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ワケありな日本の領土～尖閣諸島・竹島・北方領土 3 つの領土問題を徹底解説

～ 
沢辺 有司 著 
彩図社 
領有権をめぐって他国と問題になっている「尖閣諸島」「竹島」「北方領土」の 3 つに

ついて、地理的・歴史的・法的な側面から多角的にアプローチ。日本人なら知って

おくべき領土問題の課題と現状を客観的に解説する。 
産経新聞 2014/08/02 

2014:08. / 221p 
978-4-8013-0016-3 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784801300163*

 

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

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

を、ミクロとマクロの幅広い視点から分析する。 
産経新聞 2014/08/02 

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

*9784833420822*

 

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。 
産経新聞 2014/08/02、毎日新聞 2014/08/03 

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

*9784582836479*

 

医療詐欺～「先端医療」と「新薬」は、まず疑うのが正しい～(講談社+α 新書 661-
1B) 
上 昌広 著 
講談社 
ＳＴＡＰ細胞騒動、患者のたらい回し、高度医療の実態……、医療崩壊超高齢社会

を生き抜く知恵を「医療ガバナンスの旗手」が授ける！ 
産経新聞 2014/08/03 

2014:07. / 203p 
978-4-06-272857-7 
840 円〔本体〕+税 

*9784062728577*

 

途上なやつら 
まさき としか 著 
中央公論新社 
どうやら僕はあの女に捨てられたらしい-。母親に置き去りにされた純矢があずけら

れたのは、正体不明の「絵に描いたようなデブ」である歌子のもと、落ちこぼれの大

人ばかりが居候するボロ家だった。書き下ろし長篇。 
産経新聞 2014/08/03 

2014:06. / 306p 
978-4-12-004621-6 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784120046216*
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テキサス親父の大正論～韓国・中国の屁理屈なんて普通のアメリカ人の俺でも崩

せるぜ!～ 
トニー・マラーノ 著 
徳間書店 
動画配信サイト「YouTube」で時事問題の評論を行っている“テキサス親父”トニー・

マラーノが、韓国・中国の反日活動の異常さを指摘し、批判する。室谷克実との対

談も収録。 
産経新聞 2014/08/03 

2014:06. / 191p 
978-4-19-863813-9 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784198638139*

 

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！ 
産経新聞 2014/08/03 

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

*9784309274911*

 

子リスのカリンとキッコ(いのちいきいきシリーズ) 
金治 直美/ はやし ますみ 著 
佼成出版社 
動物園を飛び出した子リスたちの冒険物語 
産経新聞 2014/08/03 

2014:06. / 94p 
978-4-333-02663-0 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784333026630*

 

もどれっ!ルイ 
矢部 美智代/ 陣崎 草子 著 
国土社 
ぼくの家に、茶色い犬のルイがきた。 初のうちルイは不安そうにしていたけれど、

あるときから、ぼくたちは 高の相棒になった。ところが、ある雨の日に…。少年の心

の再生をみずみずしく描く物語。 
産経新聞 2014/08/03 

2014:06. / 95p 
978-4-337-33622-3 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784337336223*

 

一瓦一説～瓦からみる日本古代史～ 
森 郁夫 著 
淡交社 
飛鳥から奈良時代という日本古代の姿を、寺院や宮殿跡で大量に出土する瓦から

読み取る。 
産経新聞 2014/08/03 

2014:07. / 239p 
978-4-473-03951-4 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784473039514*

 

This is the Life 
アレックス・シアラー/ 金原 瑞人/ 中村 浩美 著 
求龍堂 
兄ルイスが故郷を離れ、オーストラリアに渡ってから数十年。元落ちこぼれの弟と高

学歴のルイスとは、それぞれの道を歩んできた。ところが、ルイスの脳に腫瘍がある

ことが判明し…。著者の実体験を基にした物語。 
産経新聞 2014/08/03 

2014:03. / 301p 
978-4-7630-1417-7 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784763014177*
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震災メメントモリ～第二の津波に抗して～ 
金菱 清 著 
新曜社 
死者を忘却し、海と人の歴史を断ち切る巨大防潮堤建設計画を進め、故郷を捨て

させる復興政策。それとは正反対の“死者に寄り添う”復興のあり方を被災地から問

いかける。被災地の写真、津波で父を亡くした女性の手記も収録。 
産経新聞 2014/08/03 

2014:05. / 12p,240p 
図版 14p 
978-4-7885-1389-1 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784788513891*

 

お言葉ですが…<別巻 6> 司馬さんの見た中国 
高島 俊男 著 
連合出版 
司馬遼太郎さんは中国の歴史をどう見ていたのか。日本語の語源についてのさま

ざまな人たちの考え、中国語を学ぶ楽しさ、本の作りかたにかかわることなど、言葉

をめぐる面白エッセイを収録。別巻 1?6 の通巻索引も収録。 
産経新聞 2014/08/03 

2014:06. / 284p 
978-4-89772-286-3 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784897722863*

 

