〕+税 

*9784086302197*

 

アンのゆりかご～村岡花子の生涯～(新潮文庫 む-16-1） 
村岡 恵理 著 
新潮社 
『赤毛のアン』誕生秘話と波乱万丈の生涯。孫娘が描く、心温まる評伝。 
朝日新聞 2014/07/06 

2011:09. / 431p 
978-4-10-135721-8 
750 円〔本体〕+税 

*9784101357218*

 

赤毛のアン(新潮文庫)  
モンゴメリ/ 村岡 花子 著 
新潮社 
愛に飢えた、元気な人参あたまのアンが巻き起す愉快な事件の数々に、人生の厳し

さと温かい人情が織りこまれた永遠の名作。 
朝日新聞 2014/07/06 

2008:02. / 529p 
978-4-10-211341-7 
670 円〔本体〕+税 

*9784102113417*

 

赤毛のアン（全１１巻〔冊数１２〕セット）(新潮文庫) 
ル－シ－・モ－ド・モンゴメリ／村岡花子 著 
新潮社 
愛に飢えた、元気な人参あたまのアンが巻き起す愉快な事件の数々に、人生の厳し

さと温かい人情が織りこまれた永遠の名作『赤毛のアン』11 巻セット。 
朝日新聞 2014/07/06 

2014:05. / 12 冊 
978-4-10-211400-1 
8,080 円〔本体〕+税 

*9784102114001*

 

協同組合は「未来の創造者」になれるか 
JC 総研 編 
家の光協会 
協同組合運動の新ビジョンと方向性を示す 
朝日新聞 2014/07/06 

2014:05. / 270p 
978-4-259-52180-6 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784259521806*
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雲の中では何が起こっているのか～雲をつかもうとしている話～(BERET SCI-
ENCE) 
荒木 健太郎 著 
ベレ出版 
雲の中には多くの謎がある。雲ができる仕組み、ゲリラ豪雨などの災害をもたらす雲、

雲と気候変動の関係など、雲を楽しむ一冊。 
朝日新聞 2014/07/06 

2014:06. / 343p 
978-4-86064-397-3 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784860643973*

 

誉れの赤 
吉川 永青 著 
講談社 
戦国 強の部隊＝「赤備え」の遺伝子を受け継ぎ、武田、徳川、井伊に仕えて天下

を目指した「 後の武士」の生き様を描く長編小説。 
朝日新聞 2014/07/06 

2014:06. / 388p 
978-4-06-218996-5 
1,850 円〔本体〕+税 

*9784062189965*

 

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。 
朝日新聞 2014/07/06 

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

*9784582836479*

 

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。 
朝日新聞 2014/07/06 

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

*9784418142132*

 

荒野の古本屋(就職しないで生きるには 21) 
森岡 督行 著 
晶文社 
これからの小商いのあり方、新しい交流の場として注目される古本屋はどのように誕

生したか。時代に流されない生き方と働き方を探る。 
朝日新聞 2014/07/06 

2014:03. / 233p 
978-4-7949-6845-6 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784794968456*

 

猫の鳥談義 
四代目江戸家猫八 著 
文一総合出版 
動物ものまね四代目江戸家猫八が、舞台の腕を磨くため野鳥の姿、鳴き声を求め野

山を巡る。『私たちの自然』連載中エッセイの単行本化 
朝日新聞 2014/07/06 

2014:06. / 223p 
978-4-8299-7101-7 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784829971017*

 

悪党諸君  
永 六輔 著 
青林工芸舎 
過去に永六輔が行った全国各地の刑務所での慰問講演を、受刑者の出所後の再犯

の問題に一石を投じる意味も込めて単行本化。〈ソフトカバー〉 
朝日新聞 2014/07/06 

1999:06. / 227p 
978-4-88379-025-8 
800 円〔本体〕+税 

*9784883790258*
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林原家～同族経営への警鐘～ 
林原 健 著 
日経ＢＰ社 
代表的な同族企業の一つに数えられていた林原の倒産。その真因は、林原一族の

特異性にあった。4 代目社長が、経営破綻の真相、林原一族の宿痾、同族経営の是

非を語る。 
朝日新聞 2014/07/06 

2014:05. / 214p 
978-4-8222-6399-7 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784822263997*

 

連邦区マドリード(フィクションの楽しみ) 
J.J.アルマス・マルセロ/ 大西 亮 著 
水声社 
2 つの旅、2 つの未解決事件、2 人の女…。都市はただ 1 つ、マドリード。妄想と現実

が混ざりあった都市<マドリード>を背景に、嫉妬/偽装/計略/簒奪が織りなされる美しく

も謎めいた物語。 
朝日新聞 2014/07/06 

2014:04. / 340p 
978-4-8010-0038-4 
3,500 円〔本体〕+税 

*9784801000384*

 

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。 
朝日新聞 2014/07/06 

2014:04. / 255p 
978-4-04-703539-3 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784047035393*

 

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。 
朝日新聞 2014/07/06 

2014:04. / 382p 
978-4-06-218933-0 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784062189330*

 

東京(tab!tte 4) 
昭文社 
電車とバスで行く東京の旅をガイド。見る・食べる・買う・泊まる・温泉の情報が満載。

表紙・裏表紙を広げると路線図あり。ガイド情報と地図をダウンロードできる QR コード

付き。データ:2014 年 3?5 月現在。 
朝日新聞 2014/07/06 

2014:08. / 263p 
978-4-398-12424-1 
1,100 円〔本体〕+税 

*9784398124241*

 

「平成」論(青弓社ライブラリー 82) 
鈴木 洋仁 著 
青弓社 
平成に漂う「わからなさ・手応えのなさ」と向き合い、平成を捉えるための視点とことば

を獲得せんともがきながら思考する愉快を宣言する。「平成的とはどのようなことか」に

迫る、天皇制論抜きの異色の元号・現代社会論。 
朝日新聞 2014/07/06 

2014:04. / 238p 
978-4-7872-3375-2 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784787233752*
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メディカルハーブ事典(NATIONAL GEOGRAPHIC) 
レベッカ・ジョンソン/ スティーブン・フォスター/ ティエラオナ・ロウ・ドッグ/ デビッド・

キーファー/ 日本メディカルハーブ協会/ 関 利枝子/ 倉田 真木 著 
日経ナショナルジオグラフィック 
メディカルハーブの 新知識を美しい写真・図版とともにまとめた事典。72 種類のメ

ディカルハーブを取り上げ、植物の特徴や原産地、栽培や収穫の方法、効果、用

法、使用するにあたって気をつけるべき点などを紹介する。 
朝日新聞 2014/07/06 

2014:05. / 383p 
978-4-86313-272-6 
4,600 円〔本体〕+税 

*9784863132726*

 

東大で文学を学ぶ～ドストエフスキーから谷崎潤一郎へ～(朝日選書 920) 
辻原 登 著 
朝日新聞出版 
「罪と罰」は人殺しの物語でありながら、なぜ読み継がれてきたのか? 谷崎潤一郎は

どのように「夢の浮橋」を書いたのか? 小説家・辻原登が東大生を前に世界文学、日

本文学を語りつくした名講義。学生の課題レポートも収録。 
朝日新聞 2014/07/06 

2014:06. / 309p 
978-4-02-263020-9 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784022630209*

 

北海道(tab!tte 1) 
昭文社 
電車とバスで行く北海道の旅をガイド。見る・食べる・買う・泊まる・温泉の情報が満

載。表紙・裏表紙を広げると地図あり。ガイド情報と地図をダウンロードできる QR コー

ド付き。データ:2013 年 5 月?2014 年 5 月現在。 
朝日新聞 2014/07/06 

2014:08. / 375p 
978-4-398-12421-0 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784398124210*

 

新釈漢文大系<120> 史記(14) 
青木 五郎 著 
明治書院 
「史記」130 巻の訳注がついに完結 
朝日新聞 2014/07/06、読売新聞 2014/07/06 

2014:06. / 5p,488p 
978-4-625-67319-1 
8,500 円〔本体〕+税 

*9784625673191*

 

屋根屋 
村田 喜代子 著 
講談社 
雨漏りのする屋根の修理にやってきた屋根屋。自在に夢を見られると語る彼の誘い

に乗って、「私」は夢のなかの旅へ一緒に出かける。屋根職人と平凡な主婦の奇想天

外な空の旅。『群像』連載を単行本化。 
朝日新聞 2014/07/06、読売新聞 2014/07/13 

2014:04. / 307p 
978-4-06-218774-9 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784062187749*

 

エピジェネティクス～新しい生命像をえがく～(岩波新書 新赤版 1484) 
仲野 徹 著 
岩波書店 
遺伝でもない、突然変異でもない、ゲノムに上書きされた情報が、目をみはる不思議

な現象を引き起こす! ゲノム中心の生命観を変える、生命科学の新しい概念「エピジ

ェネティクス」をわかりやすく解説する。 
朝日新聞 2014/07/06、読売新聞 2014/07/13、毎日新聞 2014/07/13 

2014:05. / 7p,233p 
978-4-00-431484-4 
780 円〔本体〕+税 

*9784004314844*
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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。 
朝日新聞 2014/07/06、読売新聞 2014/07/27 

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

*9784794968487*

 

珈琲と白昼夢(マッグガ－デンコミックス アヴァルスシリ－ズ) 
右田いこい 著 
マッグガーデン 
珠玉の短編集。 
朝日新聞 2014/07/13 

2014:05. / 159p 
978-4-8000-0312-6 
571 円〔本体〕+税 

*9784800003126*

 

水のなまえ 
高橋 順子 著 
白水社 
水にまつわる多様な表現を幅広く繰り広げる 
朝日新聞 2014/07/13 

2014:05. / 240p 
978-4-560-08364-2 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784560083642*

 

夜と霧～ドイツ強制収容所の体験記録～  
Ｖ．Ｅ．フランクル/ 霜山 徳爾 著 
みすず書房 
史上 大の地獄、ドイツ強制収容所における自らの体験を綴り、人間の偉大と悲惨

を静かに描く。 
朝日新聞 2014/07/13 

1985:01. / 208p 図版
32p 
978-4-622-00601-5 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784622006015*

 

死の都の風景～記憶と心象の省察～ 
オトー・ドフ・クルカ/ 壁谷 さくら 著 
白水社 
収容所の記憶、母親の消息、奇怪な夢、神の存在など、「説明のつかない廃墟」を綴

る。ユダヤ史家による異色の省察。 
朝日新聞 2014/07/13 

2014:04. / 184p,9p 
978-4-560-08352-9 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784560083529*

 

クラゲ世にも美しい浮遊生活～発光や若返りの不思議～(PHP 新書 928) 
村上 龍男/ 下村 脩 著 
ＰＨＰ研究所 
クラゲの品種数でギネス認定！ 山形県・加茂水族館の美しいクラゲを、館長とノー

ベル賞学者のトークと見事な写真で紹介。 
朝日新聞 2014/07/13 

2014:05. / 201p,4p 
978-4-569-81884-9 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784569818849*

 

小さな町にて(随筆コレクション 2) 
野呂 邦暢 著 
みすず書房 
名随筆「小さな町にて」はじめ早世した作家の晩年の随筆、美術エッセイ、書評を集

成。単行本未収録作約 170 編含む 240 編 
朝日新聞 2014/07/13 

2014:06. / 525p,7p 
978-4-622-07824-1 
7,000 円〔本体〕+税 

*9784622078241*
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行動する勇気～その一歩が、想像もつかない未来につながっている～ 
杉山 大輔 著 
フォレスト出版 
動くほど「幸運」がやってくる。元ソニーCEO・出井伸之氏が社長に選んだ、弱冠 34
歳、4 人の子持ち男、衝撃のデビュー作 
朝日新聞 2014/07/13 

2014:06. / 229p 
978-4-89451-623-6 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784894516236*

 

兵士の報酬(随筆コレクション 1) 
野呂 邦暢 著 
みすず書房 
1980 年、42 歳で急逝した野呂邦暢。再評価著しい作家の随筆作品を多数の単行本

未収録作品を含め集成。本巻は 215 編収録。 
朝日新聞 2014/07/13 

2014:05. / 491p,7p 
978-4-622-07823-4 
6,800 円〔本体〕+税 

*9784622078234*

 

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 
朝日新聞 2014/07/13 

2014:05. / 283p 
978-4-06-288263-7 
840 円〔本体〕+税 

*9784062882637*

 

フロンティア実験社会科学<1> 実験が切り開く 21 世紀の社会科学 
西條 辰義/ 西條 辰義/ 清水 和巳 著 
勁草書房 
政治学、経済学、心理学といった社会科学諸分野が融合して誕生する新たな人間

像。シリーズの第１巻として、全体の見取り図を示す。 
朝日新聞 2014/07/13 

2014:04. / 10p,228p 
978-4-326-34911-1 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784326349111*

 

ニキの屈辱(河出文庫 や 17-5) 
山崎 ナオコーラ 著 
河出書房新社 
人気写真家ニキのアシスタントになったオレ。だが一歳下の傲慢な彼女に公私共に

振り回されて……格差恋愛の行方を描く話題の恋愛小説 
朝日新聞 2014/07/13 

2014:06. / 167p 
978-4-309-41296-2 
540 円〔本体〕+税 

*9784309412962*

 

信じられない現実の大図鑑～想像もしなかった発想から大胆にビジュアル化～ 
増田 まもる/ こどもくらぶ 著, ドーリング・キンダースリー 編 
東京書籍 
宇宙と地球と生命と先端技術の驚きの真実が、目からウロコが落ちるように見えてく

る、世界で一番わかりやすいビジュアル比較型大図鑑 
朝日新聞 2014/07/13 

2014:07. / 192p 
978-4-487-80843-4 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784487808434*

 

現代思想の時代～<歴史の読み方>を問う～ 
大澤 真幸/ 成田 龍一 著 
青土社 
雑誌『現代思想』が創刊された 70 年代から現在まで、時代の流れに沿った思想・社

会の推移を検証を考察する。付録『現代思想』総覧。 
朝日新聞 2014/07/13 

2014:06. / 242p 
978-4-7917-6790-8 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784791767908*
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大量虐殺の社会史～戦慄の２０世紀～(ＭＩＮＥＲＶＡ西洋史ライブラリー)  
松村高夫／矢野 久 編著 著 
ミネルヴァ書房 
本書は、虐殺が生じた原因を歴史的脈絡のなかでとらえ、虐殺の経過を再現すること

によって、二〇世紀の虐殺の特質を解明し、その全体史を構築しようとする。 
朝日新聞 2014/07/13 

2007:12. / 430 
978-4-623-04538-9 
4,500 円〔本体〕+税 

*9784623045389*

 

軍艦島離島 40 年～人びとの記憶とこれから～ 
坂本 道徳 著 
実業之日本社 
昭和 40 年代、「軍艦島」が「端島」だった頃、人口過密・職住密接の中で生きた人び

とのリアル。閉山後、荒れるに任された「故郷」を取り戻し、世界遺産に仕立て上げた

奮闘の記録もつづる。 
朝日新聞 2014/07/13 

2014:06. / 247p 
978-4-408-11064-6 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784408110646*

 

ヤクザと原発～福島第一潜入記～(文春文庫 す 19-1) 
鈴木 智彦 著 
文藝春秋 
原発はヤクザにとって「 大のシノギ」<BR> <BR> 暴力団専門ライターが作業員とし

て福島第一原発に潜入したルポ。そして用地買収や作業員派遣で原発に食い込む

ヤクザの実態を暴く。 
朝日新聞 2014/07/13 

2014:06. / 284p 
978-4-16-790126-4 
560 円〔本体〕+税 

*9784167901264*

 

雪解けのあとに 
米田 知子 著 
赤々舎 
水ゆたかなハンガリー、深い森のエストニア。 長いレジスタンスの時代を経て、鉄の

カーテン崩壊、ソ連邦の解体を機に独立・民主化を成し遂げた両国…。歴史の息遣

いを秘めた静謐な風景写真集。 
朝日新聞 2014/07/13 

2014:05. / 143p 
978-4-86541-016-7 
5,000 円〔本体〕+税 

*9784865410167*

 

AID で生まれるということ～精子提供で生まれた子どもたちの声～ 
非配偶者間人工授精で生まれた人の自助グループ/ 長沖 暁子 著 
萬書房 
不妊治療の延長上の技術として行われてきた AID(非配偶者間人工授精)で生まれ

た人たちが、自分たちの体験を、自分たちの言葉で綴る。当事者たちと AID を研究

する長沖暁子の座談会なども収録する。 
朝日新聞 2014/07/13 

2014:05. / 205p 
978-4-907961-00-8 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784907961008*

 

想起のかたち～記憶アートの歴史意識～ 
香川 檀 著 
水声社 
ナチズム/ホロコーストという負の記憶を自らの作品に据え、イメージの想起をうながす

4 人の美術家たち。彼らの作品がもつ構造、意味作用の分析を通して、アートによる

歴史を詳説する。多数の図版も収録。 
朝日新聞 2014/07/13 

2012:11. / 365p 図版
12p 
978-4-89176-920-8 
4,500 円〔本体〕+税 

*9784891769208*
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書店ガール<3> 託された一冊(PHP 文芸文庫 あ 3-3) 
碧野 圭 著 
ＰＨＰ研究所 
子育てに疲れ、不慣れな経済書担当として失敗を重ね、自信を失いかけていた亜

紀。一方、仙台の老舗書店のリニューアルを任された理子は、被災地の現状を知る。

そんな亜紀と理子が気持ちをひとつにした目標とは!? 
朝日新聞 2014/07/13 

2014:05. / 301p 
978-4-569-76184-8 
660 円〔本体〕+税 

*9784569761848*

 

皮膚～文学史・身体イメージ・境界のディスクール～ 
クラウディア・ベンティーン/ 田邊 玲子 著 
法政大学出版局 
自己の<境界>皮膚をめぐる観念史。さまざまな学問分野と方法論を縦横無尽に動員

し、言語資料だけでなく模型・図版資料などを駆使して、17 世紀から現代にいたる皮

膚観のパノラマを展開する。猟奇的な図版あり。 
朝日新聞 2014/07/13 

2014:05. / 11p,422p 
978-4-588-35229-4 
4,800 円〔本体〕+税 

*9784588352294*

 

思想地図 beta<4-1> チェルノブイリ・ダークツーリズム・ガイド 
東 浩紀 編 
ゲンロン 
1 泊 2 日のチェルノブイリ原発立入禁止区域ツアーの内容を、キエフにあるチェルノ

ブイリ博物館の展示とともに紹介。さらに、官民双方のさまざまな立場の人が、観光地

化するチェルノブイリの現状と未来について語る。 
朝日新聞 2014/07/13 

2013:07. / 159p 
978-4-907188-01-6 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784907188016*

 

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 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。 
朝日新聞 2014/07/13 

2014:05. / 431p 
978-4-15-209457-5 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784152094575*

 

ソーシャルメディアの何が気持ち悪いのか(朝日新書 464) 
香山 リカ 著 
朝日新聞出版 
ツイッター、フェイスブック、LINE。生活に深く浸透しているが、それに息苦しさを感じ

ている人も多い。賞賛・承認とその反対の悪意・炎上…。SNS への違和感の正体と、

SNS が変えつつある人間について鋭く迫る。 
朝日新聞 2014/07/13 

2014:06. / 205p 
978-4-02-273564-5 
720 円〔本体〕+税 

*9784022735645*

 

でかした、ジーヴス！(ウッドハウス・コレクション)  
Ｐ．Ｇ．ウッドハウス/ 森村 たまき 著 
国書刊行会 
情け知らずのアガサとダリアの両オバさんや、恥知らずの悪友シッピー・タッピー・ビ

ンゴらの猛攻に、またもやピンチにおちいる世間知らず若旦那バーティー。奇人怪人

たちが勢揃いの、奇想天外なジーヴス・ワールド全１１編。 
朝日新聞 2014/07/13 

2006:07. / 399p 
978-4-336-04762-5 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784336047625*
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可愛いベイビー 
五十嵐 貴久 著 
実業之日本社 
銘和乳業課長の川村晶子は、38 歳にして 14 歳年下の児島くんと結婚を決意し交際

は順調。児島くんがリストラにあい、2 人で暮らすことになるが、晶子の体に変調が

…。年下シリーズ完結。『月刊 J-novel』連載を書籍化。 
朝日新聞 2014/07/13 

2014:05. / 307p 
978-4-408-53644-6 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784408536446*

 

民のモラル～ホーガースと 18 世紀イギリス～(ちくま学芸文庫 コ 42-1) 
近藤 和彦 著 
筑摩書房 
18 世紀ころのイギリスで行われていた制裁の儀礼から食糧蜂起にいたる、いじめと騒

ぎの歴史をひもとき、イギリス民衆の正義や秩序の意識を解読。徹底的な史料の読

み込みと、図像の分析で文化史研究に新たな地平を拓いた名著。 
朝日新聞 2014/07/13 

2014:06. / 364p 
978-4-480-09623-4 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784480096234*

 

フルサトをつくる～帰れば食うに困らない場所を持つ暮らし方～ 
伊藤 洋志/ pha 著 
東京書籍 
暮らしの拠点は 1 カ所でなくてもいい。都会か田舎か、定住か移住かという二者択一

を超えて、「当たり前」を生きられる本拠地“フルサト”をつくろう! 多拠点居住で、「生

きる」「楽しむ」を自給する暮らし方の実践レポート。 
朝日新聞 2014/07/13 

2014:04. / 305p 
978-4-487-80812-0 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784487808120*

 

書店ガール(PHP 文芸文庫 あ 3-1) 
碧野 圭 著 
ＰＨＰ研究所 
27 歳の書店員・亜紀は、結婚して幸せいっぱい、仕事でもユニークな企画を次々打

ち出している。しかし、40 歳の副店長・理子とは、ことごとく衝突続き。その理子が店

長に昇進した直後、半年後に店が閉鎖されることになり…。 
朝日新聞 2014/07/13 

2012:03. / 397p 
978-4-569-67815-3 
686 円〔本体〕+税 

*9784569678153*

 

書店ガール<2> 最強のふたり(PHP 文芸文庫 あ 3-2) 
碧野 圭 著 
ＰＨＰ研究所 
大手書店チェーンに転職した理子と亜紀。しかし、理子は大型書店の店長という職

責に戸惑い、亜紀も妊娠をきっかけに起こった夫との確執など問題を抱えていた。そ

んな中、本と本屋の力を信じる 2 人が考え出した新たな挑戦とは? 
朝日新聞 2014/07/13 

2013:04. / 341p 
978-4-569-67964-8 
667 円〔本体〕+税 

*9784569679648*

 

思想地図 beta<4-2> 福島第一原発観光地化計画 
東 浩紀 編 
ゲンロン 
福島第一原子力発電所の跡地と周辺地域を後世に残すため「観光地化」することを

提言する書。2020 年と 2036 年を仮の実現目標とした開発計画を提案し、新しい観

光スタイル・ダークツーリズムを主題とした論文も収録する。 
朝日新聞 2014/07/13 

2013:11. / 191p 
978-4-907188-02-3 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784907188023*
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ヴォイドへの旅～空虚の創造力について～ 
港 千尋 著 
青土社 
あらゆる場所にヴォイド=空虚はぽっかりと存在し、私たちをあやしくも魅惑しつづけて