古典が最強のビジネスエリートをつくる 
齋藤 孝 著 
毎日新聞社 
経済活動の深みを知る「フランクリン自伝」、ビジネスの戦略を学ぶ「孫子」、日常の

意識を変える「武士道」…。人類の遺産である古典を取り上げ、ビジネスに役立つ

“生きた教養”を伝授する。 
産経新聞 2014/08/09 

2014:03. / 231p 
978-4-620-32251-3 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784620322513*

 

ターンオーバー 
堂場 瞬一 著 
角川春樹事務所 
高校野球、アメリカンフットボール、やり投、マラソン、ラグビー…。プレーする興奮と

観る感動をそのままに、アスリートたちの様々な瞬間を切り取った、手に汗握る純ス

ポーツ小説集。『ランティエ』掲載を単行本化。 
産経新聞 2014/08/09 

2014:08. / 247p 
978-4-7584-1244-5 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784758412445*

 

お国のために～特攻隊の英霊に深謝す～ 
佐藤 守 著 
青林堂 
元戦闘機乗りの著者が、「特攻とは何だったのか?」をはじめ、突入するまでの操縦

席での特攻隊員の意識、特攻の“父”大西中将の人柄、海軍操縦者養成計画の無

計画さ、国のために散華した英霊たちの怒りと悲しみについて綴る。 
産経新聞 2014/08/09 

2014:07. / 245p 
978-4-7926-0497-4 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784792604974*

 

わたしちゃん(おはなしだいすき) 
石井 睦美/ 平澤 朋子 著 
小峰書店 
引っ越し先でできた、はじめての友達 
産経新聞 2014/08/10 

2014:07. / 69p 
978-4-338-19228-6 
1,100 円〔本体〕+税 

*9784338192286*
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太平洋戦争を考えるヒント 
保阪 正康 著 
ＰＨＰ研究所 
戦後も 70 年を迎えようとする今、昭和史の見直しは、「右傾化」がささやかれる日本

人にとって不可欠であることを説く評論とエッセイ。 
産経新聞 2014/08/10 

2014:06. / 383p 
978-4-569-65451-5 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784569654515*

 

ガリばあとなぞの石 
たから しげる/ かとう くみこ 著 
文溪堂 
都会から山奥に引っ越し大叔母さんのガリばあと暮らすことになった誠大。 妙な人

に追いかけられたり、大変な毎日。 
産経新聞 2014/08/10 

2014:07. / 134p 
978-4-7999-0065-9 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784799900659*

 

葛根廟事件の証言～草原の惨劇・平和への祈り～ 
興安街命日会 編 
新風書房 
1945 年 8 月 14 日、葛根廟付近においてソ連正規軍戦車隊が興安街からの邦人

避難民に対して行った大量殺戮に関する記録。生還者及び遺族の手記、興安街

にまつわる人々の想い、出版された関連の本と映像などを収録する。 
産経新聞 2014/08/10 

2014:08. / 563p 
978-4-88269-794-7 
3,700 円〔本体〕+税 

*9784882697947*

 

狂喜の読み屋(散文の時間) 
都甲 幸治 著 
共和国/editorial republica 
古今東西の名作から、あのベストセラーまで。話題のアメリカ文学者・都甲幸治がお

すすめする、とびきりのブックガイド！ 
産経新聞 2014/08/10 

2014:06. / 285p 
978-4-907986-00-1 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784907986001*

 

春の庭 
柴崎 友香 著 
文藝春秋 
あの水色の家の中を覗いてみたい――一人の女性の好奇心が、街に積もる時間と

記憶の物語をひもといていく。鮮烈な文学のパノラマ。 
産経新聞 2014/08/10、日本経済新聞 2014/08/10、読売新聞 2014/08/17 

2014:07. / 141p 
978-4-16-390101-5 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784163901015*

 

勁草の人～戦後日本を築いた財界人～ 
高杉 良 著 
文藝春秋 
高度経済成長期。日本興業銀行の頭取を務め、大きな経済案件に必ず関わり、戦

後復興の礎を築いた男・中山素平を描く決定版評伝小説。 
産経新聞 2014/08/16 

2014:07. / 381p 
978-4-16-390090-2 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784163900902*

 

辣(ラー)の道～トウガラシ 2500 キロの旅～ 
加藤 千洋 著 
平凡社 
４００年前新大陸で生まれた唐辛子が中国で辿ったルート２５００キロを旅し日本で

は京都・東京の唐辛子談も。スパイシーな図版も多数 
産経新聞 2014/08/16 

2014:01. / 198p 
978-4-582-83643-1 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784582836431*
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給食室のはるちゃん先生(はじめてのノンフィクションシリーズ) 
光丘 真理 著 
佼成出版社 
おいしい給食を作る学校栄養士の仕事を紹介 
産経新聞 2014/08/17 

2014:07. / 96p 
978-4-333-02669-2 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784333026692*

 