いる-。彫刻、建築、メディアをめぐる、「なにもない空間」を求める旅。『現代思想』連

載を加筆・修正し、書き下ろしを加える。 
朝日新聞 2014/07/13 

2012:09. / 235p 
978-4-7917-6669-7 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784791766697*

 

窓から逃げた 100 歳老人 
ヨナス・ヨナソン/ 柳瀬 尚紀 著 
西村書店 
世界で大ヒット。100 歳誕生日に脱走､珍道中 
朝日新聞 2014/07/13、産経新聞 2014/07/27 

2014:06. / 413p 
978-4-89013-706-0 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784890137060*

 

魚で始まる世界史～ニシンとタラとヨーロッパ～(平凡社新書 740) 
越智 敏之 著 
平凡社 
オランダはニシンの骨の上に殷賑を極め、大航海時代は干しダラによって可能となっ

た。牛肉ではなく魚がつくったユニークな世界史。 
朝日新聞 2014/07/13、東京・中日新聞 2014/07/27 

2014:06. / 237p 
978-4-582-85740-5 
800 円〔本体〕+税 

*9784582857405*

 

夜は終わらない 
星野 智幸 著 
講談社 
殺される者の 期の語りが鬼気迫るリアルさと幻想さで、我々を頂点まで押し上げて

くれる現代の千夜一夜物語。 
朝日新聞 2014/07/13、毎日新聞 2014/07/13、読売新聞 2014/07/20 

2014:05. / 522p 
978-4-06-218966-8 
1,850 円〔本体〕+税 

*9784062189668*

 

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。 
朝日新聞 2014/07/13、毎日新聞 2014/07/27 

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

*9784582857351*

 

白い街の夜たち<1>(BEAM COMIX) 
市川 ラク 著 
KADOKAWA 
期待の新鋭、初長編。エキゾチックでミステリアスなトルコに魅せられた青春譜、開

幕。 
朝日新聞 2014/07/20 

2014:07. / 190p 
978-4-04-729659-6 
680 円〔本体〕+税 

*9784047296596*

 

明暗 改版(新潮文庫)  
夏目 漱石 著 
新潮社 
濃密な人間ドラマの中にエゴイズムのゆくすえを描いて、日本近代小説の 高峰とな

った漱石未完の絶筆。 
朝日新聞 2014/07/20 

2010:01. / 685p 
978-4-10-101019-9 
750 円〔本体〕+税 

*9784101010199*
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城の中 改版(中公文庫) 
入江相政 著 
中央公論新社 
すぐれた随筆家としても知られる著者が、侍従生活二十幾年の感慨を、皇居内の四

季の折節に寄せて、巧まぬユーモアで綴る珠玉随筆集。 
朝日新聞 2014/07/20 

2014:05. / 261p 
978-4-12-205951-1 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784122059511*

 

センター現代文で分析力を鍛える 
出口 汪 著 
大和書房 
小説・評論を通して「分析力」が身に付く！ 
朝日新聞 2014/07/20 

2014:07. / 287p 
978-4-479-79441-7 
1,100 円〔本体〕+税 

*9784479794417*

 

世界に響くハードシェーク～バーテンダー上田和男の 50 年～ 
達磨 信 著 
柴田書店 
世界の注目を集めるハードシェークの第一人者、上田和男氏の半生とそのカクテル

技法 
朝日新聞 2014/07/20 

2014:07. / 147p 
978-4-388-06193-8 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784388061938*

 

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。 
朝日新聞 2014/07/20 

2014:05. / 10p,306p 
978-4-326-65387-4 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784326653874*

 

ミッキーは谷中で六時三十分 
片岡 義男 著 
講談社 
記憶と言葉、男と女を描いた魅惑の７篇。今こそ片岡義男を読むべき時であることを

印象づける、鮮やかに研ぎ澄まされた作品集。 
朝日新聞 2014/07/20 

2014:05. / 259p 
978-4-06-218744-2 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784062187442*

 

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！ 
朝日新聞 2014/07/20 

2014:05. / 482p 
978-4-309-27491-1 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784309274911*

 

公園/卒業式～小島信夫初期作品集～(講談社文芸文庫 こ A8) 
小島 信夫 著 
講談社 
私小説読者の絶大な支持を得る著者の希少な初期作品集。生きることを恥ずかしく

汚れと思う青春の道程を、硬質な文章で透明に刻む。 
朝日新聞 2014/07/20 

2014:06. / 345p 
978-4-06-290232-8 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784062902328*
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SF を実現する～3D プリンタの想像力～(講談社現代新書 2265) 
田中 浩也 著 
講談社 
物質の遠隔転送もスモールライトも実現可能！？ デジタル工作機器が切り拓くもの

づくりの未来とは？ 第一人者が描き出す興奮の書。 
朝日新聞 2014/07/20 

2014:05. / 273p 
978-4-06-288265-1 
840 円〔本体〕+税 

*9784062882651*

 

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。 
朝日新聞 2014/07/20 

2014:05. / 314p 
978-4-393-33332-7 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784393333327*

 

これでわかったビットコイン～生きのこる通貨の条件～ 
斉藤 賢爾 著 
太郎次郎社エディタス 
メディア出演が急増する専門家がしくみから丁寧に解説。話題のデジタル通貨・ビット

コインの全てがわかる完全書き下ろしの AtoZ。 
朝日新聞 2014/07/20 

2014:04. / 95p 
978-4-8118-0772-0 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784811807720*

 

世界遺産にされて富士山は泣いている(PHP 新書 934) 
野口 健 著 
ＰＨＰ研究所 
なぜ日本を代表するアルピニストは「富士山の世界遺産登録」を嘆くのか。日本が誇

る霊峰の驚くべき現状と私たちがいまできることとは？ 
朝日新聞 2014/07/20 

2014:06. / 232p 
978-4-569-82004-0 
760 円〔本体〕+税 

*9784569820040*

 

ユマニチュード入門 
本田 美和子/ イヴ・ジネスト/ ロゼット・マレスコッティ 著 
医学書院 
魔法？ 奇跡？ いえ「技術」です。認知症ケアの画期的技法として注目を集める「ユ

マニチュード」。開発者と日本の臨床家たちが協力してつくり上げた決定版入門書！ 
朝日新聞 2014/07/20 

2014:06. / 145p 
978-4-260-02028-2 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784260020282*

 

世説新語<1>(東洋文庫 843) 
平凡社 
魏晋の貴族・名士たちの逸話集「世説新語」全 1120 条のエピソードについて、原

文、訓読、注釈、口語訳、解説をほどこす。1 は、「徳行第一」「言語第二」「政事第

三」を収録。 
朝日新聞 2014/07/20 

2013:11. / 360p 
978-4-582-80843-8 
2,900 円〔本体〕+税 

*9784582808438*

 

ネット護身術入門～お金と個人情報を守れ！～(朝日新書 462) 
守屋 英一 著 
朝日新聞出版 
パスワードやカード番号、自宅住所も丸裸に!? 今や当たり前となったネットのコミュニ

ケーションには情報漏洩の危険がいっぱい。情報セキュリティの専門家が、自己防衛

策を伝授する。 
朝日新聞 2014/07/20 

2014:05. / 203p 
978-4-02-273562-1 
720 円〔本体〕+税 

*9784022735621*



 

 21  

 

生きるためのサッカー～ブラジル、札幌、神戸転がるボールを追いかけて～ 
ネルソン松原 著 
サウダージ・ブックス 
日本に“ブラジル・サッカー”を伝授し、日本代表や J リーガーを含む数多くの選手を

育成した日系ブラジル人二世のサッカー指導者、ネルソン松原の自叙伝。小笠原博

毅による解説も収録。 
朝日新聞 2014/07/20 

2014:06. / 239p 
978-4-907473-04-4 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784907473044*

 

米国人一家、おいしい東京を食べ尽くす 
マシュー・アムスター=バートン/ 関根 光宏 著 
エクスナレッジ 
トーキョー・フードパラダイス! 中野のアパートを拠点に、東京で家族と共にひと夏を

過ごすことになったアメリカ人フードライターが、ごく普通の日本の「食」と日常をユー

モアたっぷりにつづる。 
朝日新聞 2014/07/20 

2014:05. / 349p 
978-4-7678-1806-1 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784767818061*

 

全ての聖夜の鎖 
らもん/ 小堀 純 著 
復刊ドットコム 
小説、エッセイ、詩、ロック、広告…。あらゆる分野でその才能を遺憾なく発揮した異

才にして天才・中島らもの“幻”と呼ばれた処女作。秘蔵写真、詩、単行本未収録エッ

セイ・インタビューも掲載。 
朝日新聞 2014/07/20 

2014:07. / 1 冊 
978-4-8354-5106-0 
2,700 円〔本体〕+税 

*9784835451060*

 

短編を七つ、書いた順 
片岡 義男 著 
幻戯書房 
軽快に切り取られた日常のシーンに潜むささやかな憂い-。「せっかくですもの」「花柄

を脱がす」「ある編集部からの手紙」などアメリカ文学に通じる 7 編を収録した、作家

生活 40 周年記念書き下ろし短編集。 
朝日新聞 2014/07/20 

2014:05. / 197p 
978-4-86488-047-3 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784864880473*

 

「仮想通貨」の衝撃(角川 EPUB 選書 011) 
エドワード・カストロノヴァ/ 伊能 早苗/ 山本 章子 著 
KADOKAWA 
新しい形の通貨として爆発的な流通が始まっている「仮想通貨」。近所のお店のポイ

ントカードや航空会社のマイレージから、世界規模で数兆円が流通する「ビットコイ

ン」まで、その可能性は？ リスクは？ 未来は？ 
朝日新聞 2014/07/20 

2014:06. / 302p 
978-4-04-080012-7 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784040800127*

 

思い出のマーニー(新潮文庫 ロ-17-1) 
ジョーン・G.ロビンソン 著 
新潮社 
心を閉ざすアンナは、不思議な少女マーニーに出会う。初めての親友を得たアンナ

だったが、マーニーは突然姿を消してしまい…。やがて、1 冊の古いノートが、過去と

未来を結び奇跡を呼び起こす。イギリス児童文学の名作。 
朝日新聞 2014/07/20 

2014:07. / 362p 
978-4-10-218551-3 
550 円〔本体〕+税 

*9784102185513*
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エラスムス～人文主義の王者～(岩波現代全書 032) 
沓掛 良彦 著 
岩波書店 
「痴愚神礼讃」をはじめ膨大な作品を遺し、古典学者や平和主義者など日本ではあ

まり知られていないさまざまな姿を持った<普遍的文人>エラスムス。16 世紀ヨーロッ

パの知的世界に君臨した彼の全貌に迫る、本格的概説書。 
朝日新聞 2014/07/20 

2014:05. / 13p,235p 
978-4-00-029132-3 
2,100 円〔本体〕+税 

*9784000291323*

 

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。 
朝日新聞 2014/07/20 

2014:06. / 
13p,203p,13p 図 版
16p 
978-4-00-431490-5 
840 円〔本体〕+税 

*9784004314905*

 

怪獣画報(写真で見る世界シリーズ) 
大伴 昌司/ 小山内 宏/ 円谷 英二 著 
秋田書店 
「ウルトラ Q」「ウルトラマン」に登場する怪獣、「ゴジラ」をはじめとする東宝怪獣、世界

中に伝わる都市伝説的な怪獣、そして実在した恐竜たち…。様々な怪獣たちを幅広

く網羅した珠玉の名著の復刻版。折込ポスター付き。 
朝日新聞 2014/07/20 

2012:10. / 153p 
978-4-253-00919-5 
2,667 円〔本体〕+税 

*9784253009195*

 

ミッション・トゥ・マーズ～火星移住大作戦～(NATIONAL GEOGRAPHIC) 
バズ・オルドリン/ 吉田 三知世 著 
エクスナレッジ 
宇宙飛行士は 2035 年までに火星に到達できるだろうか? 地球、月、火星の衛星フォ

ボスが内太陽系を運行する旅客で賑わうハブになるのか? 世界初の月面歩行をした

宇宙飛行士が、未来の宇宙旅行と火星入植計画を語る。 
朝日新聞 2014/07/20 

2014:06. / 286p 図版
16p 
978-4-7678-1793-4 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784767817934*

 

仮想通貨革命～ビットコインは始まりにすぎない～ 
野口 悠紀雄 著 
ダイヤモンド社 
仮想通貨が経済・社会の枠組みを変え、ビジネスや日常生活をも変えようとしてい

る。従来の通貨が脅かされるとき、何が起きるのか。そのインパクトと日本経済の課題

を明らかにする。『ダイヤモンド・オンライン』連載を書籍化。 
朝日新聞 2014/07/20 

2014:06. / 274p 
978-4-478-02844-5 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784478028445*

 

日乃出が走る～浜風屋菓子話～(ポプラ文庫 な 11-1) 
中島 久枝 著 
ポプラ社 
時は明治 2 年。世の混乱と父の謎の死により店を閉めざるをえなくなった老舗菓子

店のひとり娘・日乃出は、店の再建のため「百日で百両、菓子を作って稼ぐ」という無

謀な勝負に挑む。勝負の鍵を握る西洋菓子「薄紅」の正体とは? 
朝日新聞 2014/07/20 

2014:06. / 335p 
978-4-591-14034-5 
640 円〔本体〕+税 

*9784591140345*
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身体巡礼～The European Burial Ritual～<ドイツ・オーストリア・チェコ編> 
養老 孟司 著 
新潮社 
向き合った死体３０００。身体を通し人間を観察する解剖学者が中欧を歩く。骨、墓、

棺……埋葬から見えるミステリー・ワールド！ 
朝日新聞 2014/07/20、朝日新聞 2014/07/27 

2014:05. / 175p 図版

24 枚 
978-4-10-416007-5 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784104160075*

 

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。 
朝日新聞 2014/07/20、読売新聞 2014/07/20 

2014:05. / 7p,405p,4p 
978-4-622-07832-6 
3,400 円〔本体〕+税 

*9784622078326*

 

白蓮れんれん(集英社文庫)  
林 真理子 著 
集英社 
命を賭けた恋…大正時代、筑紫の炭坑王の妻で美貌の歌人・柳原白蓮は７歳下の

ジャーナリスト宮崎龍介と恋に落ちた。名高い恋の逃避行「白蓮事件」を、門外不出

の資料を元に描ききる渾身作。第８回柴田錬三郎賞受賞作。 
朝日新聞 2014/07/27 

2005:09. / 430p 
978-4-08-747860-0 
667 円〔本体〕+税 

*9784087478600*

 

２４人のビリー・ミリガン<上>(ダニエル・キイス文庫)  
ダニエル・キイス/ 堀内 静子 著 
早川書房 
1977 年、連続レイプ犯として逮捕された青年ビリー・ミリガン。しかし彼には犯行の記

憶がまったくなかった。実はそれは、彼のなかに潜む別人格のしわざだった……一

般に多重人格という障害が知られずにいたころに翻訳紹介されて空前の“多重人格

ブーム”を巻き起こした、記念碑的ノンフィクション。  
朝日新聞 2014/07/27 

1999:10. / 479p 
978-4-15-110104-5 
900 円〔本体〕+税 

*9784151101045*

 

２４人のビリー・ミリガン<下>(ダニエル・キイス文庫)  
ダニエル・キイス/ 堀内 静子 著 
早川書房 
1977 年、連続レイプ犯として逮捕された青年ビリー・ミリガン。しかし彼には犯行の記

憶がまったくなかった。実はそれは、彼のなかに潜む別人格のしわざだった……一

般に多重人格という障害が知られずにいたころに翻訳紹介されて空前の“多重人格

ブーム”を巻き起こした、記念碑的ノンフィクション。  
朝日新聞 2014/07/27 

1999:10. / 502p 
978-4-15-110105-2 
940 円〔本体〕+税 

*9784151101052*

 

浅田孝～つくらない建築家、日本初の都市プランナー～ 
笹原 克 著 
オーム社 
建築家・都市プランナー浅田孝の全貌を記した 
朝日新聞 2014/07/27 

2014:04. / 6p,256p 
978-4-274-21538-4 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784274215384*
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犬と人の生物学～夢・うつ病・音楽・超能力～ 
スタンレー・コレン/ 三木 直子 著 
築地書館 
50 年間、犬の行動のについて学び研究している心理学者が、犬の不思議な行動や

知的活動を、人間と比較しながら解き明かす。 
朝日新聞 2014/07/27 

2014:05. / 274p 
978-4-8067-1477-4 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784806714774*

 

心 
姜 尚中 著 
集英社 
親友を失った青年と、ある秘密を抱えた先生の間で交わされたメールを軸に織り成

す、喪失と再生の物語。あの『悩む力』の著者が、 
朝日新聞 2014/07/27 

2013:04. / 280p 
978-4-08-781523-8 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784087815238*

 

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。 
朝日新聞 2014/07/27 

2014:05. / 254p 
978-4-06-258577-4 
1,650 円〔本体〕+税 

*9784062585774*

 

青春離婚(星海社 FICTIONS コ 3-03) 
紅玉 いづき/ 紅玉 いづき/ HERO/ HERO 著 
星海社 
紅玉いづき×ＨＥＲＯの名タッグ再び！「いい夫婦の日」に期間限定公開され話題を

呼んだ『青春離婚』が新たに二篇を加えついに書籍化 
朝日新聞 2014/07/27 

2014:06. / 271p 
978-4-06-138894-9 
1,250 円〔本体〕+税 

*9784061388949*

 

闇の中の男 
ポール・オースター/ 柴田 元幸 著 
新潮社 
男が目を覚ますとそこは９．１１が起きなかった２１世紀のアメリカ──オースターが、９．

１１を、小説の大きな要素として描く長編。 
朝日新聞 2014/07/27 

2014:05. / 237p 
978-4-10-521717-4 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784105217174*

 

モンフォーコンの鼠 
鹿島 茂 著 
文藝春秋 
19 世紀のパリ。バルザックは美貌の侯爵夫人から自分の古いペンネームが冠された

小説を預かる。身に覚えのない小説が暴走を始めた。 
朝日新聞 2014/07/27 

2014:05. / 525p 
978-4-16-390068-1 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784163900681*

 

動きすぎてはいけない～ジル・ドゥルーズと生成変化の哲学～ 
千葉 雅也 著 
河出書房新社 
つながりすぎ、接続過剰の世界で「切断の哲学」を思考する衝撃のドゥルーズ論――
浅田彰、東浩紀両氏絶賛、思想界の超新星デビュー！ 
朝日新聞 2014/07/27 

2013:10. / 369p 
978-4-309-24635-2 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784309246352*
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恐怖の作法～ホラー映画の技術～ 
小中 千昭 著 
河出書房新社 
ホラーやアニメの第一線で活躍してきた著者が、様々な形で人を惹きつける「怖い物

語」の作られ方と、技術を伝授する、実践的な一冊。 
朝日新聞 2014/07/27 

2014:05. / 355p 
978-4-309-27489-8 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784309274898*

 

21 歳男子、過疎の山村に住むことにしました(岩波ジュニア新書 773) 
水柿 大地 著 
岩波書店 
8300 枚の棚田の里に輝きがよみがえってきた-。都会から入り込んだ若者たちが地元

の人に学びながら、棚田の再生、米作りや炭焼きに取り組む様子を綴る。 
朝日新聞 2014/07/27 

2014:05. / 8p,211p 
978-4-00-500773-8 
780 円〔本体〕+税 

*9784005007738*

 

母～オモニ～(集英社文庫 か 48-3) 
姜 尚中 著 
集英社 
身を粉にして、母は家族のために働き続けた。在日としての苦悩、周囲の人との絆

…。かけがえのない母の記憶をたどり、切なる思いをつづった著者の自伝的小説。 
朝日新聞 2014/07/27 

2013:03. / 314p 
978-4-08-745044-6 
570 円〔本体〕+税 

*9784087450446*

 

協力と罰の生物学(岩波科学ライブラリー 226) 
大槻 久 著 
岩波書店 
生きものたちのうるわしき「協力」のカラクリと、その裏に見え隠れするちょっと怖い

「罰」の世界。ダーウィン以来、この謎に挑んできた研究者たちの軌跡を生き生きと描

く。 
朝日新聞 2014/07/27 

2014:05. / 3p,119p,3p 
978-4-00-029626-7 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784000296267*

 

こころ～夏目漱石～(NHK「100 分 de 名著」ブックス) 
姜 尚中 著 
ＮＨＫ出版 
功利的な生き方を否定し、あえて“真面目さ”の価値を説いた夏目漱石不朽の名作

「こころ」を通して、人の絆とは何かを考え、モデルなき時代をより良く生きるための

「心」の在り方を探る。 
朝日新聞 2014/07/27 

2014:05. / 157p 
978-4-14-081595-3 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784140815953*

 

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

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

実験的な小説も収録。 
朝日新聞 2014/07/27 

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

*9784087207224*



 

 26  

 

日本人として知っておきたい世界を動かす現代イスラム 
宮田 律 著 
徳間書店 
人口増加により、今後ますます巨大化するイスラム社会。しかし、日本人にはまだ

“謎”の部分も多い。イスラムの生活や文化、歳時記を徹底レポートし、「私たちが知ら

なかったイスラム」の本質に迫る。 
朝日新聞 2014/07/27 

2014:03. / 237p 
978-4-19-863739-2 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784198637392*

 

三代～句集～ 
星野 立子/ 星野 椿/ 星野 高士 著 
飯塚書店 
まゝごとの飯もおさいも土筆かな 立春や月の兎は耳立てて 秋天に流れのおそき雲

ばかり 高濱虚子の次女星野立子が創刊した日本初の女流主宰誌『玉藻』。その千

号を記念して編んだ三世代の合同句集。 
朝日新聞 2014/07/27 

2014:06. / 160p 
978-4-7522-5003-6 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784752250036*

 

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。 
朝日新聞 2014/07/27 

2014:05. / 186p 
978-4-7791-7014-0 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784779170140*

 

「学問」はこんなにおもしろい!～憲法・経済・商い・ウナギ～(星海社新書 49) 
木村 草太 著, 星海社集部 編 
星海社 
4 人の現役若手大学教官から「知」を引き出し、その社会的接点を聞く。「もっと勉強

しておけばよかった」と思う全ての社会人に贈る、 先端の「学問入門」。星海社 Web
サイト『ジセダイ』連載を書籍化。 
朝日新聞 2014/07/27 

2014:06. / 220p 
978-4-06-138552-8 
820 円〔本体〕+税 

*9784061385528*

 

ワーカーズ・ダイジェスト(集英社文庫 つ 20-1) 
津村 記久子 著 
集英社 
大阪のデザイン事務所で働く奈加子と東京の建築会社に勤める重信。一度だけ仕

事で出会った二人は、お互い 32 歳で同じ誕生日という事実を心の片隅に、仕事や

日々の暮らしに立ち向かう。(解説/益田ミリ) 
朝日新聞 2014/07/27 

2014:06. / 217p 
978-4-08-745200-6 
420 円〔本体〕+税 

*9784087452006*

 

いのちの食べかた(角川文庫 も 13-7) 
森 達也 著 
KADOKAWA 
お肉が僕らのご飯になるまでを詳細レポート。おいしいものを食べられるのは、数え

切れない「誰か」がいるから。だから僕らの生活は続いている。“知って自ら考える”こ

との大切さを伝えるノンフィクション。 
朝日新聞 2014/07/27 

2014:06. / 179p 
978-4-04-101332-8 
440 円〔本体〕+税 

*9784041013328*
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偽恋愛小説家 
森 晶麿 著 
朝日新聞出版 
「シンデレラ」「眠り姫」など、誰もが知っている恋愛物語になぞらえて、新進気鋭のイ

ケメン恋愛小説家と、駆け出し女性編集者のコンビが、殺人事件の謎を解き明かして

いく。『小説トリッパー』掲載を単行本化。 
朝日新聞 2014/07/27 

2014:06. / 291p 
978-4-02-251188-1 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784022511881*

 

ソフィーの世界～哲学者からの不思議な手紙～<上> 新装版 362p '11 
ヨースタイン・ゴルデル/ 須田 朗/ 池田 香代子 著 
ＮＨＫ出版 
ごく普通の 14 歳の女の子ソフィーのもとへ「あなたはだれ?」と書かれた手紙が舞い

込んだ。「わたしっていったいだれなんだろう?」改めて自分をみつめ直すソフィーの

周りで、奇妙なことが次々と起こり始めて…。 
朝日新聞 2014/07/27 

2011:05. / 362p 
978-4-14-081478-9 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784140814789*

 

ソフィーの世界～哲学者からの不思議な手紙～<下> 新装版 317p '11 
ヨースタイン・ゴルデル/ 須田 朗/ 池田 香代子 著 
ＮＨＫ出版 
不思議な哲学講座を受けることになったソフィーは、15 歳の誕生日の前日に自分の

存在の秘密に気づく。存在するとはどういうことか? ソフィーの世界はどこにあるのか? 
そして謎の少女ヒルデはいったいどこに? 
朝日新聞 2014/07/27 

2011:05. / 317p 
978-4-14-081479-6 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784140814796*

 

宇井純セレクション<1> 原点としての水俣病 
宇井 純 著, 宇井 純/ 友澤 悠季 編 
新泉社 
公害とのたたかいに生きた環境学者・宇井純の珠玉の文章を選りすぐり、その足跡と

思想の全体像を集成。1 は、水俣病問題を、歴史的経緯、社会の構造、地域の生

活、科学技術など多角的な視点から論じた 35 編を収録。 
朝日新聞 2014/07/27 

2014:07. / 408p 
978-4-7877-1401-5 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784787714015*

 

過去は死なない～メディア・記憶・歴史～(岩波現代文庫) 
テッサ・モーリス�スズキ/ 田代 泰子 著 
岩波書店 
長き論争を超えて、歴史への新たな対話はいかにして可能になるか。本書は、過去

のイメージを再生産する小説・写真・映画・インターネットなど多様なメディアが提示す

る歴史像を解読し、「歴史への真摯さ」を読者に促す。 
朝日新聞 2014/07/27 

2014:06. / 7p,341p,27p
978-4-00-600312-8 
1,360 円〔本体〕+税 

*9784006003128*

 

生と死についてわたしが思うこと(朝日文庫 か 48-2) 
姜 尚中 著 
朝日新聞出版 
あの大震災、そしてフクシマの黙示録の後で、わたしたちはどこに向かうのか。グロー

バリズムの時代を、喜びも悲しみも抱きしめて生きる術は。いま、個人と国家の「生き

直し」を問う。『アエラ』連載「愛の作法」を文庫化。 
朝日新聞 2014/07/27 

2013:01. / 204p 
978-4-02-261728-6 
540 円〔本体〕+税 

*9784022617286*
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悩む力(集英社新書)  
姜 尚中 著 
集英社 
何のために働くのか。変わらぬ愛はあるか…。文明がもたらす人間の苦しみを１００年

前に直視した夏目漱石とマックス・ウェーバーの言葉をヒントに、 後まで「悩み」を手

放すことなく真の強さを掴み取る生き方を提唱する。 
朝日新聞 2014/07/27 

2008:05. / 190p 
978-4-08-720444-5 
680 円〔本体〕+税 

*9784087204445*

 

羊たちの沈黙<上>(新潮文庫 ハ 8-21） 
トマス・ハリス 著 
新潮社 
“バッファロウ・ビル”と呼ばれる連続女性誘拐殺人犯が跳梁し、要員不足に悩む FBI
は訓練生のクラリスに白羽の矢を立てる。彼女は捜査の助言を得るべく、精神異常犯

罪者用病院に拘禁されているレクター博士と対面するが-。 
朝日新聞 2014/07/27 

2012:02. / 333p 
978-4-10-216708-3 
590 円〔本体〕+税 

*9784102167083*

 

羊たちの沈黙<下>(新潮文庫 ハ 8-22） 
トマス・ハリス 著 
新潮社 
上院議員の娘が新たに誘拐され、犯人の特定をめぐって議員とレクターとの間で取

引が進行する。その過程でレクターが密かに計画を練る一方で、クラリスはしだいに

犯人に肉薄してゆく。内なる暗黒とも戦う彼女が迎える終幕とは。 
朝日新聞 2014/07/27 

2012:02. / 335p 
978-4-10-216709-0 
590 円〔本体〕+税 

*9784102167090*

 

性犯罪者の頭の中(幻冬舎新書 す-4-3) 
鈴木 伸元 著 
幻冬舎 
性犯罪者は、実は身なりも会話も普通で、結婚しているケースも多い。なぜ彼らは性

犯罪をし続けるのか。共通するのは日常生活での“満たされなさ”。その感情がどう変

化していくのか、彼らを性犯罪へと駆り立てる心の闇を綴る。 
朝日新聞 2014/07/27 

2014:05. / 221p 
978-4-344-98347-2 
780 円〔本体〕+税 

*9784344983472*

 

中国の大問題(PHP 新書 931) 
丹羽 宇一郎 著 
ＰＨＰ研究所 
中国を決して侮ってはいけない。しかし、過剰にひるむ必要もない-。商社マンとして

30 年、大使として 2 年半。政財界トップの性質や思惑から庶民の生活実態まで、「病

める中国」の姿をつぶさに見てきた著者の迫真のレポート。 
朝日新聞 2014/07/27 

2014:06. / 254p 
978-4-569-81926-6 
800 円〔本体〕+税 

*9784569819266*

 

リッツォス詩選集 
ヤニス・リッツォス/ 中井 久夫 著 
作品社 
ヤニス・リッツォスとともに、われわれはギリシャの庶民生活のただ中に降り立つ-。軍

事独裁政権下、離島に流刑されながらも詩を紡ぎつづけた抵抗詩人リッツォスの詩

選集。詩の翻訳過程を踏まえた谷内修三の解説も併録。 
朝日新聞 2014/07/27 

2014:07. / 253p 
978-4-86182-481-4 
4,200 円〔本体〕+税 

*9784861824814*
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新幹線を航空機に変えた男たち～超高速化 50 年の奇跡～ 
前間 孝則 著 
さくら舎 
新幹線誕生から時速３２０キロ突破までの鉄道マンと航空技術者の取り組みを、膨大

な証言を基に描く渾身のノンフィクション！ 
東京・中日新聞 2014/07/06 

2014:06. / 290p 
978-4-906732-77-7 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784906732777*

 

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。 
東京・中日新聞 2014/07/06 

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

*9784309624716*

 

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 
東京・中日新聞 2014/07/06 

2014:04. / 469p 
978-4-906738-07-6 
3,500 円〔本体〕+税 

*9784906738076*

 

中原中也の鎌倉 
福島 泰樹 著 
冬花社 
人はいかに生き、何をなすべきかを問い続けてきた詩人・中原中也。小林秀雄との魂

の和解、「在りし日の歌」の編集等、鎌倉は彼がその生涯に到着した総括の地でもあ

る。中原にとって「鎌倉」はいかなる地であったかを考察する。 
東京・中日新聞 2014/07/06 

2014:06. / 245p 
978-4-925236-96-6 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784925236966*

 

昭和の演藝二〇講 
矢野 誠一 著 
岩波書店 
懐かしき昭和の時代、愛された演藝の魅力とは 
東京・中日新聞 2014/07/06、朝日新聞 2014/07/06 

2014:05. / 11p,202p 
978-4-00-025979-8 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784000259798*

 

昭和ノスタルジアとは何か～記憶とラディカル・デモクラシーのメディア学～ 
日高 勝之 著 
世界思想社 
なぜ私たちは《昭和》に囚われるのか？ 
東京・中日新聞 2014/07/13 

2014:05. / 534p 
978-4-7907-1626-6 
3,700 円〔本体〕+税 

*9784790716266*

 

生まれた時からアルデンテ 
平野 紗季子 著 
平凡社 
町の食堂から三ツ星レストランまで、幅広く食べつづける平野紗季子ファン待望初エ

ッセイ集。 
東京・中日新聞 2014/07/13 

2014:04. / 191p 
978-4-582-83660-8 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784582836608*
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金持ちは税率 70%でもいい vs みんな 10%課税がいい～1 時間でわかる格差社会

の増税論～ 
ポール・クルーグマン/ ジョージ・パパンドレウ/ ニュート・ギングリッチ/ アーサー・ラッ

ファー/ 町田 敦夫 著 
東洋経済新報社 
財政赤字、貧困対策、高齢社会、失業対策。この膨大なコストを誰がどう負担するの

か？ 成熟国家の重要課題を４大知性が大激論。 
東京・中日新聞 2014/07/13 

2014:05. / 174p 
978-4-492-61062-6 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784492610626*

 

昭和育ちのおいしい記憶 
阿古 真理 著 
筑摩書房 
縁側で食べたすいか、西宮商店街の回転焼き、北京のおかゆ、丹波篠山の牡丹鍋

…。1968 年生まれの著者がこれまで食べてきたものを語る、極私的な食い意地エッ

セイ。ここ 40 年間の食の変化も明らかにする一冊。 
東京・中日新聞 2014/07/13 

2014:06. / 222p 
978-4-480-87874-8 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784480878748*

 

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。 
東京・中日新聞 2014/07/13 

2014:05. / 383p 
978-4-10-506691-8 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784105066918*

 

瀬戸内海モダニズム周遊 
橋爪 紳也 著 
芸術新聞社 
絵葉書や案内書、広告などを読み取ることで、明治時代から昭和戦前までの時期

に、瀬戸内海沿海地域での観光事業や都市開発がいかに進展したのか、その結

果、瀬戸内海というイメージがいかに創出されたのかをあきらかにする。 
東京・中日新聞 2014/07/13 

2014:05. / 399p 
978-4-87586-394-6 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784875863946*

 

晴れ姿!旅役者街道 
橋本 正樹 著 
現代書館 
見海堂駿、紀伊国屋章太郎、二代目・南條隆…。功成り名を上げて大衆演劇に一時

代を築いた 19 人の名役者たちの芸と人となりを活写する、旅芝居ルポルタージュ。

「あっぱれ!旅役者列伝」続編。 
東京・中日新聞 2014/07/27 

2014:04. / 262p 
978-4-7684-7657-4 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784768476574*

 

八月の六日間 
北村 薫 著 
KADOKAWA 
40 歳目前、文芸誌の副編集長をしているわたし。仕事に恋愛、人生ちょっぴり不調

気味な 近だ。だが初心者ながら登り始めた山々で巡り合った四季の美しさと様々な

出逢いに、わたしの心は少しずつ開かれてゆき……。 
東京・中日新聞 2014/07/27 

2014:05. / 270p 
978-4-04-101554-4 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784041015544*
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街場の共同体論 
内田 樹 著 
潮出版社 
「父親の没落と母親の呪縛」に凍りつく家族、いじめとモンスターが跳梁跋扈する学

校、一億総こども化する日本社会…。現代日本の難題を、人気の論客が歯に衣着せ

ずに論じる超楽観的日本絶望論。『潮』掲載に加筆し書籍化。 
東京・中日新聞 2014/07/27 

2014:06. / 267p 
978-4-267-01980-7 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784267019807*

 

暴力的風景論(新潮選書) 
武田 徹 著 
新潮社 
米軍基地、連合赤軍、オウム、宮崎勤、酒鬼薔薇……戦後日本を震撼させた事件の

現場を訪ね、その風景に隠された暴力の正体に迫る。 
東京中日新聞 2014/07/20 

2014:05. / 223p 
978-4-10-603749-8 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784106037498*

 

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。 
東京中日新聞 2014/07/20 

2014:06. / 165p 
978-4-16-390079-7 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784163900797*

 

「あぶさん」になった男～酒豪の強打者・永渕洋三伝～ 
澤宮 優 著 
KADOKAWA 
「あぶさん」にはモデルがいた！ 投げて、打って、走って、飲む。プロ野球がもっとも

豪快で魅力的だった時代を駆け抜けた男・永淵洋三の型破りな伝説を追う、本格ス

ポーツノンフィクション。 
東京中日新聞 2014/07/20 

2014:06. / 237p 
978-4-04-101483-7 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784041014837*

 

現代アート経済学(光文社新書 701) 
宮津 大輔 著 
光文社 
アートフェアやオークションに代表される経済活動や、大規模国際展を始めとする地

域の文化振興策といった様々な事象を通して、アートの存在意義や社会に対する影

響力を、経済的、政治的な視点で紐解く。 
東京中日新聞 2014/07/20 

2014:06. / 245p 
978-4-334-03805-2 
800 円〔本体〕+税 

*9784334038052*

 

写真講義 
ルイジ・ギッリ/ ジュリオ・ビッザーリ/ パオロ・バルバロ/ 萱野 有美 著 
みすず書房 
捨てられない絵葉書のような、密やかなイメージを撮りつづけた写真家ギッリ。自らの

撮影技術を丁寧に示しながら、写真の魅力を熱く静かに語りかける。イタリア写真界

の無名の巨匠がのこした 後の授業。カラー作品も多数収録。 
東京中日新聞 2014/07/20 

2014:06. / 243p,9p 
978-4-622-07836-4 
5,500 円〔本体〕+税 

*9784622078364*
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新釈漢文大系<１> 改訂 論語  
明治書院 
論語は孔子とその門人の言行録で、儒教の根本聖典として古来重んじられた。本書

はその東洋思想の原典に現代的解釈を加えたもの。 
読売新聞 2014/07/06 

1984:01. / 464p 
978-4-625-57001-8 
8,400 円〔本体〕+税 

*9784625570018*

 

日本の都市から学ぶこと～西洋から見た日本の都市デザイン～ 
バリー・シェルトン/ 片木 篤 著 
鹿島出版会 
複雑といわれる日本の都市構造の分析 
読売新聞 2014/07/06 

2014:04. / 16p,167p 
978-4-306-04599-6 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784306045996*

 

学習の生態学～リスク・実験・高信頼性～  
福島 真人 著 
東京大学出版会 
安全文化の実現＝高信頼性組織の構築はいかに可能か？ 「日常的実験」という新

たな視角から〈学習〉を再考する。 
読売新聞 2014/07/06 

2010:08. / 330,27p 
978-4-13-011127-0 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784130111270*

 

まっすぐ進め(河出文庫 い 34-1) 
石持 浅海 著 
河出書房新社 
恋人が抱えた過去の重大な秘密…幸福そうなカップルを襲う衝撃の真実とは！？斯

界のトリックスターによる異色の恋愛ミステリー。 
読売新聞 2014/07/06 

2014:05. / 269p 
978-4-309-41290-0 
630 円〔本体〕+税 

*9784309412900*

 

フードトラップ～食品に仕掛けられた至福の罠～ 
マイケル・モス/ 本間 徳子 著 
日経ＢＰ社 
健康への影響を度外視して消費者を“引っかける”商品を作り続ける大手食品企業の

実態と内幕をピュリッツァー賞受賞記者が暴く。 
読売新聞 2014/07/06 

2014:06. / 523p 
978-4-8222-5009-6 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784822250096*

 

幽霊さん 
司 修 著 
ぷねうま舎 
「死んでぇ、なんねぇ」と幽霊さんがいう。夢でも幻でもない、あの世からのメッセージ。

大洪水から生まれた、戦後と破局の物語。 
読売新聞 2014/07/06 

2014:05. / 208p 
978-4-906791-30-9 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784906791309*

 

ビビリ 
HIRO 著 
幻冬舎 
ビビリだからこそ、細心の配慮で誰よりも大胆に生きる! 経営者としても注目される、

EXILE のリーダー兼プロデューサー・HIRO が、リアルな人生哲学を綴る。 
読売新聞 2014/07/06 

2014:06. / 363p 
978-4-344-02590-5 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784344025905*
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無罪請負人～刑事弁護とは何か？～(角川 one テーマ 21 D-18) 
弘中 惇一郎 著 
KADOKAWA 
多くの著名事件を手がけ「無罪請負人」の異名を取る辣腕弁護士が、日本の刑事司

法の問題や特捜検察の腐敗ぶり、世論を真実から遠ざけるメディアの問題点などを

提起する。 
読売新聞 2014/07/06 

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

*9784041107645*

 

空の気～自然と音とデザインと～ 
近藤 等則/ 佐藤 卓 著 
みすず書房 
世界的トランペッター近藤等則と 先端のデザイナー佐藤卓の対談。聴覚と視覚の

感性領域を行き交い、制作のエッセンスがとびだす、インスピレーションと励ましに満

ちた本。 
読売新聞 2014/07/06 

2014:05. / 156p 
978-4-622-07808-1 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784622078081*

 

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。 
読売新聞 2014/07/06 

2014:06. / 253p 
978-4-14-088436-2 
780 円〔本体〕+税 

*9784140884362*

 

アンドレ・ジッド集成<3> 
アンドレ・ジッド/ 二宮 正之 著 
筑摩書房 
動機も原因も目的も持たない完全に自由な人間の「無償の行為」を描いた問題作

『法王庁の地下牢』、フランス古典劇の緊密な構成による悲劇『田園交響曲』ほか、絶

頂期の傑作群を収録。 
読売新聞 2014/07/06 

2014:05. / 531p 
978-4-480-79103-0 
7,500 円〔本体〕+税 

*9784480791030*

 

ジャッキー・デリダの墓 
鵜飼 哲 著 
みすず書房 
デリダ没後 10 年。胸を打つ追悼文に始まり、「盲者の記憶」「名を救う」「マルクスの亡

霊たち」など後期デリダの著作を論じ、今も生きる師の思想を緩みない日本語で綴っ

た、初出を含む論集。 
読売新聞 2014/07/06 

2014:04. / 300p 
978-4-622-07829-6 
3,700 円〔本体〕+税 

*9784622078296*

 

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

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

322 点！画家・研究者 209 人の略伝付き!! 
読売新聞 2014/07/06 

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

*9784887218178*
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私の文学的回想記(中公文庫 う 3-16) 
宇野 千代 著 
中央公論新社 
大正、昭和初期の流行作家である芥川龍之介らが集まるレストランで働いた宇野千

代は、後に自らも筆を執り、女流作家の地位を確かなものにしていく…。愛情や友情

に彩られた鮮やかな半生を綴る貴重な文壇史随筆集。 
読売新聞 2014/07/06 

2014:06. / 202p 
978-4-12-205972-6 
900 円〔本体〕+税 

*9784122059726*

 

ツカむ！話術(角川 one テーマ 21 D-19) 
パトリック・ハーラン 著 
KADOKAWA 
ハーバード大卒芸人のパックンが、米国大統領のスピーチや芸人の笑いのテクニッ

クを解説しながら、日本人にも外国人にも通じる相手のハートをつかんで離さないト

ーク術を披露！ 池上彰氏との「伝え方」対談も収録！ 
読売新聞 2014/07/06 

2014:04. / 255p 
978-4-04-110706-5 
800 円〔本体〕+税 

*9784041107065*

 

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。 
読売新聞 2014/07/06 

2014:05. / 358p 
978-4-12-004612-4 
2,700 円〔本体〕+税 

*9784120046124*

 

シシュフォスの神話～ワーグナー試論～(五柳叢書 100) 
三宅 幸夫 著 
五柳書院 
ワーグナーの楽劇は、どうして人の心をつかむのか。ひとつひとつの音譜を手がかり

に、ワーグナーの包摂する力とがっぷり組んで、精緻に読み解く。ロマン的オペラ三

部作、「ニーベルングの指環」四部作等を取り上げる。 
読売新聞 2014/07/06 

2014:05. / 286p 
978-4-901646-25-3 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784901646253*

 

震災ビッグデータ～可視化された<3・11 の真実><復興の鍵><次世代防災>～ 
NHK スペシャル「震災ビッグデータ」制作班 編 
ＮＨＫ出版 
産学官民の英知が明らかにした真実と教訓、そして光。東日本大震災と、この震災を

めぐる事象に沿って集積・分析されたビッグデータを使い、発災後の避難行動や復

興の実態、都市パニックの課題に迫る。NHK の番組を書籍化。 
読売新聞 2014/07/06 

2014:05. / 113p 
978-4-14-081640-0 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784140816400*

 

「超常現象」を本気で科学する(新潮新書 571) 
石川 幹人 著 
新潮社 
幽霊、テレパシー、透視、念力…。不可思議な現象を科学的に研究してきた明治大

学教授が、「何がどこまで解明できたのか」「何が未だに謎なのか」を紹介。異端の科

学の 先端を案内しながら、「科学とは何か」の本質に迫る。 
読売新聞 2014/07/06、朝日新聞 2014/07/27 

2014:05. / 206p 
978-4-10-610571-5 
700 円〔本体〕+税 

*9784106105715*
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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。 
読売新聞 2014/07/06、日本経済新聞 2014/07/20 

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

*9784000291316*

 

俳句の動物たち 
船団の会 編 
人文書院 
あたらしい読む歳時記、動物篇 
読売新聞 2014/07/13 

2014:05. / 296p 
978-4-409-15024-5 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784409150245*

 

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。 
読売新聞 2014/07/13 

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

*9784101257914*

 

大正天皇漢詩集 
大正天皇/ 石川 忠久 著 
大修館書店 
歴代随一の漢詩人・大正天皇が遺された漢詩のうち約 270 首を取り上げ、漢詩研究

の第一人者である著者が訳や解説などを付した。 
読売新聞 2014/07/13 

2014:06. / 13p,304p 
978-4-469-23272-1 
3,500 円〔本体〕+税 

*9784469232721*

 

精神論ぬきの保守主義(新潮選書) 
仲正 昌樹 著 
新潮社 
西欧の保守思想から制度的エッセンスを取り出し、民主主義の暴走を防ぐ仕組みを

洞察する。“真正保守”論争とは一線を画す入門書。 
読売新聞 2014/07/13 

2014:05. / 239p 
978-4-10-603748-1 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784106037481*

 

植物はそこまで知っている～感覚に満ちた世界に生きる植物たち～ 
ダニエル・チャモヴィッツ/ 矢野 真千子 著 
河出書房新社 
植物は世界をどう感じているのか。視覚、嗅覚、触覚、聴覚、位置感覚、記憶。 新