海洋地球研究船「みらい」とっておきの空と海 
柏野 祐二/ 堀 E.正岳/ 内田 裕/ ネイチャー・プロ編集室 著 
幻冬舎 
海の波がなくなる赤道直下、雨と晴れの境目、オーロラが踊る北極の海、南極にそ

びえるアイスブルーの氷山…。おもに、海洋地球研究船「みらい」の観測航海にお

いて撮影された、とっておきの風景を紹介する。 
産経新聞 2014/08/17 

2014:06. / 95p 
978-4-344-02588-2 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784344025882*

 

旅鞄(トランク)いっぱいのパリふたたび～文具と雑貨をめぐる旅～ 
堤 信子 著 
実業之日本社 
パリっ子と著者だけが知っている、お洒落なパリグッズが満載! オペラ地区、マレ地

区などのエリアごとに、とっておきの雑貨と文具とカフェ情報を紹介。古紙市、古本

市といったイベントも収録する。 
産経新聞 2014/08/17 

2014:08. / 156p 
978-4-408-21523-5 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784408215235*

 

ぼくと戦争の物語(ものがたりの庭) 
漆原 智良/ 山中 桃子 著 
フレーベル館 
東京・浅草にうまれそだった少年、心平。友だちと毎日楽しくすごしていたが、戦争

が激しくなった昭和 19 年、福島に疎開することになり…。戦災孤児となった漆原智

良が描く、戦争があったあのころ。 
産経新聞 2014/08/17 

2014:07. / 135p 
978-4-577-04250-2 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784577042502*

 

ルコちゃんはどこ?(たんぽぽえほんシリーズ) 
間部 香代/ 市居 みか 著 
鈴木出版 
ずり、ずど、ずどどど…。三輪車をひきずって、ルコちゃんがルコちゃんを探していま

す。みーつけた! でも、ちがう。ルコちゃんが会いたいルコちゃんは、どこ? 楽しくて

元気いっぱいの絵本。 
産経新聞 2014/08/17 

2014:06. / 1 冊(ページ

付なし) 
978-4-7902-5272-6 
1,100 円〔本体〕+税 

*9784790252726*

 

子供たちに伝えたい日本の戦争～あのときなぜ戦ったのか～ 
皿木 喜久 著 
産経新聞出版 
あなたは子や孫に教えられますか? 日本が戦った本当の理由を…。日清・日露、米

英との戦いなどについて解説します。『産経新聞』連載「子供たちに伝えたい日本

人の近現代史」から戦争に関する部分を取捨選択し単行本化。 
産経新聞 2014/08/17 

2014:07. / 246p 
978-4-8191-1248-2 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784819112482*
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日本人の百年戦争～戦後、子どもたちが学べなかった近現代史～ 
坂本 大典 著 
展転社 
黒船来航以来、近代日本の歴史は外圧との闘いであった-。薩英、馬関、日清、日

露、第一次大戦、満州、日支事変から大東亜戦争まで、日本民族の「百年戦争」を

明らかにする。 
産経新聞 2014/08/17 

2014:08. / 339p 
978-4-88656-406-1 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784886564061*

 

日本経済がなければ中国・韓国は成り立たない 
真壁 昭夫 著 
海竜社 
東アジアをリードできるのは日本だけ。わが国の底力を発揮せよ! マーケット出身の

経済学者が、中国・韓国のいびつな経済構造を解説するとともに、その経済から日

本の技術力を守り、賢く付き合う方法を提言する。 
産経新聞 2014/08/23 

2014:08. / 223p 
978-4-7593-1387-1 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784759313871*

 

自壊する中国反撃する日本～日米中激突時代始まる!～ 
古森 義久/ 石 平 著 
ビジネス社 
「つけあがる中国」と「ためらうアメリカ」に日本はどう対峙すべきか? 日本にとっては

国運にかかわる米中関係のあり方を、ジャーナリスト・古森義久と中国ウォッチャー・

石平が徹底討論する。 
産経新聞 2014/08/23 

2014:08. / 243p 
978-4-8284-1763-9 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784828417639*

 

フランス人の不思議な頭の中 
山口 昌子 著 
KADOKAWA 
悪口をいってはいけない偉人がいる、好戦的でリベルタン(好色)、夏季のバカンス

中は医師すら不在…。21 年にわたり新聞社のパリ支局長を務めた著者が、日本人

が知らない大国フランスをレポートする。 
産経新聞 2014/08/24 

2014:07. / 252p 
978-4-04-653308-1 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784046533081*

 

時限紙幣～ゴーストマン～ 
ロジャー・ホッブズ/ 田口 俊樹 著 
文藝春秋 
クアラルンプールの摩天楼内の銀行襲撃計画。爆薬の仕掛けられた金の奪還。裏

社会のディテール満載で描く 21 世紀 高の犯罪小説。 
産経新聞 2014/08/24 

2014:08. / 405p 
978-4-16-390107-7 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784163901077*

 