の科学的発見で解き明かされる植物の内的な世界！ 
読売新聞 2014/07/13 

2013:04. / 187p 
978-4-309-25280-3 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784309252803*

 

シモネッタのアマルコルド～イタリア語通訳狂想曲～(文春文庫 た 56-6) 
田丸 公美子 著 
文藝春秋 
通訳人生 40 年を振り返り「日本」「イタリア」そして「人を結ぶ言葉の粋」について考察

するちょっと過激でユーモラスなエッセイ集。 
読売新聞 2014/07/13 

2014:07. / 219p 
978-4-16-790151-6 
580 円〔本体〕+税 

*9784167901516*
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縄文社会と弥生社会(日本歴史私の最新講義 10) 
設楽 博己 著 
敬文舎 
縄文文化と縄文社会とはなにか、それが弥生時代に移り変わるときに、なにがどのよ

うに変化していくのか。近年のデータ解析と発掘成果から、新たな縄文社会像・弥生

社会像を提示する。 
読売新聞 2014/07/13 

2014:05. / 319p 
978-4-906822-10-2 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784906822102*

 

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。 
読売新聞 2014/07/13 

2014:05. / 193p 
978-4-334-97789-4 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784334977894*

 

なぜいくら腹筋をしても腹が凹まないのか(幻冬舎新書 な-18-1) 
中野 ジェームズ修一 著 
幻冬舎 
腹筋や体幹よりも、大腿筋や大臀筋など下半身の大きな筋肉を鍛えた方が基礎代謝

が上がり、結果的にお腹は凹む。ダイエットの常識を覆し、 も効率良く内臓脂肪と

皮下脂肪を落とすメソッドを紹介する。 
読売新聞 2014/07/13 

2014:05. / 237p 
978-4-344-98349-6 
800 円〔本体〕+税 

*9784344983496*

 

奇界遺産<2> 
佐藤 健寿 著 
エクスナレッジ 
マッド・ジュラシックパーク、謎の宇宙宿場町、変態住居、仏教要塞…。世界各地に

存在する、常識では思い付かないような建築物や構造物の数々をオールカラーで紹

介する。奇形標本、ミイラなどの写真あり。 
読売新聞 2014/07/13 

2014:02. / 203p 
978-4-7678-1705-7 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784767817057*

 

おはようパーソナリティ道上洋三のないしょ話(朝日文庫 ど 11-1) 
道上 洋三 著 
朝日新聞出版 
阪神淡路大震災の時に歌った涙の「六甲おろし」、早世したアメフトの学生を偲んで

交わしたお便り…。37 年間ラジオパーソナリティを続ける著者にリスナーから寄せら

れた、25 篇の笑いと涙のエピソードを収録する。 
読売新聞 2014/07/13 

2014:05. / 239p 
978-4-02-261792-7 
640 円〔本体〕+税 

*9784022617927*

 

キャロライン・ケネディが選ぶ「心に咲く名詩 115」 
柳瀬 尚紀 著, キャロライン・ケネディ 編 
早川書房 
母ジャクリーンの教えにより、幼い頃から詩に親しんできたキャロライン・ケネディが選

んだ詩集。シェイクスピアやチョーサーの古典から、ジョン・アップダイクの現代詩ま

で、珠玉の名作を美しい日本語訳で収録する。 
読売新聞 2014/07/13 

2014:06. / 191p 
978-4-15-209465-0 
3,900 円〔本体〕+税 

*9784152094650*
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絵の教室～カラー版～(中公新書)  
安野 光雅 著 
中央公論新社 
クールベやゴッホなどのたくらみや情熱の跡を辿り、美の宇宙の源泉へ旅をする。創

造の歴史には「絵の真実」が現れてくる！ ２００４年１０月?１１月のＮＨＫ人間講座

「絵とイマジネーション」の内容を基本に書籍化。 
読売新聞 2014/07/13 

2005:12. / 210p 
978-4-12-101827-4 
980 円〔本体〕+税 

*9784121018274*

 

無業社会～働くことができない若者たちの未来～(朝日新書 465) 
工藤 啓/ 西田 亮介 著 
朝日新聞出版 
15?39 歳で学校に通わず、仕事もしていない「若年無業者」。メディアやネットで「怠

惰な若者たち」として叩かれる彼らの実態と未来、対策を、2000 人以上のデータに基

づき、気鋭の NPO 経営者と社会学者が解く。 
読売新聞 2014/07/13 

2014:06. / 214p 
978-4-02-273565-2 
760 円〔本体〕+税 

*9784022735652*

 

戌亥の追風 
山本 一力 著 
集英社 
木更津の問屋の娘・おきょうは江戸への途上、船番所に留め置かれてしまう。悪人ど

もが動く中、江戸の問屋の手代・仙之助たちは彼女を救い出そうとするが…。読後感

爽やかな長編時代小説。『小説すばる』掲載を加筆・修正。 
読売新聞 2014/07/13 

2014:06. / 394p 
978-4-08-771562-0 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784087715620*

 

生きもの異変～温暖化の足音～  
「生きもの異変」取材班 著 
産経新聞出版 
日本の生態系が危ない! 北進する蚊の北限、増えるオニヒトデやナルトビエイ、早ま

るサクラの開花、遅れる紅葉、そして日本から消えゆく生物たち…。確実に進行する

生きものたちの異変を追う。『産経新聞』連載を書籍化。 
読売新聞 2014/07/13 

2010:12. / 346p 
978-4-594-06333-7 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784594063337*

 

約束の向こうに 
佃 祐世 著 
講談社 
突然の災難に翻弄され、心に深い傷を負った夫。体と心の病が負の連鎖を起こし、

夫の心は崩壊、そして自殺。後を追おうとしたが、私には夫との大切な「約束」があっ

た…。40 歳専業主婦の司法試験合格の裏に秘められた真実。 
読売新聞 2014/07/13 

2014:06. / 246p 
978-4-06-219003-9 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784062190039*

 

里山を食いものにしよう～原価 0 円の暮らし～ 
和田 芳治 著 
阪急コミュニケーションズ 
お金よりも大切な“本物の豊かさ”とは? 広島の山奥に暮らし、里山暮らしを真の「豊

かな暮らし」として広める活動を行っている著者が、原価 0 円生活、我が傍流人生が

くれたもの、まちづくり奮戦記、里人の信条などを綴る。 
読売新聞 2014/07/13 

2014:06. / 213p 
978-4-484-14218-0 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784484142180*
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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。 
読売新聞 2014/07/13 

2014:05. / 296p 
978-4-09-406046-1 
600 円〔本体〕+税 

*9784094060461*

 

書簡で読み解くゴッホ～逆境を生きぬく力～ 
坂口 哲啓 著 
藤原書店 
貧しく力弱き者に共感して、自分が着の身着のままになっても援助し、真の人間を描

きぬいた画家のゴッホ。弟テオ宛の書簡を丹念に読みこみ、その苦悩と愛に満ちた

内面が、力強く豊かな筆にどのように結晶しているかを読み解く。 
読売新聞 2014/07/13 

2014:06. / 286p 
978-4-89434-975-9 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784894349759*

 

フルーツひとつばなし～おいしい果実たちの「秘密」～(講談社現代新書 2222) 
田中 修 著 
講談社 
古くから、人間とともに歴史を歩んできた果物。果物たちの秘めたしくみと、人々の健

康を守るパワー、ともに歩んできた足跡に目を向け、イチゴ、バナナ、オレンジ、マン

ゴーなど、人気フルーツ 50 種類の秘密に迫る。 
読売新聞 2014/07/13 

2013:08. / 237p 
978-4-06-288222-4 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784062882224*

 

銀行は裸の王様である～金融界を震撼させた究極の危機管理～ 
アナト・アドマティ/ マルティン・ヘルビッヒ/ 土方 奈美 著 
東洋経済新報社 
銀行システムはもう安全だ、なんてまっかなウソだ。銀行界の常識を次々と論破し、欧

米で話題沸騰となった衝撃作、待望の翻訳刊行。 
読売新聞 2014/07/13、日本経済新聞 2014/07/13 

2014:05. / 
22p,321p,182p 
978-4-492-68136-7 
4,000 円〔本体〕+税 

*9784492681367*

 

ムーミン谷の彗星 新装版(講談社文庫 や１６-９） 
ヤンソン 著 
講談社 
2014 年トーベ・ヤンソン生誕 100 周年! 青い鳥文庫ムーミンシリーズが新装版で登

場!! 長い尾を光らせた彗星が、地球にやってくるというので、ムーミン谷は大さわぎ。

ムーミントロールは彗星をしらべるためスニフと天文台へ出発しますが……。国際アン

デルセン賞大賞受賞作家トーベ・ヤンソンがおくる傑作ファンタジー。 
読売新聞 2014/07/20 

2011:04. / 252p 
978-4-06-276932-7 
495 円〔本体〕+税 

*9784062769327*

 

如何なる星の下に(講談社文芸文庫 た H3) 
高見 順 著 
講談社 
読売新聞 2014/07/20 

2011:10. / 281p 
978-4-06-290136-9 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784062901369*
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ヘンリー・ジェイムズ作品集 3 鳩の翼 
ヘンリー・ジェイムズ 著 
国書刊行会 
ミリー・シールは巨万の富を相続した病身の孤児である。ミリーは自分の愛したデンシ

ャーとケイトとの仲を知り、自分の財産を手中に収めようとする 2 人の計画に大きな痛

手を受けるが……円熟期の名作。 
読売新聞 2014/07/20 

1983:10. / 656p 
978-4-336-02495-4 
6,000 円〔本体〕+税 

*9784336024954*

 

誰が差別をつくるのか～エチオピアに生きるカファとマンジョの関係誌～ 
吉田 早悠里 著 
春風社 
カファ地方における差別形成の全貌とは？ 
読売新聞 2014/07/20 

2014:03. / 371p,40p 
978-4-86110-402-2 
4,900 円〔本体〕+税 

*9784861104022*

 

青鞜小説集(講談社文芸文庫 せ C1)  
青鞜社 編 
講談社 
明治４４年、平塚らいてうの「元始、女性は実に太陽であった」の宣言で生み落とされ

た「青鞜」に掲載された小説集。 
読売新聞 2014/07/20 

2014:07. / 256p 
978-4-06-290237-3 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784062902373*

 

道元～道は無窮なり～(ミネルヴァ日本評伝選) 
船岡 誠 著 
ミネルヴァ書房 
様々な観点から評価がなされてきた日本曹洞宗の開祖・道元。本書では日本仏教史

の文脈の中で捉え直すことを目指す。 
読売新聞 2014/07/20 

2014:06. / 15p,242p,7p
978-4-623-07104-3 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784623071043*

 

きみは赤ちゃん 
川上 未映子 著 
文藝春秋 
35 歳ではじめての妊娠。作家の鋭い観察眼で、「出産」という大事業の現実と、出産

後の夫婦の問題まで率直に描いた異色エッセイ。 
読売新聞 2014/07/20 

2014:07. / 294p 
978-4-16-390070-4 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784163900704*

 

ボヴァリー夫人(河出文庫)  
フローベール/ 山田 〓 著 
河出書房新社 
田舎町の医師と結婚した女性エンマが、平凡な生活に失望し愛人をつくり破産して

死ぬまでを描く、世界文学に燦然と輝く不滅の名作。 
読売新聞 2014/07/20 

2009:07. / 597p 
978-4-309-46321-6 
1,100 円〔本体〕+税 

*9784309463216*

 

豊臣秀吉の系図学～近江、鉄、渡来人をめぐって～ 
宝賀 寿男/ 桃山堂 著 
桃山堂 
秀吉の先祖を渡来系鍛冶とする『諸系譜』（国会図書館蔵）を端緒に、豊臣一族の系

譜を徹底検証。古代製鉄との接点を明らかにする。 
読売新聞 2014/07/20 

2014:07. / 229p 
978-4-905342-01-4 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784905342014*



 

 40  

 

ミツ バルテュスによる四十枚の絵 
バルテュス/ ライナー・マリア・リルケ/ 阿部 良雄 著 
河出書房新社 
２０世紀 大の画家が１０歳の時に描いた子猫の失踪の物語。 初の作品、幻の名

著がついに復刊！ 少年バルテュスと子猫ミツの友情。 
読売新聞 2014/07/20 

2011:05. / 108p 
978-4-309-25536-1 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784309255361*

 

袴田事件を裁いた男～無罪を確信しながら死刑判決文を書いた元判事の転落と再

生の四十六年～(朝日文庫 お 70-1) 
尾形 誠規 著 
朝日新聞出版 
無罪を確信しながら死刑判決を言い渡した「袴田事件」の元主任裁判官。罪の意識

に苦しんだ彼は、職を辞し、酒に溺れ、家族を失った。彼が背負った十字架とは何だ

ったのか? 
読売新聞 2014/07/20 

2014:06. / 322p 
978-4-02-261799-6 
700 円〔本体〕+税 

*9784022617996*

 

夢の操縦法 
エルヴェ・ド・サン=ドニ侯爵/ 立木 鷹志 著 
国書刊行会 
フロイトが注目し、アンドレ・ブルトンが賞賛、澁澤龍彦が『悪魔のいる文学史』で一章

を割いた夢研究史上の 重要著作。古今の夢の歴史と自らの夢解釈を論じた、一大

奇書。 
読売新聞 2014/07/20 

2012:03. / 434p 
978-4-336-05494-4 
4,500 円〔本体〕+税 

*9784336054944*

 

坂木司リクエスト!和菓子のアンソロジー(光文社文庫 さ 24-4) 
小川 一水/ 木地 雅映子/ 北村 薫/ 近藤 史恵/ 坂木 司/ 柴田 よしき/ 日明 

恩/ 恒川 光太郎/ 畠中 恵/ 牧野 修 著 
光文社 
読書家としても知られる作家・坂木司が、読みたいテーマを読みたい作家たちに“お

願い”して実現した、和菓子モチーフの短編集。小川一水「時じくの実の宮古へ」ほ

か全 10 編を収録。 
読売新聞 2014/07/20 

2014:06. / 354p 
978-4-334-76763-1 
660 円〔本体〕+税 

*9784334767631*

 

オルセーはやまわり～さっと深読み名画 40～ 
有地 京子 著 
中央公論新社 
オルセー美術館の名画を短時間で堪能するためのガイドブック。2 時間前後で回れ

る傑作をセレクトし、それぞれの絵のポイント、画家のドラマ、名画の背景などを紹介

する。ジャケット裏にルートマップあり。 
読売新聞 2014/07/20 

2014:06. / 237p 
978-4-12-004626-1 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784120046261*

 

林業男子～いまの森、100 年先の森～ 
山崎 真由子 著 
山と渓谷社 
木を育て伐るヒト、木を加工し売るヒト、伝統の技を受け継ぐヒトなど、木の世界には魅

力あふれる人々がいっぱい! 革新する林業業界を担うヒトたちを通して、林業の「い

ま」と「これから」を紹介します。 
読売新聞 2014/07/20 

2014:05. / 284p 
978-4-635-31033-8 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784635310338*
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芋地獄(江戸マンガ 1) 
アダム・カバット 著 
小学館 
マンガの元祖ともいえる、江戸時代に生まれた大人向けの読み物「黄表紙」。その中

から「一百三升芋地獄」など全 4 作品を選び、タイトルを変更、文章を超訳し、現代の

マンガや絵本のように仕立てて収録する。 
読売新聞 2014/07/20 

2014:06. / 126p 
978-4-09-388297-2 
1,100 円〔本体〕+税 

*9784093882972*

 

理系あるある(幻冬舎新書 こ-21-1) 
小谷 太郎 著 
幻冬舎 
理系の人の「あるある」な行動や習性を蒐集し、その背後の科学的論理をやさしく解

説。ベッセル関数、ポアソン確率、ガウス分布、ダーク・マターなど科学の知識が身に

つき、謎多き理系の人々への親しみが増す一冊。 
読売新聞 2014/07/20 

2014:05. / 195p 
978-4-344-98346-5 
780 円〔本体〕+税 

*9784344983465*

 

京都大学人気講義サイエンスの発想法～化学と生物学が融合すればアイデアがど

んどん湧いてくる～ 
上杉 志成 著 
祥伝社 
生物学と化学の両方を題材にして、アイデアを出す力を養う。先人研究者の例にヒン

トを得ながら、いろいろな方向からモノを見て、自分でアイデアを考える-。京都大学

理科系 1・2 回生向きの全学共通講義をまとめる。 
読売新聞 2014/07/20 

2014:04. / 284p 
978-4-396-61491-1 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784396614911*

 

慰安婦問題(ちくま新書 1075) 
熊谷 奈緒子 著 
筑摩書房 
従軍慰安婦は、なぜいま大きな問題となっているのか。問題が複雑化した経緯をたど

り、戦後補償問題、アジア女性基金問題、女性の人権問題に対する国際的関心の高

まりについて解説。冷静な議論のための視点を提供する。 
読売新聞 2014/07/20 

2014:06. / 238p 
978-4-480-06782-1 
780 円〔本体〕+税 

*9784480067821*

 

東京の 100 横丁 
矢吹 申彦 著 
フリースタイル 
浅草すしや通り、図書室のある横丁、日本一高級な横丁…。「横丁」をこよなく愛でる

イラストレーター・矢吹申彦が、東京の横丁を手書きの地図とともに案内。『週刊金曜

日』連載を単行本化。見返しに地図イラストあり。 
読売新聞 2014/07/20 

2014:06. / 219p 
978-4-939138-68-3 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784939138683*

 

青春の詩歌 
日本近代文学館 編 
青土社 
島崎藤村、斎藤茂吉から、馬場あき子、大岡信を経て、長谷川櫂、栗木京子にいた

るまで。俳句、短歌、現代詩において、「青春」がどれほど豊穣で繊細な世界をひら

いてきたかを作者自身の瑞々しい筆跡をとおして鑑賞する。 
読売新聞 2014/07/20 

2014:05. / 199p 
978-4-7917-6792-2 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784791767922*
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日清戦争～近代日本初の対外戦争の実像～(中公新書 2270) 
大谷 正 著 
中央公論新社 
朝鮮の「支配」をめぐり開戦に至った日清戦争。開戦の経緯など通説に変更を迫りな

がら、平壌や旅順の戦いなど、各戦闘を詳述。兵士とほぼ同数の軍夫を動員、虐殺

が散見され、前近代戦の様相を見せたこの戦争の全貌を描く。 
読売新聞 2014/07/20 

2014:06. / 6p,270p 
978-4-12-102270-7 
860 円〔本体〕+税 

*9784121022707*

 

デザイン思考が世界を変える～イノベーションを導く新しい考え方～(ハヤカワ文庫 
NF 407) 
ティム・ブラウン/ 千葉 敏生 著 
早川書房 
人々のニーズを探り出し、飛躍的な発想で問題を解決するためには「デザイン思考」

が必要。世界的デザイン・ファーム IDEO の CEO が、現代におけるデザインとイノベ

ーションの必要性を語り、組織を蘇らせる方法を明かす。 
読売新聞 2014/07/20 

2014:05. / 314p 
978-4-15-050407-6 
700 円〔本体〕+税 

*9784150504076*

 

或る女 改版(新潮文庫 あ-2-5) 
有島 武郎 著 
新潮社 
美貌で才気溢れる早月葉子は、詩人・木部と恋愛結婚するが、2 カ月で離婚。その

後、婚約者・木村の待つアメリカへと渡る船中で、事務長・倉地のたくましい魅力の虜

となり…。愛に生きたその結末とは? リアリズム文学の傑作。 
読売新聞 2014/07/20 

2013:08. / 740p 
978-4-10-104205-3 
890 円〔本体〕+税 

*9784101042053*

 

セブン 
乾 くるみ 著 
角川春樹事務所 
私立曙女子高等学院の 7 人の生徒たちの、生き残りをかけた頭脳戦が始まる! 一見

シンプルなトランプの数当てゲームが、裏の裏を読む心理バトルへと変貌する「ラッキ

ーセブン」ほか、ロジカルな企みに満ちた 7 つの短篇を収録。 
読売新聞 2014/07/20 

2014:06. / 283p 
978-4-7584-1238-4 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784758412384*

 

ローマ帝国の崩壊～文明が終わるということ～ 
ブライアン・ウォード=パーキンズ/ 南雲 泰輔 著 
白水社 
ゲルマン民族が侵入したとき、ローマ社会に何が起きたのか。史学・考古学双方の研

究を駆使して描く、激動の時代の実態。 
読売新聞 2014/07/20、日本経済新聞 2014/07/27 

2014:06. / 286p,49p 
978-4-560-08354-3 
3,300 円〔本体〕+税 

*9784560083543*

 

ＯＵＴ<上>(講談社文庫)  
桐野 夏生 著 
講談社 
読売新聞 2014/07/27 

2002:06. / 446p 
978-4-06-273447-9 
667 円〔本体〕+税 

*9784062734479*
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ＯＵＴ<下>(講談社文庫)  
桐野 夏生 著 
講談社 
読売新聞 2014/07/27 

2002:06. / 340p 
978-4-06-273448-6 
619 円〔本体〕+税 

*9784062734486*

 

東京島(新潮文庫)  
桐野 夏生 著 
新潮社 
清子は、暴風雨により、孤島に流れついた。夫との酔狂な世界一周クルーズの 中

のこと。その後、日本の若者、謎めいた中国人が漂着する。31 人、その全てが男だ。

救出の見込みは依然なく、夫・隆も喪った。だが、たったひとりの女には違いない。求

められ争われ、清子は女王の悦びに震える。谷崎潤一郎賞受賞作。 
読売新聞 2014/07/27 

2010:04. / 372p 
978-4-10-130636-0 
590 円〔本体〕+税 

*9784101306360*

 

グロテスク<上>(文春文庫)  
桐野 夏生 著 
文芸春秋 
美貌の妹ユリコと名門女子高の同級生和恵?? 下層の娼婦として孤独でセンセーシ

ョナルな死を迎えた二人を取巻く黒い魂のドラマ。 
読売新聞 2014/07/27 

2006:09. / 397p 
978-4-16-760209-3 
619 円〔本体〕+税 

*9784167602093*

 

グロテスク<下>(文春文庫)  
桐野 夏生 著 
文芸春秋 
美貌の妹ユリコと名門女子高の同級生和恵?? 下層の娼婦として孤独でセンセーシ

ョナルな死を迎えた二人を取巻く黒い魂のドラマ。 
読売新聞 2014/07/27 

2006:09. / 453p 
978-4-16-760210-9 
648 円〔本体〕+税 

*9784167602109*

 

メタボラ(文春文庫 き 19-14) 
桐野 夏生 著 
文藝春秋 
記憶喪失の僕と島を捨てたアキンツの、行くあてのない逃避行。社会から疎外された

若者たちを通じて現代の貧困を暴き出した問題作。 
読売新聞 2014/07/27 

2011:08. / 684p 
978-4-16-760214-7 
924 円〔本体〕+税 

*9784167602147*

 

クジラとともに生きる～アラスカ先住民の現在～(フィールドワーク選書 3) 
岸上 伸啓 著, 印東 道子/ 白川 千尋/ 関 雄二 編 
臨川書店 
激動の現代に立ち向かい、したたかに生きる 
読売新聞 2014/07/27 

2014:05. / 196p 
978-4-653-04233-4 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784653042334*

 

愛と暴力の戦後とその後(講談社現代新書 2246) 
赤坂 真理 著 
講談社 
『東京プリズン』で大きな話題を呼んだ作家が自らの実体験と戦後日本史を接続させ

て語る、まったく新しい日本論。 
読売新聞 2014/07/27 

2014:05. / 301p 
978-4-06-288246-0 
840 円〔本体〕+税 

*9784062882460*
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二都物語(新潮文庫 テ-3-3) 
チャールズ・ディケンズ 著 
新潮社 
フランス革命下のパリとロンドン。燃え上がる激動の炎の中で、二つの都に繰り広げら

れる愛と死のロマン。新訳で贈る永遠の名作。 
読売新聞 2014/07/27 

2014:06. / 666p 
978-4-10-203014-1 
890 円〔本体〕+税 

*9784102030141*

 

骨董・怪談～個人完訳小泉八雲コレクション～ 
小泉 八雲/ 平川 祐弘 著 
河出書房新社 
小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）の二大作品集『怪談』『骨董』を、ハーン研究の第一

人者が個人完訳。ハーン没後 110 年記念出版。 
読売新聞 2014/07/27 

2014:06. / 397p 
978-4-309-02299-4 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784309022994*

 

だから荒野 
桐野 夏生 著 
毎日新聞社 
46 歳の誕生日。身勝手な夫や息子たちと決別し、主婦・朋美は 1200 キロの旅路へ-
。「家族」という荒野を生きる孤独と希望を描く。『毎日新聞』連載を大幅に加筆・修正

して単行本化。 
読売新聞 2014/07/27 

2013:10. / 417p 
978-4-620-10797-4 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784620107974*

 

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。 
読売新聞 2014/07/27 

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

*9784121504975*

 

優しいおとな(中公文庫 き 41-1) 
桐野 夏生 著 
中央公論新社 
福祉システムが破綻した日本。スラム化したかつての繁華街“シブヤ”でしたたかに生

き抜くホームレスの少年・イオンは、家族をもたず、信じることを知らない。イオンの孤

独な魂はどこへ行くのか…。 
読売新聞 2014/07/27 

2013:08. / 371p 
978-4-12-205827-9 
648 円〔本体〕+税 

*9784122058279*

 

ハピネス 
桐野 夏生 著 
光文社 
埋め立て地にそびえ立つ、憧れのタワーマンションに暮らす若い母親。彼女は、おし

ゃれなママたちのグループに入るが、隠していることがいくつもあった…。『VERY』連

載に加筆修正して単行本化。 
読売新聞 2014/07/27 

2013:02. / 376p 
978-4-334-92869-8 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784334928698*
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結婚 
橋本 治 著 
集英社 
28 歳の倫子は結婚を意識し始めていた。卵子老化の話題も気になっている。兄が結

婚し、会社の同僚の花蓮が結婚するなか、結婚に結びつかない関係しかなかった倫

子はついに具体的に動くことを決意する。 
読売新聞 2014/07/27 

2014:07. / 261p 
978-4-08-771566-8 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784087715668*

 

女のきっぷ～逆境をしなやかに～ 
森 まゆみ 著 
岩波書店 
明治から平成まで、信念をもって時代を生き抜いた「きっぷ」のいい女たち。17 人の

ひたむきな人生や心のあり方から、いまを生きるうえで大切なものは何かを探る。

NHK ラジオテキストなどをもとに単行本化。 
読売新聞 2014/07/27 

2014:05. / 5p,197p 
978-4-00-025978-1 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784000259781*

 

事故調 
伊兼 源太郎 著 
KADOKAWA 
市内の人工海岸で陥没事故が発生し、少年が意識不明の重体に。刑事から市役所

職員への転身を遂げた黒木は、市長からある特命に任命される――。組織か、正義

か。事件の真相調査の過程で揺れ動く男の再生を描く。 
読売新聞 2014/07/27 

2014:05. / 372p 
978-4-04-101832-3 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784041018323*

 

父親というポジション 
北澤 豪 著 
中央公論新社 
サッカーの元日本代表・北澤豪が、ピッチで戦ってきた経験や、引退後に始めたサッ

カースクールの指導者として感じてきたことなどを通して、子どもにとって必要な生き

抜く力と、それを支える父親のありようを考える。 
読売新聞 2014/07/27 

2014:07. / 187p 
978-4-12-004629-2 
1,350 円〔本体〕+税 

*9784120046292*

 

イスラム 中国への抵抗論理(イースト新書 031) 
宮田 律 著 
イーストプレス 
暴動とテロが相次ぐ中国の新疆ウイグル自治区は、漢民族による強制移住と植民地

化などにより、分離志向を強める地域である。現代イスラム政治研究の第一人者が、

現地取材により知られざる少数民族弾圧の実態に迫る。 
読売新聞 2014/07/27 

2014:06. / 243p 
978-4-7816-5031-9 
861 円〔本体〕+税 

*9784781650319*

 

雪、おんおん 
八木 忠栄 著 
思潮社 
夜半 田の面をのぞきこむ 水は満々 眠ろうとしてもねむれない 水面に父さんの顔

がぼんやり浮かんできます(「月夜の田んぼ」より) 2003 年 6 月?2011 年 8 月に発表し

た詩のなかから選び、発表順に配列。 
読売新聞 2014/07/27 

2014:06. / 133p 
978-4-7837-3410-9 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784783734109*
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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。 
読売新聞 2014/07/27 

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

*9784120046155*

 

ア・ノート・オブ・フェイス 
中尾 太一 著 
思潮社 
あらためて一人であることの矜持が「君」や「あなた」を呼んだとして 僕がここにいる意

味など、誰も問わないで(「bellflower」より) 今ここに、場違いな出発を告げる。

「daizy」など 4 章から成る新詩集。 
読売新聞 2014/07/27 

2014:07. / 138p 
978-4-7837-3411-6 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784783734116*

 

自立生活運動史～社会変革の戦略と戦術～ 
中西 正司 著 
現代書館 
どうやって社会に障害当事者のニーズの存在を伝え、それを国の制度にまで持ち上

げていったのか。自立生活運動の歴史とその戦略、日本の自立生活センター第 1 号

であるヒューマンケア協会の設立経緯と具体的運営方法などを記す。 
読売新聞 2014/07/27 

2014:06. / 258p 
978-4-7684-3527-4 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784768435274*

 

西村玲子のていねいだけど軽やかな暮らし 
西村 玲子 著 
いきいき出版局 
これからの人生、質を高めて、心をこめて、軽やかに生きたい-。いつまでも第一線の

イラストレーター西村玲子が、日々の暮らしの中に心躍ることを見つけて描く。『いき

いき』連載を単行本化。 
読売新聞 2014/07/27 

2014:07. / 139p 
978-4-906912-12-4 
1,389 円〔本体〕+税 

*9784906912124*

 

立原道造詩集(岩波文庫 緑 121-1) 
立原道造/ 杉浦明平 著 
岩波書店 
立原道造（一九一四―三九）は，口語という困難きわまる素材を使い，ソネットの形と

新しい語法とによって抒情詩を構成した．孤影の色濃い詩の中に青年の情感をみず

みずしく盛り込み，半世紀を経た今なお人の心を打つ． 
読売新聞 2014/07/27 

1988:03. / 453p 
978-4-00-311211-3 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784003112113*

 

ニッポン周遊記～町の見つけ方・歩き方・つくり方～ 
池内 紀 著 
青土社 
開拓者精神、大利根のほとり、秘境の発見、海賊志願…。ドイツ文学者・エッセイスト

の著者が、独特の観察眼と楽しみ方で、日本文化の重層性を再確認する旅へと誘う

紀行エッセイ。『観光文化』掲載から 30 篇を収録。 
読売新聞 2014/07/27 

2014:07. / 325p 
978-4-7917-6777-9 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784791767779*
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死者を弔うということ～世界の各地に葬送のかたちを訪ねる～ 
サラ・マレー/ 椰野 みさと 著 
草思社 
人はどのように「人の死」を扱ってきたのか。世界各地を訪ね、その多様な姿を見つ

める傑作ノンフィクション！ 
読売新聞 2014/07/27、日本経済新聞 2014/07/27 

2014:06. / 350p 
978-4-7942-2059-2 
2,700 円〔本体〕+税 

*9784794220592*

 

おくのほそ道～付 曾良旅日記 奥細道菅菰抄～(岩波文庫)  
松尾芭蕉/ 萩原恭男 著 
岩波書店 
人生を「旅」と観じ，自己の生活をそのまま芸術と化した「風狂」の姿．紀行文の形をと

りながら場所はこの一書に自らの俳諧の到達点を示そうとした．美しく味わい深い文

章，構成の巧み，磨き抜かれた芸術精神． 
日本経済新聞 2014/07/06 

1979:01. / 290p 
978-4-00-302062-3 
780 円〔本体〕+税 

*9784003020623*

 

論語(岩波文庫)  
孔子/ 金谷 治 著 
岩波書店 
古代中国の大古典「四書」のひとつで，孔子とその弟子たちの言行を集録したもの．

古い道徳主義のイメージをもつ人もあろうが，人間として守るべきまた行うべき，しごく

当り前のことが簡潔な言葉で記されている．長年にわたって親しまれてきた岩波文庫

版『論語』がさらに読みやすくなった改訂新版． 
日本経済新聞 2014/07/06 

1999:11. / 406p 
978-4-00-332021-1 
900 円〔本体〕+税 

*9784003320211*

 

芭蕉の山河～おくのほそ道私記～(講談社学術文庫)  
加藤楸邨 著 
講談社 
日本経済新聞 2014/07/06 

1993:04. / 365p 
978-4-06-159070-0 
1,050 円〔本体〕+税 

*9784061590700*

 

さらば愛しき女よ(ハヤカワ・ミステリ文庫)  
レイモンド・チャンドラー/ 清水 俊二 著 
早川書房 
前科者大鹿マロイは、出所したその足で以前別れた女を捜し始めたが、またもや殺

人を犯してしまった。たまたま居合せた私立探偵マーロウは、警察に調べられる。そ

の後彼はある事件を依頼された……。全篇に流れるリリシズムとスリルと非情な眼は、

既に探偵小説の域を超え独自の世界を創り上げている。 
日本経済新聞 2014/07/06 

1976:04. / 365p 
978-4-15-070452-0 
840 円〔本体〕+税 

*9784150704520*

 

さらば甘き口づけ～Ｃ・Ｗ・シュグルー～(ハヤカワ・ミステリ文庫)  
ジェ－ムズ・クラムリ－/ 小泉喜美子 著 
早川書房 
十年前に行方を断った娘を探してほしい――酔いどれの私立探偵スルーは、捜索を

依頼されていたアル中作家を探しあてた酒場の女主人から、次の仕事の依頼を受け

た。アル中作家とともにわずかの手がかりを追い始めたスルーが見た悲劇とは？ さ

まざまな傷を負った心を詩情豊かに描く、現代ハードボイルドの傑作。 
日本経済新聞 2014/07/06 

1988:09. / 452p 
978-4-15-077401-1 
920 円〔本体〕+税 

*9784150774011*
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漢詩名句辞典  
鎌田 正/ 米山 寅太郎 著 
大修館書店 
中国の「詩経」から魯迅まで、日本の「懐風藻」から漱石までの漢詩の中から、珠玉の

名句 1100 余を選んだ一大アンソロジー。内容により、四季・探美・学問・慕情・処世・

懐旧などに分類、各句ごとに読み方・解釈・鑑賞を付し、原詩を添えた。 
日本経済新聞 2014/07/06 

1980:01. / 866p 
978-4-469-03203-1 
5,800 円〔本体〕+税 

*9784469032031*

 

論語に学ぶ(ＰＨＰ文庫)  
安岡正篤 著 
ＰＨＰ研究所 
東洋が生んだ 高峰の人間学「儒教」。東洋学の泰斗が、『論語』『中庸』などの古典

から、人生に活かすべき叡智をわかりやすく解説する。 
日本経済新聞 2014/07/06 

2002:10. / 301p 
978-4-569-57813-2 
619 円〔本体〕+税 

*9784569578132*

 

デザインがイノベーションを伝える～デザインの力を活かす新しい経営戦略の模索

～ 
鷲田 祐一 著 
有斐閣 
日本の製造業には何が足りないのか？ 
日本経済新聞 2014/07/06 

2014:05. / 9p,241p,5p 
978-4-641-16436-9 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784641164369*

 

法制度からみる現代中国の統治機構～その支配の実態と課題～ 
熊 達雲 著 
明石書店 
法制度の視点から現代中国の構造を知る書 
日本経済新聞 2014/07/06 

2014:06. / 378p 
978-4-7503-4021-0 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784750340210*

 

デイリー六法<2014> 
三省堂 
薬物犯罪者一部執行猶予法、刑法改正等収録 
日本経済新聞 2014/07/06 

2013:10. / 1992p 
978-4-385-15957-7 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784385159577*

 

いるか句会へようこそ!～恋の句を捧げる杏の物語～ 
堀本 裕樹 著 
駿河台出版社 
主人公杏が恋に俳句に奮闘する青春句会小説 
日本経済新聞 2014/07/06 

2014:06. / 279p 
978-4-411-04028-2 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784411040282*

 

地域包括ケアのすすめ～在宅医療推進のための多職種連携の試み～ 
東京大学高齢社会総合研究機構 編 
東京大学出版会 
在宅医療を基盤に、地域で「老い」を支えるための包括的な新しい医療とまちづくり

の構築を紹介した「柏プロジェクト」の成果。 
日本経済新聞 2014/07/06 

2014:04. / 9p,273p 
978-4-13-060410-9 
3,500 円〔本体〕+税 

*9784130604109*
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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 
日本経済新聞 2014/07/06 

2014:05. / 243p 
978-4-622-07838-8 
3,400 円〔本体〕+税 

*9784622078388*

 

丸山圭三郎著作集<4> 生命と過剰 
丸山 圭三郎 著 
岩波書店 
独自の言語論・人間論・文化論を作り上げ、華々しい足跡を残した不世出の思想家、

丸山圭三郎の真髄を示す著作集。4 は、「生命と過剰」「ホモ・モルタリス」を収録す

る。解題付き。 
日本経済新聞 2014/07/06 

2014:02. / 2p,392p 
978-4-00-028694-7 
5,800 円〔本体〕+税 

*9784000286947*

 

丸山圭三郎著作集<2> 文化のフェティシズムへ 
丸山 圭三郎 著 
岩波書店 
独自の言語論・人間論・文化論を作り上げ、華々しい足跡を残した不世出の思想家、

丸山圭三郎の真髄を示す著作集。2 は、「ソシュールを読む」「文化のフェティシズム」

を収録する。解題付き。 
日本経済新聞 2014/07/06 

2013:12. / 2p,454p 
978-4-00-028692-3 
5,800 円〔本体〕+税 

*9784000286923*

 

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。 
日本経済新聞 2014/07/06 

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

*9784478021668*

 

人生は、楽しんだ者が勝ちだ(私の履歴書) 
米沢 富美子 著 
日本経済新聞出版社 
研究も家庭も両方取ると決め、どんな関門にも勇猛果敢に、あっけらかんと挑んでき

た。日本を代表する女性物理学者が、波乱万丈の 75 年の半生を綴る。『日本経済

新聞』連載を大幅に加筆修正し単行本化。 
日本経済新聞 2014/07/06 

2014:06. / 247p 
978-4-532-16931-2 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784532169312*

 

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

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

を、第一人者の弁護士が伝授する。 
日本経済新聞 2014/07/06 

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

*9784062882606*
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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。 
日本経済新聞 2014/07/06 

2014:06. / 478p 
978-4-480-43178-3 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784480431783*

 

詩人のための量子力学～レーダーマンが語る不確定性原理から弦理論まで～ 
レオン・レーダーマン/ クリストファー・ヒル/ 吉田 三知世 著 
白揚社 
ノーベル賞物理学者が、高度で難しい量子力学の考え方や概念を、大局観に立っ

て大胆に要約。量子力学以前の古典物理学から、量子力学が抱え続ける問題とそ

れを解決するための取り組みに至るまでを紹介する。 
日本経済新聞 2014/07/06 

2014:06. / 444p 
978-4-8269-0173-4 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784826901734*

 

丸山圭三郎著作集<5> 人と思想 
丸山 圭三郎 著 
岩波書店 
独自の言語論・人間論・文化論を作り上げ、華々しい足跡を残した不世出の思想家、

丸山圭三郎の真髄を示す著作集。5 は、「ひとがた序章」「アナグラムの謎」「言葉と音

楽」などを収録する。解題、著作一覧付き。 
日本経済新聞 2014/07/06 

2014:05. / 3p,501p,24p
978-4-00-028695-4 
7,000 円〔本体〕+税 

*9784000286954*

 

マルタの鷹 改訳決定版(ハヤカワ・ミステリ文庫 HM 143-7) 
ダシール・ハメット 著 
早川書房 
私立探偵サム・スペードは、若い女から依頼を受けた。悪い男にひっかかり、駆け落

ちした妹を連れ戻して欲しいというのだ。やがて、スペードは黄金の鷹像をめぐる金と

欲にまみれた醜い争いに巻き込まれていく…。 
日本経済新聞 2014/07/06 

2012:09. / 380p 
978-4-15-077307-6 
740 円〔本体〕+税 

*9784150773076*

 

リスクとの闘い～日銀政策委員会の 10 年を振り返る～ 
須田 美矢子 著 
日本経済新聞出版社 
日銀政策委員会審議委員として 2 期 10 年間、様々な政策決定に携わってきた著者

が、「金融政策の当事者」と「国際金融論の学者」という 2 つの立場の狭間に揺れな

がら、危機の連続とどう向き合ってきたかを綴る。 
日本経済新聞 2014/07/06 

2014:05. / 20p,394p 
978-4-532-35599-9 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784532355999*

 

「黄昏のビギン」の物語～奇跡のジャパニーズ・スタンダードはいかにして生まれた

か～(小学館新書 214) 
佐藤 剛 著 
小学館 
誕生から 55 年、今なお成長し続ける「黄昏のビギン」は、21 世紀になって、個性ある

シンガーたちにカヴァーされることで、新たな段階に入りつつある。多くの人に愛され

る曲「黄昏のビギン」の軌跡を克明に追う。 
日本経済新聞 2014/07/06 

2014:06. / 252p 
978-4-09-825214-5 
740 円〔本体〕+税 

*9784098252145*
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和算の再発見～東洋で生まれたもう一つの数学～(DOJIN 選書 58) 
城地 茂 著 
化学同人 
西洋数学伝来以前に日本で栄えた数学、和算。和算の源流を中国数学に求め、そ

れが日本でどのように受容され、独自の発展を遂げることになったのかを、時間的、

空間的に比較して、和算のパラダイム変遷の過程を読み解く。 
日本経済新聞 2014/07/06 

2014:06. / 194p,32p 
978-4-7598-1358-6 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784759813586*

 

イノベーションと企業家精神(ドラッカー名著集)  
Ｐ．Ｆ．ドラッカー/ 上田 惇生 著 
ダイヤモンド社 
イノベーションと企業家精神を生み出すための原理と方法を示した、ドラッカー著作

の白眉というべき一冊。戦略と実践における成功例と失敗例の両方を紹介し、重要な

ポイント、基本的なルール、注意すべき点を明らかにする。 
日本経済新聞 2014/07/06 

2007:03. / 324p 
978-4-478-00064-9 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784478000649*

 

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。 
日本経済新聞 2014/07/06 

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

*9784004314820*

 

ザ・グローバル論語～日英中対訳～  
孔子/ 谷 学 著 
第二海援隊 
ビジネスの源流である「論語」を日英中３カ国語訳で全編左右ページ見開きにレイア

ウト。全２０編にわたり原文、読み下し文までを完全掲載、完全ルビ付き。登場人物解

説、時代背景解説、人物索引、用語索引付きの現代語 新訳！ 
日本経済新聞 2014/07/06 

2004:04. / 429p 
978-4-925041-71-3 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784925041713*

 

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 Business 
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 2014/07/06 

2014:04. / 14p,415p 
978-4-7981-3454-3 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784798134543*

 

丸山圭三郎著作集<1> ソシュールの思想 
丸山 圭三郎 著 
岩波書店 
独自の言語論・人間論・文化論を作り上げ、華々しい足跡を残した不世出の思想家、

丸山圭三郎の真髄を示す著作集。1 は、「ソシュールの思想」を収録する。解題付

き。 
日本経済新聞 2014/07/06 

2014:03. / 2p,395p 
978-4-00-028691-6 
4,400 円〔本体〕+税 

*9784000286916*
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丸山圭三郎著作集<3> 言語の深層/深層の言語 
丸山 圭三郎 著 
岩波書店 
独自の言語論・人間論・文化論を作り上げ、華々しい足跡を残した不世出の思想家、

丸山圭三郎の真髄を示す著作集。3 は、「言葉と無意識」「欲動」「言葉・狂気・エロ

ス」を収録する。解題付き。 
日本経済新聞 2014/07/06 

2014:01. / 2p,436p 
978-4-00-028693-0 
5,800 円〔本体〕+税 

*9784000286930*

 

明治の表象空間 
松浦 寿輝 著 
新潮社 
世界は全て表象である。現在の原型たる明治の政治・経済・文学……あらゆるテクス

トを踏査する決定的大著。十余年に及ぶ知の集大成。 
日本経済新聞 2014/07/06、朝日新聞 2014/07/27 

2014:05. / 735p,7p 
978-4-10-471702-6 
5,000 円〔本体〕+税 

*9784104717026*

 

第一次世界大戦と日本(講談社現代新書 2266)  
井上 寿一 著 
講談社 
サラエボの銃声は日本を震撼させた。複数政党制、長期停滞、格差社会……、現代

日本が抱える課題の原点は第一次世界大戦にあった！ 
日本経済新聞 2014/07/06、毎日新聞 2014/07/27 

2014:06. / 274p 
978-4-06-288266-8 
800 円〔本体〕+税 

*9784062882668*

 

渇きの考古学～水をめぐる人類のものがたり～ 
スティーヴン・ミズン/ 赤澤 威/ 森 夏樹 著 
青土社 
有史以前から人類は水との戦いを続けてきた。古代の支配者たちは自らの権勢を強

くするために灌漑システムや水管理の技術を高め、水の管理に失敗した数多の文明

が崩壊した。認知考古学の第一人者が、人類と水の興亡史を綴る。 
日本経済新聞 2014/07/06、毎日新聞 2014/07/27 

2014:05. / 478p,26p 
図版 16p 
978-4-7917-6794-6 
3,600 円〔本体〕+税 

*9784791767946*

 

風の歌を聴け(講談社文庫)  
村上 春樹 著 
講談社 
日本経済新聞 2014/07/13 

2004:09. / 160p 
978-4-06-274870-4 
390 円〔本体〕+税 

*9784062748704*

 