移民亡国論～日本人のための日本国が消える!～ 
三橋 貴明 著 
徳間書店 
外国人労働者と移民の受け入れ拡大が国民から財産と主権を奪う! 世界中で移民

政策が大混乱を引き起こしている現状と、日本に外国人を大量流入させようとする

者たちの正体を暴く。 
産経新聞 2014/08/24 

2014:06. / 247p 
978-4-19-863815-3 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784198638153*
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コウノトリよみがえる里山(つながってるよいのちの WA!) 
宮垣 均 著 
小峰書店 
里山の四季の中でくらすコウノトリ 
産経新聞 2014/08/24 

2014:07. / 36p 
978-4-338-27004-5 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784338270045*

 

日本の森 100～日本森林インストラクター協会選定～ 
日本森林インストラクター協会 著 
山と渓谷社 
北海道から沖縄県まで、「日本の森 100」について、具体的な歩き方、森林の特徴、

その森林に関わる歴史や文化などを解説。ゆっくり森林を観察しながら、1 日か半

日で楽しめるコースを紹介する。 
産経新聞 2014/08/24 

2014:06. / 223p 
978-4-635-78005-6 
1,980 円〔本体〕+税 

*9784635780056*

 

敗者の日本史<19> 二・二六事件と青年将校 
筒井 清忠 著 
吉川弘文館 
蹶起した青年将校たちの“昭和維新”はなぜ失敗し、彼らは敗者とされたのか。計画

から実行・鎮圧、後世の影響までを克明に再現。 
産経新聞 2014/08/24 

2014:08. / 9p,254p,4p 
978-4-642-06465-1 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784642064651*

 

美の侵犯～蕪村×西洋美術～ 
北川 健次 著 
求龍堂 
西洋の美術家たちの表現世界に、与謝蕪村の俳句と重なるイメージの数々があっ

た。蕪村の俳句と西洋美術を対にし、いかに芸術家たちの魂が触れ合っているかを

紹介する。『ギャラリー』連載に書き下ろしを加え単行本化。 
産経新聞 2014/08/24 

2014:06. / 207p 
978-4-7630-1429-0 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784763014290*

 

事典にない大阪弁～絶滅危惧種の大阪ことば～ 
旭堂 南陵 著 
浪速社 
大阪には豹柄のおばちゃんは、いてまへん。北新地は、「きたのしんち」と読みまん

ねん-。著者が収集した大阪弁を 50 音順に紹介する。大阪のうまいもん薀蓄帳、大

阪に残る昭和の風景も収録。 
産経新聞 2014/08/24 

2014:07. / 217p 
978-4-88854-478-8 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784888544788*

 

「慰安婦」政府資料が証明する<河野談話>の虚構 
勝岡 寛次 著 
明成社 
慰安婦は「性奴隷」の境遇にあったのか。日本政府や日本軍による「強制連行」は

あったのか。「河野談話」発出の背景をめぐる検証報告書と関連する政府資料を精

査・検証し、「河野談話」の虚構性を論証する。 
産経新聞 2014/08/24 

2014:08. / 141p 
978-4-905410-30-0 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784905410300*
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脳に棲む魔物 
スザンナ・キャハラン/ 澁谷 正子 著 
KADOKAWA 
ある日突然、正気と狂気の境界線を超えた 24 歳の女性記者。医師のだれもが治

療困難な精神疾患の診断を下したが……！ 医学ミステリーを超える面白さ。ＮＹタ

イムズ第 1 位の衝撃の医療ノンフィクション。映画化決定 
産経新聞 2014/08/30 

2014:05. / 374p 
978-4-04-731397-2 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784047313972*

 

中国に NO と言える日本 
田母神 俊雄 著 
徳間書店 
アメリカ以上に厄介な国になりつつある中国に、日本は毅然と対応すべきだ! 中国

の動き、歴史認識問題、日中両軍の戦力などについて綴る。週刊『アサヒ芸能』連

載「田母神大学校」を大幅に加筆・再構成。 
産経新聞 2014/08/30 

2014:08. / 228p 
978-4-19-863843-6 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784198638436*

 

音楽辞典～ブルー・アイランド版～ 
青島 広志/ 青島 広志 著 
学研パブリッシング 
月刊「モーストリー・クラシック」に連載中の人気エッセイを書籍化。抱腹絶倒のエピ

ソードが５０音順でつづられる。 
産経新聞 2014/08/31 

2014:06. / 219p 
978-4-05-800288-9 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784058002889*

 

映画監督という生き様(集英社新書 0750) 
北村 龍平 著 
集英社 
圧倒的な映像美、相次ぐ話題作の発表、ハリウッド映画進出、日本人監督であるこ

とを微塵も感じさせない撮影術…。ハリウッドに拠点を置き、一人気を吐き続ける稀

有な映画監督の映画観・撮影術、破天荒な生き様を紹介する。 
産経新聞 2014/08/31 

2014:08. / 222p 
978-4-08-720750-7 
740 円〔本体〕+税 

*9784087207507*

 

弱者の戦略(新潮選書) 
稲垣 栄洋 著 
新潮社 
弱肉強食の世界で、弱者はどうやって生き延びてきたのか？ メスに化ける、動か

ない、早死にする等、生き物たちの驚異の戦略の数々。 
産経新聞 2014/08/31 

2014:06. / 171p 
978-4-10-603752-8 
1,100 円〔本体〕+税 

*9784106037528*

 