ソラリスの陽のもとに(ハヤカワ文庫)  
スタニスワフ・レム/ 飯田規和 著 
早川書房 
観察ステーション駐在員として惑星ソラリスに到着した心理学者ケルビンは、先任駐

在員たちが一人残らず発狂状態に陥っているのを発見した。一見何の変哲もなくも

のうげにたゆたう海が、様々な驚くべき能力を持つ生きている〈海〉だったのだ！ 大

宇宙における超知性の問題に肉薄する傑作！ 
日本経済新聞 2014/07/13 

2005:01. / 391p 
978-4-15-010237-1 
820 円〔本体〕+税 

*9784150102371*
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国際比較でみる日本の福祉国家～収斂か分岐か～(新・MINERVA 福祉ライブラリ

ー 19) 
グレゴリー・J.カザ 著 
ミネルヴァ書房 
政策・思想の内実も踏まえた精密な考察 
日本経済新聞 2014/07/13 

2014:06. / 12p,290p 
978-4-623-07002-2 
4,000 円〔本体〕+税 

*9784623070022*

 

無常という力～「方丈記」に学ぶ心の在り方～(新潮文庫 け-2-6) 
玄侑 宗久 著 
新潮社 
八百年前、幾多の天災や荒廃する人心を目にし、人生の不運をかこちながら綴られ

た「方丈記」。その深い智慧と覚悟を説く好著。 
日本経済新聞 2014/07/13 

2014:07. / 158p 
978-4-10-116656-8 
400 円〔本体〕+税 

*9784101166568*

 

沈黙を破る者 
メヒティルト・ボルマン/ 赤坂 桃子 著 
河出書房新社 
父が遺した書類に潜む忌まわしき記憶。ナチス支配下の悲劇と、その真相を追う現

代の物語が交錯する。独ミステリ大賞第１位の傑作。 
日本経済新聞 2014/07/13 

2014:05. / 252p 
978-4-309-20650-9 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784309206509*

 

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。 
日本経済新聞 2014/07/13 

2014:05. / 243p 
978-4-10-328322-5 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784103283225*

 

花札(ものと人間の文化史 167) 
江橋 崇 著 
法政大学出版局 
その誕生から現在までを辿りつつ花札をその本来の輝き、自然を敬愛して共存する

日本の文化という特性のうちに描いた初の本格的研究。 
日本経済新聞 2014/07/13 

2014:06. / 357p,7p 
978-4-588-21671-8 
3,500 円〔本体〕+税 

*9784588216718*

 

税務署 VS 脱税者～どんな善人でも税金はごまかす～(角川 SSC 新書 220) 
大村 大次郎 著 
KADOKAWA 
ドラマ「マルサ!!」などを監修した著者が、意外と知られていない税務署の仕事や、脱

税摘発までの調査方法を具体的なエピソードを交えながら紹介する。 
日本経済新聞 2014/07/13 

2014:05. / 207p 
978-4-04-731381-1 
780 円〔本体〕+税 

*9784047313811*

 

大二病～「評価」から逃げる若者たち～(双葉新書 094) 
難波 功士 著 
双葉社 
等身大以上に自分を見積もる「中二病」は中学を卒業しても続く。自分の力を正しく

評価される機会から逃げ続け、根拠のない自信を延命させる若者たちの生態を描く。 
日本経済新聞 2014/07/13 

2014:07. / 270p 
978-4-575-15445-0 
830 円〔本体〕+税 

*9784575154450*
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競争優位の終焉～市場の変化に合わせて、戦略を動かし続ける～ 
リタ・マグレイス/ 鬼澤 忍 著 
日本経済新聞出版社 
ポーターの理論だけでは生き残れない。コンサルタントとして現場で働いた経験か

ら、6 つの「戦略の新たなシナリオ」を詳細に論じ、変化の激しい環境下で個人はどう

キャリアを築くべきかを考える。 
日本経済新聞 2014/07/13 

2014:06. / 18p,243p 
978-4-532-31938-0 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784532319380*

 

「情報管理」に強くなる法務戦略～個人情報・企業秘密の保護とノウハウ等の活用

～ 
湯原 伸一 著 
中央経済社 
個人情報の漏えい、SNS での炎上騒動、営業秘密やノウハウの流出…。企業活動と

情報をめぐる問題を、情報の「取得」「保有」「発信」の場面に分類し、それぞれの場

面で生じ得る法律問題と対処法を解説する。 
日本経済新聞 2014/07/13 

2014:03. / 2p,6p,228p 
978-4-502-07970-2 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784502079702*

 

その「つぶやき」は犯罪です～知らないとマズいネットの法律知識～(新潮新書 
572) 
神田 芳明 著 
新潮社 
思わずブログに綴った悪口、正直に書いた店のクチコミ、良かれと思って拡散させた

噂話、気軽にした SNS のタグ付け…。これらは全て犯罪!? 具体的な相談事例を元

に、自分や会社を守るための知識を弁護士が解説する。 
日本経済新聞 2014/07/13 

2014:05. / 206p 
978-4-10-610572-2 
700 円〔本体〕+税 

*9784106105722*

 

史上最大の決断～「ノルマンディー上陸作戦」を成功に導いた賢慮のリーダーシップ

～ 
野中 郁次郎/ 荻野 進介 著 
ダイヤモンド社 
連合軍を率いた「偉大なる平凡人」 高司令官アイゼンハワー、天才政治家チャー

チル、猪突猛進の指揮官パットン…。ノルマンディー上陸作戦におけるリーダーたち

の決断の軌跡を追った、「危機の時代」のリーダーシップ論。 
日本経済新聞 2014/07/13 

2014:06. / 389p 
978-4-478-02345-7 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784478023457*

 

絶対に受けたくない無駄な医療 
室井 一辰 著 
日経ＢＰ社 
「効果がある」と医師や患者が信じていても、有効性が科学的に疑問視されている医

療は少なくない。米国の専門学会が指摘した 100 件の「受けたくない医療」を紹介す

るとともに、不要な医療が蔓延する背景なども解説する。 
日本経済新聞 2014/07/13 

2014:06. / 271p 
978-4-8222-7449-8 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784822274498*

 

MICHAEL JACKSON,INC. 
ザック・オマリー・グリーンバーグ/ 高崎 拓哉/ 堂田 和美/ 富原 まさ江 著 
阪急コミュニケーションズ 
ミュージックビデオ、映画、CM…。ソロとしての経歴を本格的にスタートさせた 1979
年から亡くなる 2009 年までに、11 億ドルもの金を稼ぎ出したマイケル・ジャクソン。彼

の事業家としての才覚と成功の舞台裏に迫る。 
日本経済新聞 2014/07/13 

2014:06. / 357p,17p 
978-4-484-14108-4 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784484141084*
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レゴはなぜ世界で愛され続けているのか～最高のブランドを支えるイノベーション 7
つの真理～ 
デビッド・C.ロバートソン/ ビル・ブリーン/ 黒輪 篤嗣 著 
日本経済新聞出版社 
カルト的な人気を誇り、知育玩具としても有名なレゴブロックは、2000 年前後の倒産

の危機からいかにして V 字回復を果たしたのか。企業幹部など多くの関係者への取

材をもとに、レゴのイノベーションの源泉を明らかにする。 
日本経済新聞 2014/07/13 

2014:05. / 365p 
978-4-532-31936-6 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784532319366*

 

ラインズ～線の文化史～ 
ティム・インゴルド/ 工藤 晋 著 
左右社 
歩くこと、織ること、歌うこと、書くこと。それらはすべて何らかのラインに沿って進行し

ている。発話と歌の区別、地図づくりと知の方法、さかさまの木…。線という観点から

すべてを見直し考え直す、線についての比較人類学。 
日本経済新聞 2014/07/13 

2014:06. / 267p,8p 
978-4-86528-101-9 
2,750 円〔本体〕+税 

*9784865281019*

 

美との対話～私の空想美術館～ 
粟津 則雄 著 
生活の友社 
ゴヤ、ダヴィンチなど巨匠の絵画・彫刻から、ノートルダム大聖堂、サン・イシドーロな

どの建築美術まで、著者が自らの審美眼を培うきっかけとなった作家や作品の魅力

を読み解く。『美術の窓』連載を加筆・修正して単行本化。 
日本経済新聞 2014/07/13 

2014:07. / 601p 
978-4-915919-88-6 
4,500 円〔本体〕+税 

*9784915919886*

 

ネット炎上職場の防火対策(日経プレミアシリーズ 245) 
岡嶋 裕史 著 
日本経済新聞出版社 
なぜネット炎上が起きるのか。なぜ若者がしでかしてしまうのか。問題が発生するメカ

ニズムや思わぬ落とし穴、店舗や会社レベルですぐに取り組める対処法まで、具体

例を交え、情報セキュリティの専門家がわかりやすく解説する。 
日本経済新聞 2014/07/13 

2014:04. / 205p 
978-4-532-26245-7 
850 円〔本体〕+税 

*9784532262457*

 

情報倫理～ネットの炎上予防と対策～ 
田代 光輝/ 服部 哲 著 
共立出版 
インターネットは人生を豊かにしてくれる一方、とんでもない不幸を招く、もろ刃の剣と

いっても過言ではない。炎上を予防するために、情報やインターネット、ブログ、SNS
について解説し、トラブル事例や対応方法を紹介する。 
日本経済新聞 2014/07/13 

2013:11. / 4p,200p 
978-4-320-12338-0 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784320123380*

 

本は死なない～Amazon キンドル開発者が語る「読書の未来」～ 
ジェイソン・マーコスキー/ 浅川 佳秀 著 
講談社 
２０ＸＸ年、本は「本」ではなくなっている？ アマゾンのキンドル開発責任者が語った

書籍の未来。全米出版界が黙殺した「禁断の書」 
日本経済新聞 2014/07/13、朝日新聞 2014/07/27 

2014:06. / 308p 
978-4-06-218861-6 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784062188616*
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スローターハウス５(ハヤカワ文庫 ＳＦ)  
カート・ヴォネガット・ジュニア/ 伊藤 典夫 著 
早川書房 
未来と過去とを往来する時間旅行者となったビリー・ピルグリムの破天荒な旅路を、著

者自身の戦争体験もまじえて描いた半自伝的長篇。 
日本経済新聞 2014/07/13、日本経済新聞 2014/07/20 

1978:12. / 267p 
978-4-15-010302-6 
720 円〔本体〕+税 

*9784150103026*

 

官房長官 側近の政治学(朝日選書 921) 
星 浩 著 
朝日新聞出版 
長年、政治記者として歴代内閣を取材してきたジャーナリストが、官房長官の仕事の

範囲、権限、歴代のタイプ・手法を分析し、日本政治の構造を解剖する。現職・菅義

偉官房長官が安倍首相との日々を語るインタビュー付き。 
日本経済新聞 2014/07/13、毎日新聞 2014/07/27 

2014:06. / 203p,3p 
978-4-02-263021-6 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784022630216*

 

富岳百景・走れメロス～他八篇～ 改版(岩波文庫)  
太宰 治 著 
岩波書店 
短篇の名手，太宰治（1909－1948）の手腕が冴えわたる作品集．告白と虚構が微妙

に交錯する「富嶽百景」，命を賭した友情と信頼の美しさを力強いタッチで描いた「走

れメロス」など，作品 10 篇を収録． 
日本経済新聞 2014/07/20 

1968:05. / 254p 
978-4-00-310901-4 
600 円〔本体〕+税 

*9784003109014*

 

多甚古村 山椒魚(小学館文庫)  
井伏 鱒二 著 
小学館 
南国の海浜の村に新しく赴任してきた甲田巡査は平和を愛する好人物。その甲田巡

査の日緑のかたちで綴られた「多甚古村」は、飄々とした著者独特の文体で、ジグザ

グした人間模様が生彩を放ちつつ展開される。この他、「山椒魚」など、機智的ユー

モアとペーソスに溢れた井伏文学代表作参作品を収録。 
日本経済新聞 2014/07/20 

2000:05. / 311p 
978-4-09-404106-4 
638 円〔本体〕+税 

*9784094041064*

 

駅前旅館 改版(新潮文庫)  
井伏 鱒二 著 
新潮社 
美人おかみの飲み屋に集まる番頭仲間の奇妙な生態や、修学旅行の学生らが巻き

起こす珍騒動を交えつつ、時代の波に飲み込まれていく老舗旅館の番頭たちの哀

歓を描いた傑作ユーモア小説。 
日本経済新聞 2014/07/20 

1960:12. / 219p 
978-4-10-103405-8 
430 円〔本体〕+税 

*9784101034058*

 

海の都の物語～ヴェネツィア共和国の一千年～<１>(新潮文庫)  
塩野 七生 著 
新潮社 
ローマ帝国滅亡後、他国の侵略も絶えないイタリア半島にあって、一千年もの長きに

わたり、自由と独立を守り続けたヴェネツィア共和国。外交と貿易、そして軍事力を巧

みに駆使し、徹底して共同体の利益を追求した稀有なるリアリスト集団はいかにして

誕生したのか。ヴェネツィア共和国の壮大な興亡史が今、幕を開ける。 
日本経済新聞 2014/07/20 

2009:05. / 235p 
978-4-10-118132-5 
430 円〔本体〕+税 

*9784101181325*
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ローマ人の物語<４１> ローマ世界の終焉(新潮文庫 上） 
塩野 七生 著 
新潮社 
歴史巨編、ここに完結。「 後のローマ人」の孤独な戦いと哀しい結末。 
日本経済新聞 2014/07/20 

2011:09. / 258p 
978-4-10-118191-2 
490 円〔本体〕+税 

*9784101181912*

 

ローマ人の物語<４２> ローマ世界の終焉(新潮文庫 中） 
塩野 七生 著 
新潮社 
歴史巨編、ここに完結。ローマ帝国はいつ、どのようにして滅びたのか。 
日本経済新聞 2014/07/20 

2011:09. / 202p 
978-4-10-118192-9 
400 円〔本体〕+税 

*9784101181929*

 

ローマ人の物語<４３> ローマ世界の終焉(新潮文庫 下） 
塩野 七生 著 
新潮社 
歴史巨編、ここに完結。永遠の都よ、さらば――。巻末カラー「コインで見るローマ帝

国の変遷」 
日本経済新聞 2014/07/20 

2011:09. / 243p,22p 
978-4-10-118193-6 
550 円〔本体〕+税 

*9784101181936*

 

菜の花の沖<１>(文春文庫)  
司馬 遼太郎 著 
文芸春秋 
江戸後期、ロシアと日本の間で数奇な運命を辿った北海の快男児・高田屋嘉兵衛を

描いた名作。 
日本経済新聞 2014/07/20 

2000:09. / 403p 
978-4-16-710586-0 
650 円〔本体〕+税 

*9784167105860*

 

菜の花の沖<２>(文春文庫)  
司馬 遼太郎 著 
文芸春秋 
江戸後期、ロシアと日本の間で数奇な運命を辿った北海の快男児・高田屋嘉兵衛を

描いた名作。 
日本経済新聞 2014/07/20 

2000:09. / 430p 
978-4-16-710587-7 
650 円〔本体〕+税 

*9784167105877*

 

菜の花の沖<３>(文春文庫)  
司馬 遼太郎 著 
文芸春秋 
江戸後期、ロシアと日本の間で数奇な運命を辿った北海の快男児・高田屋嘉兵衛を

描いた名作。 
日本経済新聞 2014/07/20 

2000:09. / 426p 
978-4-16-710588-4 
629 円〔本体〕+税 

*9784167105884*

 

菜の花の沖<４>(文春文庫)  
司馬 遼太郎 著 
文芸春秋 
江戸後期、ロシアと日本の間で数奇な運命を辿った北海の快男児・高田屋嘉兵衛を

描いた名作。 
日本経済新聞 2014/07/20 

2000:09. / 400p 
978-4-16-710589-1 
629 円〔本体〕+税 

*9784167105891*
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菜の花の沖<５>(文春文庫)  
司馬 遼太郎 著 
文芸春秋 
江戸後期、ロシアと日本の間で数奇な運命を辿った北海の快男児・高田屋嘉兵衛を

描いた名作。 
日本経済新聞 2014/07/20 

2000:09. / 421p 
978-4-16-710590-7 
650 円〔本体〕+税 

*9784167105907*

 

菜の花の沖<６>(文春文庫)  
司馬 遼太郎 著 
文芸春秋 
江戸後期、ロシアと日本の間で数奇な運命を辿った北海の快男児・高田屋嘉兵衛を

描いた名作。 
日本経済新聞 2014/07/20 

2000:09. / 435p 
978-4-16-710591-4 
660 円〔本体〕+税 

*9784167105914*

 

稲盛和夫の実学～経営と会計～(日経ビジネス人文庫)  
稲盛 和夫 著 
日本経済新聞出版社 
身近なたとえ話からキャッシュベース、採算向上、透明な経営など七つの原則を説き

明かす。ゼロから経営の原理と会計を学んだ著者の会心作。 
日本経済新聞 2014/07/20 

2000:11. / 194p 
978-4-532-19006-4 
524 円〔本体〕+税 

*9784532190064*

 

性に目覚める頃～室生犀星自伝小説１～ しみじみ朗読文庫(＜ＣＤ＞) 
室生犀星 著 
響林社 
日本経済新聞 2014/07/20 

2013:12. / 2 枚 
978-4-907365-06-6 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784907365066*

 

人類学者は草原に育つ～変貌するモンゴルとともに～(フィールドワーク選書 9) 
小長谷 有紀 著, 印東 道子/ 白川 千尋/ 関 雄二 編 
臨川書店 
モンゴル研究第一人者の疾走の記録 
日本経済新聞 2014/07/20 

2014:05. / 211p 
978-4-653-04239-6 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784653042396*

 

軍服を着た救済者たち～ドイツ国防軍とユダヤ人救出工作～ 
関口 宏道 著, ヴォルフラム・ヴェッテ 編 
白水社 
「抵抗か協力か」という図式を超えて 
日本経済新聞 2014/07/20 

2014:06. / 225p,20p 
978-4-560-08370-3 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784560083703*

 

Mo? Manifesto 
パトリック・W.ガルブレイス 著 
チャールズ・イー・タトル出版 
日本の POP カルチャーから生まれた新しい美意識『萌え』（Moe）を解説した英文

書。 
日本経済新聞 2014/07/20 

2014:06. / 191p 
978-4-8053-1282-7 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784805312827*
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中国の歴史認識はどう作られたのか 
ワン ジョン/ 伊藤 真 著 
東洋経済新報社 
なぜ日本人はかくも憎まれるのか？ 在米中国人研究者が、「歴史の記憶」形成の政

治利用の歴史に着目して分析した本格的研究。 
日本経済新聞 2014/07/20 

2014:05. / 
17p,358p,46p 
978-4-492-21216-5 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784492212165*

 

毛深い闇 
園 子温 著 
河出書房新社 
少女の眼から角膜を剥がす不可解な殺人事件。女刑事の娘・切子は悪魔画廊の謎

を探るが……映画界の鬼才が母娘の闇に迫る傑作小説。 
日本経済新聞 2014/07/20 

2014:06. / 159p 
978-4-309-02295-6 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784309022956*

 

奇想の発見～ある美術史家の回想～ 
辻 惟雄 著 
新潮社 
若冲、蕭白、又兵衛――日本美術史の片隅に忘れ去られた画家たちを再発見した

「変わりモノ」先生。その愉快でトホホなハミ出し人生。 
日本経済新聞 2014/07/20 

2014:06. / 254p 
978-4-10-335811-4 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784103358114*

 

絶対音感神話～科学で解き明かすほんとうの姿～(DOJIN 選書 60) 
宮崎 謙一 著 
化学同人 
絶対音感は音楽的に優れた能力なのか? 絶対音感研究の第一人者が、イメージで

語られることの多い絶対音感に科学のメスを入れ、ほんとうの姿を浮き彫りにする。 
日本経済新聞 2014/07/20 

2014:07. / 246p 
978-4-7598-1360-9 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784759813609*

 

稲盛和夫と中村天風～一度限りの人生、生き方、自分流～  
皆木 和義 著 
プレジデント社 
ピンチをチャンスに変え挫折をバネに壁を破ってきた、京セラ創設者・稲盛和夫。彼

の「心の経営」と積極的思考の秘密を、心の師・中村天風の発想を軸に解き明かす。 
日本経済新聞 2014/07/20 

1999:08. / 237p 
978-4-8334-1688-7 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784833416887*

 

人生の王道～西郷南洲の教えに学ぶ～  
稲盛 和夫 著 
日経ＢＰ社 
かつて、とびきり美しく温かい心をもった、ひとりの上質な日本人がいた?。魂を揺さぶ

る西郷隆盛の生き方、考え方を、混迷の時代に蘇らせる。『日経ビジネス』連載を単

行本化。 
日本経済新聞 2014/07/20 

2007:09. / 263p 
978-4-8222-4499-6 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784822244996*

 

罪と罰<上> 改版(角川文庫)  
ドストエフスキー/ 米川 正夫 著 
角川書店 
その年、ペテルブルグの夏は暑かった。大学を辞めた、ぎりぎりの貧乏暮らしの青年

に郷里の家族の期待が重くのしかかる。この境遇から脱出しようと、彼はある計画を

決行するが…。 
日本経済新聞 2014/07/20 

2008:11. / 510p 
978-4-04-208717-5 
629 円〔本体〕+税 

*9784042087175*



 

 60  

 

罪と罰<下> 改版(角川文庫)  
ドストエフスキー/ 米川 正夫 著 
角川書店 
その年、ペテルブルグの夏は暑かった。大学を辞めた、ぎりぎりの貧乏暮らしの青年

に郷里の家族の期待が重くのしかかる。この境遇から脱出しようと、彼はある計画を

決行するが…。 
日本経済新聞 2014/07/20 

2008:11. / 550p 
978-4-04-208718-2 
667 円〔本体〕+税 

*9784042087182*

 

世界の伸びている中小・ベンチャー企業は何を考えているのか?～海外には、日本

で知られていない面白いビジネスがたくさんある!～ 
安西 洋之 著 
インプレスコミュニケーションズ 
日本の中小・ベンチャー企業の経営に携わる人に向けて、新しい時代のビジネスで

飛躍するためのヒントを、世界の伸びている中小・ベンチャー企業へのインタビューを

通して伝える。 
日本経済新聞 2014/07/20 

2014:06. / 271p 
978-4-8443-7363-6 
1,580 円〔本体〕+税 

*9784844373636*

 

量的・質的金融緩和～政策の効果とリスクを検証する～ 
日本経済研究センター 編 
日本経済新聞出版社 
前例のないほど大胆な緩和策を打ち出した黒田日銀の金融政策は、日本経済の復

活にどれほど影響を与えるか。その効果とリスクをデータから丹念に分析し、日本の

今後を展望したレポートを公開。 
日本経済新聞 2014/07/20 

2014:06. / 15p,307p 
978-4-532-35600-2 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784532356002*

 

シェアードサービス～間接部門のサービス向上とコスト削減の実現～(Ｂｅｓｔ ｓｏｌｕｔｉ

ｏｎ)  
アーサーアンダーセンビジネスコンサルティング 著 
東洋経済新報社 
シェアードサービスとは、間接部門を独立した組織にすることにより、顧客の視点でサ

ービスの向上とコスト削減を実現するマネジメント手法。トップ企業で実証ずみの 新

経営手法を詳しく紹介する。 
日本経済新聞 2014/07/20 

1999:12. / 166p 
978-4-492-53073-3 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784492530733*

 

宋文洲猛語録～「チャンス」はいつも「困難」のフリをしてやってくる～ 
宋 文洲 著 
ダイヤモンド社 
「人格だけでは事業で成功できない」「タフとは失敗を経験しそれを肥やしにすること

だ」「思いやりとは言葉ではなく行動である」など、宋文洲が Twitter やメールマガジン

で発信した言葉を紹介する。 
日本経済新聞 2014/07/20 

2012:08. / 245p 
978-4-478-08320-8 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784478083208*

 

感情とは何か～プラトンからアーレントまで～(ちくま新書 1076) 
清水 真木 著 
筑摩書房 
「感情」の本質とは何か。プラトンからアーレントにいたる歴史の糸を辿り、感情をめぐ

る哲学的言説の系譜を整理。それぞれの細部を精神史の文脈に置きなおす。哲学

史の新たな読みを果敢に試みる感情の存在論。 
日本経済新聞 2014/07/20 

2014:06. / 250p 
978-4-480-06781-4 
800 円〔本体〕+税 

*9784480067814*
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日本企業はモノづくり至上主義で生き残れるか～「スーパー現場」が顧客情報をキ

ャッシュに変える～ 
フランシス・マキナニー/ 倉田 幸信 著 
ダイヤモンド社 
製造のマネジメントから、販売のマネジメントへ-。世界的コンサルタントが日本企業の

ために書き下ろした 10 の提言。「情報化した世界」の真の姿を暴きながら、クラウド時

代の製造業復活のシナリオを描き出す。 
日本経済新聞 2014/07/20 

2014:06. / 292p 
978-4-478-02657-1 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784478026571*

 

キリストの顔～イメージ人類学序説～(筑摩選書 0093) 
水野 千依 著 
筑摩書房 
見てはならないとされる神の肖像は、なぜ、いかにして描かれえたか。キリストの顔を

めぐるイメージの地層を掘り起こし、「聖なるもの」が生み出される過程に迫る。イメー

ジ人類学、期待の新鋭による新たな挑戦。 
日本経済新聞 2014/07/20 

2014:06. / 398p 
978-4-480-01601-0 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784480016010*

 

職場の人間科学～ビッグデータで考える「理想の働き方」～ 
ベン・ウェイバー/ 千葉 敏生 著 
早川書房 
センサーを使って人間の行動を測定し科学的に分析する「ピープル・アナリティク

ス」。職場の満足度や生産性を上げる方法など、ピープル・アナリティクスの応用例や

職場における人間行動分析のメリットについて解説する。 
日本経済新聞 2014/07/20 

2014:05. / 324p 
978-4-15-209458-2 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784152094582*

 

ユニ・チャーム共振の経営～「経営力×現場力」で世界を目指す～ 
高原 豪久 著 
日本経済新聞出版社 
新興国でトップをとるための海外戦略、消費者に新たな使い方を提案してニーズを掘

り起こす製品戦略、自立的な人づくりなどを、ユニ・チャームのグローバル化を牽引す

る著者が語る。『日本経済新聞』電子版連載を書籍化。 
日本経済新聞 2014/07/20 

2014:06. / 220p 
978-4-532-31918-2 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784532319182*

 

警視庁科学捜査最前線(新潮新書 575) 
今井 良 著 
新潮社 
「犯罪ビッグデータ」とは何か? 逆探知はどこまで可能か? 新防犯カメラの驚威の

性能は? 「パソコン遠隔操作ウイルス事件」等、 近のケースをもとに第一線の記者

が徹底取材。犯罪捜査の 前線が丸ごとわかる一冊。 
日本経済新聞 2014/07/20 

2014:06. / 207p 
978-4-10-610575-3 
720 円〔本体〕+税 

*9784106105753*

 

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。 
日本経済新聞 2014/07/20 

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

*9784041107553*
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霊長類ヒト科動物図鑑(文春文庫 む 1-26) 
向田 邦子 著 
文藝春秋 
すぐれた人間観察を筆にのせ、人々の素顔を捉えて絶賛を博した著者が、 も脂の

のりきった時期に遺した傑作揃いのエッセイ集。 
日本経済新聞 2014/07/20、読売新聞 2014/07/27 

2014:07. / 334p 
978-4-16-790141-7 
620 円〔本体〕+税 

*9784167901417*

 

中谷宇吉郎随筆集(岩波文庫)  
中谷宇吉郎/ 樋口敬二 著 
岩波書店 
中谷宇吉郎（一九〇〇�六二）は雪と氷の研究に新生面を開いた物理学者として世

界的に名高いが，また多くの秀れた随筆の筆者として知られる．「雪を作る話」「立春

の卵」といった科学随筆，生涯の師とあおいだ寺田寅彦の想い出や自伝的スケッチ

など，どの一篇からも随筆を読む愉しさをたっぷりと味わうことができる．四十篇を精

選． 
日本経済新聞 2014/07/27 

1988:09. / 386p 
978-4-00-311241-0 
800 円〔本体〕+税 

*9784003112410*

 

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 
日本初のノーベル賞受賞者である湯川博士が、幼少時から青年期までの人生を回

想。物理学の道を歩き始めるまでを描く。後年、平和論・教育論など多彩な活躍をし

た著者の半生から、学問の道と人生の意義を知る。 
日本経済新聞 2014/07/27 

2011:01. /  
978-4-04-409430-0 
590 円〔本体〕+税 

*9784044094300*

 

種の起源<下>(光文社古典新訳文庫)  
ダーウィン/ 渡辺 政隆 著 
光文社 
「なぜかくも多様な生物がいるのか」。ダーウィンはひとつの結論にたどり着いた。す

べての生物は共通の祖先を持ち、少しずつ変化しながら枝分かれをしたのだ。つま

り、「じつに単純なものからきわめて美しく、きわめてすばらしい生物種が際限なく発

展し、なおも発展しつつある」のだ。 
日本経済新聞 2014/07/27 

2009:12. / 436p 
978-4-334-75196-8 
838 円〔本体〕+税 

*9784334751968*

 

トムキンスの冒険(Ｇ・ガモフコレクション)  
ジョ－ジ・ガ－モフ/ 伏見康治 著 
白揚社 
ガモフの著作中， もポピュラーな「トムキンス・シリーズ」を一冊に集成。平凡な銀行

員トムキンス氏が不思議の国・原子の国・生命の国で繰り広げる奇想天外な冒険を通

して，科学の夢とロマンを味わいながら，相対性理論，量子力学，分子遺伝学，人工

知能について楽しく学べます。 
日本経済新聞 2014/07/27 

1991:11. / 461p 
978-4-8269-1051-4 
4,200 円〔本体〕+税 

*9784826910514*

 

TPP 交渉の論点と日本～国益をめぐる攻防～ 
石川 幸一/ 馬田 啓一/ 渡邊 頼純 著 
文眞堂 
難航する TPP 交渉の背景と争点を検証。 
日本経済新聞 2014/07/27 

2014:06. / 12p,241p 
978-4-8309-4823-7 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784830948237*
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ゲーム理論と経済行動～刊行 60 周年記念版～ 
ジョン・フォン・ノイマン/ オスカー・モルゲンシュテルン/ 武藤 滋夫/ 中山 幹夫 著 
勁草書房 
ゲーム理論はここから始まった。学問のあらゆる分野に影響を与えつづける不朽の名

著がいま決定的翻訳として新訳でよみがえる。 
日本経済新聞 2014/07/27 

2014:06. / 32p,988p 
978-4-326-50398-8 
13,000 円〔本体〕+税 

*9784326503988*

 

カッコウの呼び声～私立探偵コーモラン・ストライク～<上> 
ロバート・ガルブレイス/ 池田 真紀子 著 
講談社 
スーパー・モデルが高級住宅街のバルコニーから墜落死した。自殺とした警察を疑っ

た兄は、私立探偵・ストライクに調査を依頼する！ 
日本経済新聞 2014/07/27 

2014:06. / 366p 
978-4-06-218914-9 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784062189149*

 

カッコウの呼び声～私立探偵コーモラン・ストライク～<下> 
ロバート・ガルブレイス/ 池田 真紀子 著 
講談社 
ストライクは借金まみれで事務所に寝泊まりし、婚約者にも逃げられ 低の人生を送

っていた・・・傑作ミステリー、シリーズ化決定！ 
日本経済新聞 2014/07/27 

2014:06. / 346p 
978-4-06-218915-6 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784062189156*

 

ビジネスゲームセオリー～経営戦略をゲーム理論で考える～ 
御立 尚資/ 柳川 範之 著 
日本評論社 
経営戦略論に則って実際にビジネスをしてみると、思わぬ壁にぶつかる。ビジネスサ

イドからの具体的な悩みに、ゲーム理論が答える。 
日本経済新聞 2014/07/27 

2014:06. / 8p,293p 
978-4-535-55557-0 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784535555570*

 

山折哲雄の新・四国遍路(PHP 新書 936)  
山折 哲雄 著 
ＰＨＰ研究所 
2014 年「四国霊場開創 1200 年」を迎える。仏教学者・山折哲雄が従来の八十八カ

所霊場とは違った視点で四国の名所を案内する！ 
日本経済新聞 2014/07/27 

2014:07. / 205p 
978-4-569-81963-1 
800 円〔本体〕+税 

*9784569819631*

 

韓国語をいかに学ぶか～日本語話者のために～(平凡社新書 737) 
野間 秀樹 著 
平凡社 
韓国語は学びやすい！ 語順が似ている、使える場所も多い、論理的な構造もその

理由の一つ。そんな学びのツボがピタリとわかる一冊。 
日本経済新聞 2014/07/27 

2014:06. / 370p 
978-4-582-85737-5 
980 円〔本体〕+税 

*9784582857375*

 

「期待」の科学～悪い予感はなぜ当たるのか～ 
クリス・バーディック/ 夏目 大 著 
阪急コミュニケーションズ 
人の見ている世界像は、期待や予測から成り立っている。その期待や予測が過去に

どのように扱われてきたかという歴史と、 新の科学研究から、驚くべき「期待」の力に

迫る。 
日本経済新聞 2014/07/27 

2014:06. / 328p 
978-4-484-14107-7 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784484141077*
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イラク戦争は民主主義をもたらしたのか 
トビー・ドッジ/ 山岡 由美 著 
みすず書房 
憲法制定と選挙。民主的制度の構築は進んだが政治は腐敗と暴力の渦中にある。

責任はどこにあるのか。イラクは再び中東の火種となるのか。イラク戦争の「戦後」が

わかる簡潔な一冊。 
日本経済新聞 2014/07/27 

2014:07. / 203p,40p 
978-4-622-07833-3 
3,600 円〔本体〕+税 

*9784622078333*

 

ハバード経済学<2> 基礎ミクロ編 
R.グレン・ハバード/ アンソニー・パトリック・オブライエン/ 竹中 平蔵/ 真鍋 雅史 
著 
日本経済新聞出版社 
世界的に著名な経済学者による、フルカラーの経済学入門書。多種多様な現実の

現象を豊富に取り上げ、日本の事例も盛り込む。2 は、消費者選択と行動経済学、独

占と反トラスト政策などを収録する。 
日本経済新聞 2014/07/27 

2014:04. / 30p,441p 
978-4-532-13453-2 
3,600 円〔本体〕+税 

*9784532134532*

 

巨龍・中国の新外交戦略～日本はどう向き合うべきか～ 
ベイツ・ギル/ 進藤 榮一/ 古澤 嘉朗/ 畠山 京子 著 
柏書房 
中国の安全保障はどこへ向かうのか? 習近平政権中枢の意図を徹底解明し、中国

の変わりゆく安全保障政策と、その変化がアジア太平洋地域、世界全体で持つ意味

を論じる。宮本雄二、天児慧の寄稿も収録。 
日本経済新聞 2014/07/27 

2014:07. / 338p 
978-4-7601-4407-5 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784760144075*

 

改革派首長はなにを改革したのか 
田村 秀 著 
亜紀書房 
米大統領より大きな権限を持った自治体首長の暴走を止めよ! 改革派と称された首

長たちが何を改革しようとし、その結果何を残したのかについて検証を行い、改革派

首長への過度の期待に対して警鐘を鳴らす。 
日本経済新聞 2014/07/27 

2014:06. / 230p 
978-4-7505-1410-9 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784750514109*

 

「下り坂」繁盛記(ちくま文庫 あ 26-9) 
嵐山 光三郎 著 
筑摩書房 
人間いつまでも上を目指してばかりはいられない。あちこちガタガタだけど、ご意見無

用、勝手に生きる。下り坂は自転車でも 高に気持ちいい! ブチキレ老人・アラシヤ

マが、下り坂の人生を楽しむ極意を綴る。 
日本経済新聞 2014/07/27 

2014:07. / 243p 
978-4-480-43186-8 
800 円〔本体〕+税 

*9784480431868*

 

ハバード経済学<1> 入門編 
R.グレン・ハバード/ アンソニー・パトリック・オブライエン/ 竹中 平蔵/ 真鍋 雅史 
著 
日本経済新聞出版社 
世界的に著名な経済学者による、フルカラーの経済学入門書。多種多様な現実の

現象を豊富に取り上げ、日本の事例も盛り込む。1 は、価格の決定:需要と供給の相

互作用、完全競争市場における企業などを収録する。 
日本経済新聞 2014/07/27 

2014:04. / 44p,363p 
978-4-532-13452-5 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784532134525*
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国と世紀を変えた愛～張学良と宋美齢、六六年目の告白～ 
富永 孝子 著 
KADOKAWA 
「あなたには、私と女性のことを話しましょう」。戦争と政争の歴史を張学良と共に生き

た女性たち。1992 年、彼に取材した日本人作家が 20 年をかけて検証。蒋介石夫人

やムッソリーニ令嬢との秘史が、現代に蘇る! 
日本経済新聞 2014/07/27 

2014:06. / 322p 
978-4-04-110686-0 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784041106860*

 

ハバード経済学<3> 基礎マクロ編 
R.グレン・ハバード/ アンソニー・パトリック・オブライエン/ 竹中 平蔵/ 真鍋 雅史 
著 
日本経済新聞出版社 
世界的に著名な経済学者による、フルカラーの経済学入門書。多種多様な現実の

現象を豊富に取り上げ、日本の事例も盛り込む。3 は、失業とインフレーション、短期

的な総支出と総生産、総需要と総供給の分析などを収録する。 
日本経済新聞 2014/07/27 

2014:04. / 30p,481p 
978-4-532-13454-9 
3,600 円〔本体〕+税 

*9784532134549*

 

ホーキング Inc. 
エレーヌ・ミアレ/ 河野 純治 著 
柏書房 
学生アシスタントや看護師、コンピューター技師にジャーナリスト。ホーキング博士

は、ひとつの「組織」である-。圧倒的な組織力によって生み出される「天才」。ALS を

発症しながらも宇宙の謎に挑み続ける舞台裏に迫る。 
日本経済新聞 2014/07/27 

2014:06. / 405p 
978-4-7601-4410-5 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784760144105*

 

納得の老後～日欧在宅ケア探訪～(岩波新書 新赤版 1489) 
村上 紀美子 著 
岩波書店 
2025 年、高齢でも一人で自宅で医療・介護を受けながら暮らしたいという思いがある

とき、今の制度は応えられるのか? 欧州の在宅ケアの現場に同行し、日本各地での

新たな実践にも出合い、未来に活かせる知恵は何かを描く。 
日本経済新聞 2014/07/27 

2014:06. / 
11p,209p,12p 
978-4-00-431489-9 
780 円〔本体〕+税 

*9784004314899*

 

シリコンバレー最強の仕組み～人も企業も、なぜありえないスピードで成長するの

か?～ 
デボラ・ペリー・ピシオーニ/ 桃井 緑美子 著 
日経ＢＰ社 
誰もが何かにチャレンジせずにはいられない。そんな仕組みがここにはある。革新企

業と成功者を生み続けるシリコンバレー。その仕組みを知ることは、成功の秘訣を知

ることだ。前進を続ける“聖地”の語られざる秘密を 10 の視点から解明。 
日本経済新聞 2014/07/27 

2014:07. / 387p 
978-4-8222-5022-5 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784822250225*

 

失楽園<上>(角川文庫)  
渡辺 淳一 著 
角川書店 
出版社に勤める久木は、閑職の資料整理室勤務となり悶々とした日々を送ってい

た。ある日、市民講座で書道講師をしている凛子と出会う。二人は互いに妻や夫のあ

る身でありながら、惹かれ合い逢瀬を重ねていく。 
毎日新聞 2014/07/06 

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

*9784041307373*
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失楽園<下>(角川文庫)  
渡辺 淳一 著 
角川書店 
久木と凛子、2 人の関係はやがて互いの家族の知るところとなる。己れの心に従い、

育んだ"絶対愛"を純粋に貫こうとする 2 人。その行きつく先にあるものは……。 
毎日新聞 2014/07/06 

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

*9784041307380*

 

ひとひらの雪<上巻>(集英社文庫)  
渡辺 淳一 著 
集英社 
結婚を超えた究極の愛のありようを描いた傑作。妻子ある建築家・伊織は部下の笙子

という若い恋人がいるにも関わらず、美貌の人妻・霞にも心を奪われ、密やかに愛を

育む。だが、笙子との関係も切れずにいた…。 
毎日新聞 2014/07/06 

2009:11. / 398p 
978-4-08-746506-8 
619 円〔本体〕+税 

*9784087465068*

 

ひとひらの雪<下巻>(集英社文庫)  
渡辺 淳一 著 
集英社 
耽美的な不朽の愛を描く渡辺文学の代表作。妻との離婚が進行するなか、霞とヨー

ロッパへ旅立つ伊織。性愛への極みを昇りつめていく霞、徐々に離れていく笙子。甘

美な愉楽、激しく燃え上がる情痴。切なくはかない男と女の結びつきを描く。 
毎日新聞 2014/07/06 

2009:11. / 406p 
978-4-08-746507-5 
619 円〔本体〕+税 

*9784087465075*

 

砂の本 改訂新版(集英社文庫 ホ 4-2) 
ホルヘ・ルイス・ボルヘス/ 篠田 一士 著 
集英社 
これは真実だと主張するのが、いまや、あらゆる架空の物語の慣例である。しかしな

がら、私の話は、本当に本当なのである…表題作等、変幻自在な生の諸相を幻想の

世界に写しだした、粒よりの短編集。  
毎日新聞 2014/07/06 

2011:06. / 287p 
978-4-08-760624-9 
600 円〔本体〕+税 

*9784087606249*

 

少女コレクション序説(中公文庫)  
渋沢 竜彦 著 
中央公論新社 
美少女、あるいは少女の人形……純粋客体としてのエロスのシンボルたち、そして小

さな貴婦人たちへの知的な愛の冒険、または開放のための大胆な試み。 
毎日新聞 2014/07/06 

1985:03. / 209p 
978-4-12-201200-4 
629 円〔本体〕+税 

*9784122012004*

 

人間臨終図巻<1>(徳間文庫 や 4-15) 
山田 風太郎 著 
徳間書店 
毎日新聞 2014/07/06 

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

*9784198934668*

 

南極観測隊のしごと～観測隊員の選考から暮らしまで～(極地研ライブラリー) 
国立極地研究所南極観測センター 編 
成山堂書店 
南極観測の計画がどのようにして企画され、観測隊が組織され、現場での観測実施

に至るのか、その過程を生々しく描く。 
毎日新聞 2014/07/06 

2014:03. / 6p,244p 
978-4-425-57071-3 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784425570713*
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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？ 
毎日新聞 2014/07/06 

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

*9784062189583*

 

鯨塚からみえてくる日本人の心<3> 鯨の記憶をたどって丹後・北陸へ 
細川 隆雄 著 
農林統計出版 
人々はなぜ鯨塚をつくり、鯨を供養してきたのか-。佐渡、伊根、能登の鯨塚に焦点を

あて、風土に根ざして自然とともに生きてきた「日本人のこころ」と「鯨文化」の源流に

迫る。 
毎日新聞 2014/07/06 

2014:03. / 6p,207p 
978-4-89732-287-2 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784897322872*

 

木霊草霊 
伊藤 比呂美 著 
岩波書店 
日米の自然観の違い、植物をめぐる文化との関わり…。アメリカと日本で生活する著

者が、生々流転する植物を前に、生命の在り方を柔らかな感性で問う。『図書』連載

を加筆修正して単行本化。 
毎日新聞 2014/07/06 

2014:05. / 7p,161p 
978-4-00-022933-3 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784000229333*

 

愚者が訊く 
倉本 聰/ 林原 博光 著 
双葉社 
環境汚染、農業問題、そして原発。日本が直面している危機を理解すべく、倉本聰

が、賢者たちに素朴な質問をぶつける。NPO 法人富良野自然塾の機関誌『季刊・カ

ムイミンタラ』連載を単行本化。 
毎日新聞 2014/07/06 

2014:05. / 281p 
978-4-575-30666-8 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784575306668*

 

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。 
毎日新聞 2014/07/06 

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

*9784047313750*

 

「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。 
毎日新聞 2014/07/06 

2014:05. / 210p 
978-4-329-00490-1 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784329004901*
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黄泉の河にて 
ピーター・マシーセン/ 東江 一紀 著 
作品社 
「マシーセンの十の面が光る、十の周密な短編」青山南氏推薦！「われらが 高の書

き手による名人芸の逸品」ドン・デリーロ氏激賞！ 半世紀余にわたりアメリカ文学を

牽引した作家／ナチュラリストによる、唯一の自選ベスト作品集。 
毎日新聞 2014/07/06 

2014:06. / 267p 
978-4-86182-491-3 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784861824913*

 

第七官界彷徨・琉璃玉の耳輪～他四篇～(岩波文庫 31-196-1) 
尾崎 翠 著 
岩波書店 
五感をこえる「感覚」で世界を捉え、哀感とユーモア、エロティシズムをも湛える独特

の表現が今なお新しい尾崎翠。その作品群から代表作「第七官界彷徨」と緩やかに

連なる 4 篇、映画脚本草稿「琉璃玉の耳輪」を収録する。 
毎日新聞 2014/07/06 

2014:06. / 347p 
978-4-00-311961-7 
760 円〔本体〕+税 

*9784003119617*

 

七つの夜(岩波文庫 赤版 32-792-4） 
J.L.ボルヘス 著 
岩波書店 
1977 年 77 歳の著者が 7 夜にわたって行った 7 つのテーマ――「神曲」「悪夢」「千

一夜物語」「仏教」「詩について」「カバラ」「盲目について」――による講演。ボルヘス

という謎、その秘密をそっと打ち明ける、格好のボルヘス入門。 
毎日新聞 2014/07/06 

2011:05. / 245p 
978-4-00-327924-3 
720 円〔本体〕+税 

*9784003279243*

 