観察の記録六〇年～秘蔵写真が語る自然のふしぎ～ 
矢島 稔 著 
平凡社 
初公開の秘蔵写真で明かす観察人生の面白さ 
産経新聞 2014/08/31 

2014:04. / 166p 
978-4-582-52734-6 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784582527346*
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いえでをしたくなったので 
リーゼル・モーク・スコーペン/ ドリス・バーン/ 松井 るり子 著 
ほるぷ出版 
木、池、洞窟…。うちにいるのがいやになったら、荷物を詰めて、好きなところに引っ

越そう! 色を抑えたイラストから、鮮やかで生き生きとした子どもたちの世界が浮か

び上がってくる、1969 年にアメリカで刊行された絵本。 
産経新聞 2014/08/31 

2014:07. / [40p] 
978-4-593-50565-4 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784593505654*

 

消えた神父を追え!～BOAC スチュワーデス殺人事件の謎を解く～ 
大橋 義輝 著 
共栄書房 
警視庁開闢以来の大失態と言われ、松本清張「黒い福音」のモデルにもなった

BOAC スチュワーデス殺人事件。取り調べの 中に突如帰国し、日本人を茫然とさ

せた、重要参考人の外国人神父を追う。 
産経新聞 2014/08/31 

2014:08. / 185p 
978-4-7634-1061-0 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784763410610*

 

知られざる文豪直木三十五～病魔・借金・女性に苦しんだ「畸人」～ 
山崎 國紀 著 
ミネルヴァ書房 
「直木賞」の由来となった作家、その素顔 
産経新聞 2014/08/31、東京・中日新聞 2014/08/31 

2014:07. / 15p,394p,8p
978-4-623-07063-3 
3,500 円〔本体〕+税 

*9784623070633*

 

岩波講座現代法の動態<1> 法の生成/創設 
長谷部 恭男/ 佐伯 仁志/ 荒木 尚志/ 道垣内 弘人/ 大村 敦志/ 亀本 洋 
著 
岩波書店 
第一線で活躍する研究者たちが、激変する社会のなかで「変動する法」を問う。1
は、法観念の生成の経緯をたどるとともに、現代における具体的な法の生成と創設

のあり方、海外の動向を検討する。 
朝日新聞 2014/08/03 

2014:05. / 9p,244p 
978-4-00-011361-8 
3,600 円〔本体〕+税 

*9784000113618*

 

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 
朝日新聞 2014/08/03 

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

*9784000222907*

 

ヒロシマはどう記録されたか<上> 昭和二十年八月六日(朝日文庫 お 71-1) 
小河原 正己 著 
朝日新聞出版 
昭和 20 年 8 月 6 日、原爆の一閃により広島の街が壊滅した-。「爆心地のジャーナ

リスト」たちが残した証言や手記・写真などを軸に、核の時代の原点・ヒロシマ被爆の

実相に迫る。 
朝日新聞 2014/08/03 

2014:07. / 301p 
978-4-02-261800-9 
600 円〔本体〕+税 

*9784022618009*
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ヒロシマはどう記録されたか<下> 昭和二十年八月七日以後(朝日文庫 お 71-2) 
小河原 正己 著 
朝日新聞出版 
カメラマンは、涙をこぼしながら被爆当日の広島を撮った-。「爆心地のジャーナリス

ト」たちが残した証言や手記・写真などを軸に、核の時代の原点・ヒロシマ被爆の実

相に迫る。福島原発事故に関連した「未来への伝言」も収録。 
朝日新聞 2014/08/03 

2014:07. / 367p 
978-4-02-261801-6 
680 円〔本体〕+税 

*9784022618016*

 

ヒロシマの風～伝えたい、原爆のこと～(角川つばさ文庫 D よ 1-1) 
男鹿 和雄/ YUME 著, 吉永 小百合 編 
KADOKAWA 
1945 年 8 月 6 日。広島は、この日、地獄になった-。現代の小学生の目線で原爆を

追体験する書き下ろしストーリー。さらに実際に原爆を体験した人たちが作った原

爆詩 20 編を収録する。 
朝日新聞 2014/08/03 

2014:07. / 173p 
978-4-04-631407-9 
600 円〔本体〕+税 

*9784046314079*

 

はじまりのはる<1>(アフタヌーン KC 897) 
端野 洋子 著 
講談社 
朝日新聞 2014/08/03 

2013:07. / [223p] 
978-4-06-387897-4 
600 円〔本体〕+税 

*9784063878974*

 

はじまりのはる<2> チェーンソー・ラプソディー(アフタヌーン KC 947) 
端野 洋子 著 
講談社 
朝日新聞 2014/08/03 

2013:12. / [239p] 
978-4-06-387947-6 
600 円〔本体〕+税 

*9784063879476*

 