遠き落日<上>(講談社文庫 わ 1-53) 
渡辺 淳一 著 
講談社 
自堕落にして借金魔。しかし、その一方で、寝食を忘れるほど研究に没頭し、貧農の

倅という出自の壁、幼少期の火傷によって負った左手のハンディ、日本人に対する蔑

視を撥ね除けた。人間・野口英世の実像に迫る傑作伝記長編。 
毎日新聞 2014/07/06 

2013:12. / 369p 
978-4-06-277695-0 
870 円〔本体〕+税 

*9784062776950*

 

遠き落日<下>(講談社文庫 わ 1-54) 
渡辺 淳一 著 
講談社 
日本では将来が望めず、無鉄砲にも単身渡米した英世。やがて新進気鋭の学者とし

て世界中の注目を浴び、日本へ凱旋。だが提唱した理論が揺らぎ、黄熱病の研究で

再証明を試みるが…。野口英世の栄光と 期を描いた傑作伝記長編。 
毎日新聞 2014/07/06 

2013:12. / 367p 
978-4-06-277696-7 
870 円〔本体〕+税 

*9784062776967*

 

動物たちはぼくの先生 
日高 敏隆 著 
青土社 
昆虫からネコや犬、そして大型動物まで、あらゆる生き物が体現する、生き延びるた

めの想像を絶する才能と知恵。その無限の可能性に魅せられた少年は何を考えて成

長したのか。動物たちに学ぶ、ユニークな人間論・教育論。 
毎日新聞 2014/07/06 

2013:05. / 256p 
978-4-7917-6707-6 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784791767076*
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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 
毎日新聞 2014/07/06、産経新聞 2014/07/13、朝日新聞 2014/07/13 

2014:05. / 184p 
978-4-309-02293-2 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784309022932*

 

ルンルンを買っておうちに帰ろう(角川文庫)  
林 真理子 著 
角川書店 
モテたいやせたい結婚したい。いつの時代にも変わらない女の欲、そしてヒガミ、ネタ

ミ、ソネミ。口には出せない女の本音を代弁し、読み始めたら止まらないと大絶賛を浴

びた、抱腹絶倒のデビューエッセイ集。 
毎日新聞 2014/07/13 

1985:11. / 238p 
978-4-04-157904-6 
440 円〔本体〕+税 

*9784041579046*

 

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 
毎日新聞 2014/07/13 

2014:04. / 12p,228p 
978-4-00-025970-5 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784000259705*

 

リヒャルト・シュトラウス(作曲家・人と作品) 
岡田 暁生 著 
音楽之友社 
「19 世紀ヨーロッパ市民の時代」の黄金期を生き、その幕を引いた超人の生涯と作品

を、気鋭の音楽学者が綴る。 
毎日新聞 2014/07/13 

2014:05. / 258p,38p 
978-4-276-22195-6 
2,100 円〔本体〕+税 

*9784276221956*

 

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 
毎日新聞 2014/07/13 

2014:05. / 423p 
978-4-08-771559-0 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784087715590*

 

ハジの多い人生 
岡田 育 著 
新書館 
ツイッターで＠ｏｋａｄａｉｃとして、『とくダネ！』コメンテーターとして話題の文化系ｗｅｂ

女子・岡田育の“ハジッコ”人生とは？ 
毎日新聞 2014/07/13 

2014:04. / 285p 
978-4-403-22077-7 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784403220777*

 

プリニウス<１>(バンチコミックス) 
ヤマザキマリ／とりみき 著 
新潮社 
この男、世界を変えた博物学者にして、愛すべき変人――。『テルマエ・ロマエ』のヤ

マザキマリが再び古代ローマに挑む。歴史伝奇ロマンの決定版、誕生！ 
毎日新聞 2014/07/13 

2014:07. / 194p 
978-4-10-771757-3 
660 円〔本体〕+税 

*9784107717573*
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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。 
毎日新聞 2014/07/13 

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

*9784775402030*

 

言語起源論の系譜 
互 盛央 著 
講談社 
言語の起源は、自然か、人為か。ギリシアから近現代まで、存在すらしないはずの

「生成の瞬間」を求めて無数の者たちが展開した言説の流れを追い、ヨーロッパ思想

史の特異性をあぶり出す。 
毎日新聞 2014/07/13 

2014:05. / 430p 
978-4-06-218975-0 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784062189750*

 

心のケアが必要な思春期・青年期のソーシャルワーク 
西隈 亜紀 著 
中央法規出版 
若者に対しては独特の援助技術がある。若者支援の中核を成す 7 つのテーマにつ

いて、それぞれの要点を「かかわり方」まで具体化し解説。さらに「かかわり方」の実際

を、100 を超える事例で紹介する。 
毎日新聞 2014/07/13 

2014:07. / 240p 
978-4-8058-5051-0 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784805850510*

 

危険動物との戦い方マニュアル(「もしも?」の図鑑) 
今泉 忠明 著 
実業之日本社 
もしもベンガルトラ、イリエワニ、サイに出くわしたら! 危険動物と遭遇した時に役立

つ、戦い方・生き残る方法を紹介。危険動物たちの特徴、攻撃力、攻撃方法などを

新の調査研究に基づき、ビジュアルに解説する。 
毎日新聞 2014/07/13 

2014:06. / 127p 
978-4-408-45503-7 
900 円〔本体〕+税 

*9784408455037*

 

フランツ・リストはなぜ女たちを失神させたのか(新潮新書 547) 
浦久 俊彦 著 
新潮社 
リサイタルという形式を発明し、音楽史上もっともモテた男、フランツ・リスト。誕生から

青年時代までを辿り、「サロン」「巡礼」「ショパン」などリストを巡る様々なキーワードを

通じて、リストとは何者かをひも解く。 
毎日新聞 2014/07/13 

2013:12. / 214p 
978-4-10-610547-0 
720 円〔本体〕+税 

*9784106105470*

 

ピアニストが語る!～現代の世界的ピアニストたちとの対話～ 
焦 元溥/ イーヴォ・ポゴレリチ/ 森岡 葉 著 
アルファベータ 
音楽との出会い、伝統の継承、国際コンクールの内幕、亡命、共産主義と商業主義

…。イーヴォ・ポゴレリチら世界的ピアニストたちが、長時間インタビューに応じ、芸

術、文化、政治、社会、家庭、人生について縦横に語る。 
毎日新聞 2014/07/13 

2014:06. / 430p 
978-4-87198-584-0 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784871985840*
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桂信子文集 
桂 信子 著, 桂 信子/ 宇多 喜代子 編 
ふらんす堂 
敬愛する俳人やその人の句、四季の風物についての所感、出会った人々…。新興

俳句の旗手・日野草城に俳句を学び、平明な詩情で独自な作品世界を確立した桂

信子の評論・エッセイ・対談・インタビューなどを収録した散文選集。 
毎日新聞 2014/07/13 

2014:06. / 646p 
978-4-7814-0683-1 
10,000 円〔本体〕+税 

*9784781406831*

 

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。 
毎日新聞 2014/07/13、日本経済新聞 2014/07/27 

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

*9784480067739*

 

平家物語<１>(岩波文庫)  
梶原 正昭/ 山下 宏明 著 
岩波書店 
祇園精舎の鐘の音，諸行無常の響あり，沙羅双樹の花の色，盛者必衰の理をあらは

す－合戦記に人物譚，和漢の故事を織りまぜた，平家の全盛から滅亡までの物語

は，鎌倉時代から現代にいたるまで，多くの人々に親しまれてきた．第 1 冊には巻 1
から巻 3 までを収録．平家全盛の時代．新日本古典文学大系本の文庫化．（全 4
冊） 
毎日新聞 2014/07/20 

1999:07. / 398p 
978-4-00-301131-7 
940 円〔本体〕+税 

*9784003011317*

 

時刻表２万キロ(角川文庫)  
宮脇 俊三 著 
角川書店 
当時会社員だった著者が週末を利用し、それまで乗っていなかった国鉄の路線・２

万キロの完全乗車達成に挑んだ。三年もの歳月をかけ、時刻表を駆使しながら成し

遂げた挑戦の記録。鉄道紀行の 高峰。 
毎日新聞 2014/07/20 

1984:11. / 297p 
978-4-04-159801-6 
552 円〔本体〕+税 

*9784041598016*

 

日本の歴史<０１> 縄文の生活誌(講談社学術文庫)  
網野 善彦/ 大津 透/ 鬼頭 宏/ 桜井 英治/ 山本 幸司 著 
講談社 
発掘で見えてきた列島の豊かさと知恵の結晶 後期旧石器時代人の遊動生活から縄

文人の定住生活へ。自然の恵みとともに生きた古代人の生活、そして生と死を、 新

の研究成果に基づき豊富な図版で平易に解説。 
毎日新聞 2014/07/20 

2008:11. / 339p 
978-4-06-291901-2 
1,150 円〔本体〕+税 

*9784062919012*

 

世界の歴史<１> 人類の起原と古代オリエント(中公文庫)  
中央公論新社 
人類という生物の起原はどこにあるのか。文明はいかに生まれ発展したのか。メソポ

タミアやアッシリア、エジプトなど各地の遺跡や発掘資料から人類史の謎に迫る。 
毎日新聞 2014/07/20 

2009:04. / 673p 
978-4-12-205145-4 
1,905 円〔本体〕+税 

*9784122051454*
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内田百間集成<１> 阿房列車(ちくま文庫)  
内田 百間 著 
筑摩書房 
「なんにも用事がないけれど、汽車に乗って大阪へ行って来ようと思う」。昭和２５年、

先生は旅に出た。道づれはヒマラヤ山系なる茫洋とした男。役に立つこと、ためにな

ることはひとつもせず、借金まみれなのに一等車に乗り、妙に現実ばなれした旅はふ

わふわと続く。 
毎日新聞 2014/07/20 

2002:10. / 390p 
978-4-480-03761-9 
1,100 円〔本体〕+税 

*9784480037619*

 

MONKEY 
柴田 元幸 著 
スイッチ・パブリッシング 
「MONKEY」は文学を通して、今私たちがいる世界の魅力を伝えます。 
毎日新聞 2014/07/20 

2014:06. / 159p 
978-4-88418-393-6 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784884183936*

 

トワイライト・シャッフル 
乙川 優三郎 著 
新潮社 
窮屈な現実に追われてきたが、まだ思い出に生きる歳ではない。大佛賞受賞作『脊

梁山脈』で「戦後」を描いた著者の現代小説。 
毎日新聞 2014/07/20 

2014:06. / 284p 
978-4-10-439306-0 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784104393060*

 

書物変身譚～琥珀のアーカイヴ～ 
今福 龍太 著 
新潮社 
書物とは地質学的時間と歴史的時間を結んで生じた、大いなる変身の産物である

――電脳化されてもなお遺る、魅力の本質を探る。 
毎日新聞 2014/07/20 

2014:06. / 285p 
978-4-10-335791-9 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784103357919*

 

殺人出産 
村田 沙耶香 著 
講談社 
１０人産めば、１人殺してもいい──。「殺人出産制度」が認められた世界。殺人は、本

当に悪なのか？ 普遍のテーマに挑む衝撃作！ 
毎日新聞 2014/07/20 

2014:07. / 188p 
978-4-06-219046-6 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784062190466*

 

ねずみに支配された島 
ウィリアム・ソウルゼンバーグ/ 野中 香方子 著 
文藝春秋 
海鳥の脳と目玉を食らうネズミの脅威。貴重種を守るために、世界中の島々で大規模

な殲滅作戦が始まった。戦慄のノンフィクション。 
毎日新聞 2014/07/20 

2014:06. / 301p 
978-4-16-390081-0 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784163900810*

 

泥だらけのカルテ～家族のもとに遺体を帰しつづける歯科医が見たものは?～(世の

中への扉) 
柳原 三佳 著 
講談社 
すべてを奪い去った３・１１の津波。遺体を家族のもとに帰しつづける歯科医の背中

が、壊滅状態の故郷の人々を復興に立ち上がらせた！ 
毎日新聞 2014/07/20 

2014:02. / 173p 
978-4-06-218777-0 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784062187770*
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小林秀雄の思ひ出(文春学藝ライブラリー 雑 8) 
郡司 勝義 著 
文藝春秋 
その近くで活動を見つめた者だけが知る「日本の知性」の真実――小林秀雄の思想

と人物を考える上で必読の、側近による回想録が復刊。 
毎日新聞 2014/07/20 

2014:06. / 557p 
978-4-16-813021-2 
1,730 円〔本体〕+税 

*9784168130212*

 

FUJISAN 世界遺産への道 
近藤 誠一 著 
毎日新聞社 
石見銀山、平泉、そして富士山。いずれも難しいとされた世界遺産登録を「逆転」で

勝ち取った舞台裏と、文化外交への熱き思いを、第 20 代文化庁長官が綴る。 
毎日新聞 2014/07/20 

2014:06. / 254p 
978-4-620-32247-6 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784620322476*

 

鉄道ひとつばなし(講談社現代新書)  
原 武史 著 
講談社 
鉄道から日本社会の本質が見えてくる！ 明治以降くり返された天皇の御幸は鉄道

なしにはありえなかった。日本人の時間意識と時刻表の関係、駅名に関する考察な

ど、話題の名コラムを新書化。 
毎日新聞 2014/07/20 

2003:09. / 288p 
978-4-06-149680-4 
740 円〔本体〕+税 

*9784061496804*

 

なぜ貧しい国はなくならないのか～正しい開発戦略を考える～ 
大塚 啓二郎 著 
日本経済新聞出版社 
途上国が離陸できないのは、処方箋が間違っているからだ! シカゴ流の経済理論と

豊富な現場経験に基づき、脱貧困の経済戦略を明かす。経済学はともかくも「開発

経済学」については知りたいと思っている人のための入門書。 
毎日新聞 2014/07/20 

2014:03. / 271p 
978-4-532-35597-5 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784532355975*

 

SELF DEFENSE「逃げるが勝ち」が身を守る 
武田 信彦/ Noritake 著 
講談社 
「死角をなくせ」「ひとりにならない場所を歩く」…。全国で安全に関する講演やセミナ

ーの講師を多数務める著者が、危険から身を守る簡単なコツを伝授。「手首をつかま

れたら?」など、具体的な実践は図で分かりやすく解説。 
毎日新聞 2014/07/20 

2014:07. / 188p 
978-4-06-219034-3 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784062190343*

 

モノクロームの国鉄～SINCE 1965-1980～(イカロス MOOK) 
諸河 久 著 
イカロス出版 
ブローニー判モノクロフィルムに精緻に記録された国鉄時代の名車たちがよみがえ

る! 蒸気機関車から客車まで、 新デジタル技術でリマスターされた国鉄 78 形式の

高画質写真を収録。『鉄道ダイヤ情報』連載をもとに書籍化。 
毎日新聞 2014/07/20 

2014:07. / 189p 
978-4-86320-880-3 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784863208803*
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とらわれた二人～無実の囚人と誤った目撃証人の物語～ 
ジェニファー・トンプソン�カニーノ/ ロナルド・コットン/ エリン・トーニオ 著 
岩波書店 
レイプに遭った上、誤った目撃証言で冤罪を引き起こしたジェニファーと、無実であり

ながら終身刑を言い渡されたコットン。11 年後、コットンの無実が証明され 2 人は出

会う-。ゆるしとは何かを問いかけるノンフィクション。 
毎日新聞 2014/07/20 

2013:12. / 7p,338p 
978-4-00-025945-3 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784000259453*

 

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 
毎日新聞 2014/07/20、朝日新聞 2014/07/27 

2014:06. / 430p,14p 
978-4-560-08357-4 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784560083574*

 

原点が存在する～谷川雁詩文集～(講談社文芸文庫)  
谷川 雁/ 松原 新一 著 
講談社 
再評価の機運高まる「伝説の詩人」の詩文集。50 年代、戦後 大のメタファー詩人と

絶賛され、カリスマ的オルガナイザーとしても活動するが後半生は詩作をやめ謎の沈

潜。詩と評論による谷川文学再発見の試み。 
毎日新聞 2014/07/27 

2009:11. / 277p 
978-4-06-290067-6 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784062900676*

 

円谷英二の言葉～ゴジラとウルトラマンを作った男の１７３の金言～(文春文庫 み

３９-１） 
右田 昌万 著 
文藝春秋 
日本の特撮の神様、円谷英二。「金に困ったら発明すればいい」「胃に穴があくまで

考えないと」etc．逆境の中で創造を続けた男の魂の言葉 173。 
毎日新聞 2014/07/27 

2011:04. / 239p 
978-4-16-780129-8 
629 円〔本体〕+税 

*9784167801298*

 

「ゴジラ」とわが映画人生(ワニブックス〈ｐｌｕｓ〉新書)  
本多猪四郎 著 
ワニブックス 
映画との出会い、戦争体験、撮影所の青春時代、東宝怪獣映画に託した想い、黒澤

明との友情などを語る。映画を愛し、映画と共に生きた、「ゴジラの父」本多猪四郎が

遺した唯一の本格インタビュー集。 
毎日新聞 2014/07/27 

2010:12. / 268p 
978-4-8470-6027-4 
800 円〔本体〕+税 

*9784847060274*

 

絵本作家のアトリエ<3> 
福音館書店母の友編集部 著 
福音館書店 
伝えたいことを、自分らしく 
毎日新聞 2014/07/27 

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

*9784834027631*
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日露戦争史<1> 
半藤 一利 著 
平凡社 
日本を変えた日露戦争を詳細に描く大作前編 
毎日新聞 2014/07/27 

2012:06. / 390p 
978-4-582-45443-7 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784582454437*

 

正しいビジネス～世界が取り組む「多国籍企業と人権」の課題～ 
ジョン・ジェラルド・ラギー/ 東澤 靖 著 
岩波書店 
ビジネスの「常識」とすべき画期的アプローチ! 
毎日新聞 2014/07/27 

2014:05. / 
18p,275p,28p 
978-4-00-025976-7 
3,400 円〔本体〕+税 

*9784000259767*

 

吾輩ハ猫ニナル 
横山 悠太 著 
講談社 
「奇抜卓抜」「出色」「素晴らしい」「傑出している」「感心した」選考委員激賞、文芸時

評絶賛の話題作！！ 
毎日新聞 2014/07/27 

2014:07. / 135p 
978-4-06-219064-0 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784062190640*

 

日露戦争史<3> 
半藤 一利 著 
平凡社 
天気晴朗なれども波高し──戦いは黒溝台、奉天を経て日本海海戦へ。連合艦隊は

バルチック艦隊に大勝利するが日本のその後は！？ 
毎日新聞 2014/07/27 

2014:01. / 415p 
978-4-582-45446-8 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784582454468*

 

映画の奈落～北陸代理戦争事件～ 
伊藤 彰彦 著 
国書刊行会 
実録ヤクザ映画『北陸代理戦争』をめぐる男たちの戦い。関係者への直接取材と緻

密な脚本分析によって浮き彫りにするドキュメント。 
毎日新聞 2014/07/27 

2014:05. / 315p,8p 
978-4-336-05810-2 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784336058102*

 

藤田湘子の百句～俳句は意味ではない、リズムだ。～ 
小川 軽舟 著 
ふらんす堂 
「俳句は意味ではない、リズムだ」 1 つの作風ができあがってもそれに安住することな

く新しい境地をめざして自己変革を続けた藤田湘子。その作品の中から 100 句を選

び、解説を付す。初句索引も収録。 
毎日新聞 2014/07/27 

2014:07. / 203p 
978-4-7814-0685-5 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784781406855*

 

神と黄金～イギリス,アメリカはなぜ近現代世界を支配できたのか～<下> 
ウォルター・ラッセル・ミード/ 寺下 滝郎 著 
青灯社 
アメリカは衰退するのか、しないのか? 米国 高の知性が、アングロ-アメリカ人の世

界制覇の要因や今後を、その海洋国家システムや変化を重視する動的宗教、価値

観に着目して、歴史的視野から明かす。 
毎日新聞 2014/07/27 

2014:05. / 370p 
978-4-86228-071-8 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784862280718*
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日露戦争史<2> 
半藤 一利 著 
平凡社 
日本人はこの戦争を境にどう変わり、今に至ったのか? 近代日本に決定的な転機を

もたらした日露戦争を詳細に描く。2 は、南山の戦いから旅順要塞陥落までを綴る。

総合文芸誌『こころ』連載をもとに書籍化。 
毎日新聞 2014/07/27 

2013:02. / 414p 
978-4-582-45444-4 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784582454444*

 

神と黄金～イギリス,アメリカはなぜ近現代世界を支配できたのか～<上> 
ウォルター・ラッセル・ミード/ 寺下 滝郎 著 
青灯社 
秘密は 2 つの G、神(God)と黄金(Gold)の特殊な接合にある。つまり、資本主義と結

託した特異なキリスト教こそが鍵だ-。17 世紀以降、1 度も負け組に回ったことがない

英米の強さの秘密を解き明かす。 
毎日新聞 2014/07/27 

2014:04. / 380p 
978-4-86228-070-1 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784862280701*

 

二千七百の夏と冬<上> 
荻原 浩 著 
双葉社 
ダム建設の工事中、しっかりと手を重ね、互いに顔を向け合った縄文人男性と弥生人

女性の人骨が発見された。男女にどんなドラマがあったのか。新聞記者の佐藤香椰

は謎にのめりこんでいく…。『小説推理』掲載を単行本化。 
毎日新聞 2014/07/27 

2014:06. / 282p 
978-4-575-23863-1 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784575238631*

 

木材・石炭・シェールガス～文明史が語るエネルギーの未来～(PHP 新書 922) 
石井 彰 著 
ＰＨＰ研究所 
太陽光発電などの再生可能エネルギーはエネルギー効率が非常に低く、大規模な

生態系破壊が必要条件となる-。「再生可能エネルギー幻想」ともいうべき、エネルギ

ーの現実を語り、シェールガスや新技術が変える未来を見通す。 
毎日新聞 2014/07/27 

2014:05. / 254p 
978-4-569-81797-2 
780 円〔本体〕+税 

*9784569817972*

 

二千七百の夏と冬<下> 
荻原 浩 著 
双葉社 
紀元前七世紀、東日本。野に獣を追い、木の実を集める日々を送る少年ウルク。村

は神の実“コーミー”の話でもちきりだ。そんなある日、彼は禁忌の森でカヒィという名

の不思議な少女と出会い…。『小説推理』掲載を単行本化。 
毎日新聞 2014/07/27 

2014:06. / 306p 
978-4-575-23864-8 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784575238648*

 

不敗の格闘王前田光世伝～グレイシー一族に柔術を教えた男～(祥伝社黄金文庫 
G こ 17-1) 
神山 典士 著 
祥伝社 
明治時代に世界を放浪し、異種格闘技戦 2000 試合無敗の伝説を残した前田光世。

柔道の普及に命を懸けた青春時代から、ブラジルの日本人移民の手助けに全力を

注いだ後半生まで。グレイシー一族に柔道を伝えた男の足跡を辿る。 
毎日新聞 2014/07/27 

2014:06. / 339p 
978-4-396-31641-9 
690 円〔本体〕+税 

*9784396316419*

 