いちえふ～福島第一原子力発電所労働記～<1>(モーニング KC 2318) 
竜田 一人 著 
講談社 
朝日新聞 2014/08/03 

2014:04. / [191p] 
978-4-06-388318-3 
580 円〔本体〕+税 

*9784063883183*

 

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

への危機感と反比例するかのような国内の実像に違和感を覚える中、奇妙な風土

病の噂を耳にし…。『レンザブロー』に掲載された、未完の絶筆長編。 
朝日新聞 2014/08/03 

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

*9784087715699*

 

わたしたちの震災物語～ハート再生ワーカーズ～(愛蔵版コミックス)  
井上 きみどり 著 
集英社 
自らも被災した作者が訪ねた被災地、ボランティア、そして被災者たちの記録マン

ガ。 
朝日新聞 2014/08/03 

2011:11. / 170p 
978-4-08-782396-7 
790 円〔本体〕+税 

*9784087823967*
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若きウェルテルの悩み 改版(新潮文庫)  
ゲーテ/ 高橋 義孝 著 
新潮社 
ゲーテ自身の絶望的な恋の体験を作品化した書簡体小説で、ウェルテルの名が、

恋する純情多感な青年の代名詞となっている古典的名作である。許婚者のいる美

貌の女性ロッテを恋したウェルテルは、遂げられぬ恋であることを知って苦悩の果て

に自殺する……。多くの人々が通過する青春の危機を心理的に深く追究し、人間

の生き方そのものを描いた点で時代の制約をこえる普遍性をもつ。 
朝日新聞 2014/08/03 

1995:06. / 213p 
978-4-10-201501-8 
430 円〔本体〕+税 

*9784102015018*

 

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！ 
朝日新聞 2014/08/03 

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

*9784105058050*

 

アデナウアー～現代ドイツを創った政治家～(中公新書 2266) 
板橋 拓己 著 
中央公論新社 
第 2 次世界大戦の敗北により、人心・国土とも荒廃したドイツ。その復興を担ったの

が首相アデナウアーである。米仏などとの「西側結合」に邁進、ユダヤ人との和解に

も挑んだ、「国父」と呼ばれる保守政治家の生涯を描く。 
朝日新聞 2014/08/03 

2014:05. / 6p,240p 
978-4-12-102266-0 
820 円〔本体〕+税 

*9784121022660*

 

腰・肩・ひざは「ねじって」治す～魔法のリセット・トレーニング～(中公新書ラクレ 
498) 
山内 英雄/ 島 泰三 著 
中央公論新社 
腰痛、肩こり、ひざ痛は偏った姿勢の弊害で、ねじって「リセット」すれば身体はよみ

がえる! ヨガの達人が独自に開発した「リセット・トレーニング」のメソッドを、動物生

態学者がイラストを交えて紹介する。 
朝日新聞 2014/08/03 

2014:06. / 190p 
978-4-12-150498-2 
800 円〔本体〕+税 

*9784121504982*

 

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。 
朝日新聞 2014/08/03 

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

*9784140884362*

 

やや暴力的に 
石原 慎太郎 著 
文藝春秋 
「太陽の季節」以来、半世紀以上にわたり作家として、そして政治家として脚光を浴

び続ける筆者の、過激にしてピュアな傑作短編集。 
朝日新聞 2014/08/03 

2014:06. / 254p 
978-4-16-390078-0 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784163900780*
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若者は本当にお金がないのか?～統計データが語る意外な真実～(光文社新書 
699) 
久我 尚子 著 
光文社 
若者はお金がないから消費をしないのか? 今の若者は実際のところ、月々どれくら

いのお金を手にしているのか? 統計のプロフェッショナルによる画期的な現代若者

論。若者に関するデータ集としても 適。 
朝日新聞 2014/08/03 

2014:06. / 279p 
978-4-334-03802-1 
820 円〔本体〕+税 

*9784334038021*

 

立花隆の「宇宙教室」～「正しく思考する技術」を磨く～ 
立花 隆/ 岩田 陽子 著 
日本実業出版社 
立花隆の発案により、東北の小学校で行った意欲的な「宇宙授業」。子ども達はど

のように「思考する技術」を身につけたのか。実践的授業の記録をまとめる。太陽系

外惑星研究の第一人者・田村元秀らと立花隆との対談も収録。 
朝日新聞 2014/08/03 

2014:07. / 254p 
978-4-534-05200-1 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784534052001*

 

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 
朝日新聞 2014/08/03 

2014:06. / 225p,20p 
978-4-560-08370-3 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784560083703*

 

今日もいい天気<原発事故編>(ACTION COMICS) 
山本 おさむ 著 
双葉社 
不便ではあるけれど、美味しい空気、さわやかな風、人々のあたたかさ、濃密になっ

ていく家族のつながり。幸福なはずの田舎暮らしが突如と破れた！3.11 福島原発

事故。山本家の避難、帰還、怒り、狼狽、絆…。細密な筆致の中に満腔の怒りを込

めて描く！新聞「赤旗」で大好評連載された同作品が待望の単行本化。  
朝日新聞 2014/08/03 

2013:02. / 305p 
978-4-575-84193-0 
714 円〔本体〕+税 

*9784575841930*

 

砂子のなかより青き草 
宮木 あや子/ 宮木 あや子 著 
平凡社 
私しの美しい方をこれ以上苦しめないで―。R-18 文学賞デビューの著者による清

少納言小説の大本命。ファン待望の平安大河ロマン。 
朝日新聞 2014/08/03 

2014:06. / 253p 
978-4-582-83644-8 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784582836448*

 

戦後河川行政とダム開発～利根川水系における治水・利水の構造転換～(現代社

会政策のフロンティア 8) 
梶原 健嗣 著 
ミネルヴァ書房 
社会政策としての河川行政を再考する 
朝日新聞 2014/08/03 

2014:06. / 3p,397p 
978-4-623-07070-1 
7,500 円〔本体〕+税 

*9784623070701*



 13  

 

靖国神社と幕末維新の祭神たち～明治国家の「英霊」創出～ 
吉原 康和 著 
吉川弘文館 
元来、対外戦争戦没者を祀る施設ではなかった靖国神社。創建当初から国家目標

だった志士たちの合祀過程を探り、祭神の実像に迫る。 
朝日新聞 2014/08/03 

2014:07. / 11p,214p 
978-4-642-08258-7 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784642082587*

 

ノー・シューズ 
佐々木 マキ 著 
亜紀書房 
マンガ家デビューから「やっぱりおおかみ」などの絵本創作の背景や、『ガロ』で出

会った人々との交流までを綴ったエッセイと、神戸の下町で過ごした幼少期を描い

たエッセイを収録。1 コママンガの連作も掲載。 
朝日新聞 2014/08/03 

2014:05. / 229p 
978-4-7505-1406-2 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784750514062*

 

ナガサレール イエタテール 
ニコ・ニコルソン 著 
太田出版 
2011 年 3 月 11 日、実家が津波で流された! 「生まれ育った土地に帰りたい」と願う

祖母のため、著者と母は全壊判定の被害を受けた家の再建を決め、さまざまな問

題に立ち向かう。母娘三代の実録自宅再建コミックエッセイ。 
朝日新聞 2014/08/03 

2013:03. / 151p 
978-4-7783-2188-8 
952 円〔本体〕+税 

*9784778321888*

 

ふくしまノート<1>(SUKUPARA SELECTION) 
井上 きみどり 著 
竹書房 
朝日新聞 2014/08/03 

2013:03. / 144p 
978-4-8124-9400-4 
838 円〔本体〕+税 

*9784812494004*

 

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。 
朝日新聞 2014/08/03 

2014:06. / 271p 
978-4-8443-7363-6 
1,580 円〔本体〕+税 

*9784844373636*

 

すしいち！<１>(ＳＰコミックス) 
小川悦司 著 
リイド社 
朝日新聞 2014/08/03 

2014:07. / 188p 
978-4-8458-4580-4 
552 円〔本体〕+税 

*9784845845804*
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日本のおもちゃ絵～絵師・川崎巨泉の玩具帖～ 
川崎 巨泉/ COCHAE 著 
青幻舎 
明治から昭和にかけて生きた絵師・川崎巨泉。郷土玩具に魅せられ、郷土玩具を

専門に描く「おもちゃ絵画家」となった巨泉が残した 52 冊の郷土玩具スケッチ帖を

中心に、選りすぐりのおもちゃ絵を収録する。 
朝日新聞 2014/08/03 

2014:06. / 335p 
978-4-86152-445-5 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784861524455*

 

構造デザインマップ東京 
構造デザインマップ集委員会 編 
総合資格 
東京駅丸の内駅舎、国立代々木競技場、東京スカイツリー…。「東京でおもしろい

建物は? その構造は?」をテーマに、構造の視点から建物をピックアップし、解説す

る。東京近辺の建物も掲載。折り込み MAP 付き。 
朝日新聞 2014/08/03 

2014:06. / 259p 
978-4-86417-121-2 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784864171212*

 

世界遺産百科～全 981 のユネスコ世界遺産～ 
ユネスコ/ コリンズ・バーソロミュー/ 日高 健一郎 著 
柊風舎 
2013 年 7 月までに登録されたユネスコ世界遺産の全 981 件を、登録年順に写真

を交えて紹介。巻頭に、世界遺産の位置を示す大陸別の地図と国別世界遺産一

覧を掲載する。 
朝日新聞 2014/08/03 

2014:07. / 895p 
978-4-86498-015-9 
15,000 円〔本体〕+税 

*9784864980159*

 

日光 100 年洋食の旅(MUSASHI BOOKS) 
小山 薫堂 著 
エフジー武蔵 
日光金谷ホテルに残る 1896 年以降のメニューや宿泊名簿を基に、国内外の著名

人が実際に食べた料理、あるいは宿泊した時代の料理を紹介する。明治、大正、昭

和と受け継がれてきた「100 年洋食」30 皿と 30 人の物語。 
朝日新聞 2014/08/03 

2014:06. / 93p 
978-4-906877-48-5 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784906877485*

 

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。 
朝日新聞 2014/08/03、読売新聞 2014/08/17 

2014:04. / 380p 
978-4-86228-070-1 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784862280701*

 

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。 
朝日新聞 2014/08/03、読売新聞 2014/08/17 

2014:05. / 370p 
978-4-86228-071-8 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784862280718*
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真相～マイク・タイソン自伝～ 
マイク・タイソン/ ジョー小泉/ 棚橋 志行 著 
ダイヤモンド社 
少年院で天才トレーナーに見出され、史上 年少のヘビー級チャンピオンへ。しか

し転落人生がここから始まる。裏切りと陰謀、耳?み事件、破産、幼い娘の死…。マイ

ク・タイソンが自らの人生を赤裸々に語った、心揺さぶる物語。 
朝日新聞 2014/08/03、読売新聞 2014/08/24 

2014:07. / 669p 図版
32p 
978-4-478-02902-2 
2,700 円〔本体〕+税 

*9784478029022*

 

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。 
朝日新聞 2014/08/03、毎日新聞 2014/08/31 

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

*9784163900704*

 

語る兜太～わが俳句人生～ 
金子 兜太/ 黒田 杏子 著 
岩波書店 
長く朝日俳壇の選者を務め、国民文芸としての俳句の普及に多大の貢献をした俳

句界の巨匠が、克明な日記を基に九五年の生涯を振り返り、俳句とは何かを縦横

に語る。敬愛する人々への追憶(書き下ろし)や決定版自選百句を併載。 
朝日新聞 2014/08/04、毎日新聞 2014/08/10 

2014:06. / 6p,275p 
978-4-00-025982-8 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784000259828*

 

遠野物語 remix～付・遠野物語～(角川ソフィア文庫 J102-71) 
京極 夏彦/ 柳田 國男 著 
KADOKAWA 
明治時代に書かれた説話集『遠野物語』を京極夏彦が深く読み解き、新たに結ぶ、

新釈“遠野物語”。ソフィア版には、柳田國男の原著もあわせて収録。京極版と原著

の読み比べなど、楽しみが広がる決定版！ 
朝日新聞 2014/08/10 

2014:06. / 349p 
978-4-04-408322-9 
760 円〔本体〕+税 

*9784044083229*

 

「子育て」という政治～少子化なのになぜ待機児童が生まれるのか?～(角川 SSC
新書 226) 
猪熊 弘子 著 
KADOKAWA 
保育所の補助金、学童保育、予防接種…。子育てと政治は密接な関係にある。子

育ての現場を長年取材してきた著者が、「子育てとそれに対する政治の対応」を多

くのデータを交えて検証。保育新制度の中身と問題点にも触れる。 
朝日新聞 2014/08/10 

2014:07. / 223p 
978-4-04-731437-5 
800 円〔本体〕+税 

*9784047314375*

 

村の家／おじさんの話／歌のわかれ(講談社文芸文庫)  
中野重治 著 
講談社 
朝日新聞 2014/08/10 

1994:03. / ３１５ｐ 
978-4-06-196265-1 
1,050 円〔本体〕+税 

*9784061962651*
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向き合う力(講談社現代新書 2271)  
池上 季実子 著 
講談社 
自分が経験したあらゆる出来事には「意味」があり、それを受け止めて今の私がある

-。デビュー40 年の女優がはじめて明かす、親との葛藤、結婚と離婚、大事故と後

遺症、老後と終活。 
朝日新聞 2014/08/10 

2014:07. / 234p 
978-4-06-288271-2 
760 円〔本体〕+税 

*9784062882712*

 

ハルロック<１>(モ－ニングＫＣ) 
西餅 著 
講談社 
朝日新聞 2014/08/10 

2014:07. / 188p 
978-4-06-388359-6 
560 円〔本体〕+税 

*9784063883596*

 

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。 
朝日新聞 2014/08/10 

2014:05. / 243p 
978-4-10-328322-5 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784103283225*

 

石井桃子のことば(とんぼの本) 
中川 李枝子/ 松居 直/ 松岡 享子/ 若菜 晃子 著 
新潮社 
戦後の児童文学の立役者であり、自立した女性のさきがけでもあった石井桃子の１

００年の人生と仕事をビジュアルに案内。 
朝日新聞 2014/08/10 

2014:05. / 123p 
978-4-10-602251-7 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784106022517*

 

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。 
朝日新聞 2014/08/10 

2014:06. / 207p 
978-4-10-610575-3 
720 円〔本体〕+税 

*9784106105753*

 

花桃実桃(中公文庫 な 64-1) 
中島 京子 著 
中央公論新社 
昭和の香り漂うアパート「花桃館」で、へんてこな住人に面食らい、来し方をふり返っ

ては赤面、行く末を案ずればきりもなし…。40 代シングル女子の人生の転機をほの

ぼのと描く。 
朝日新聞 2014/08/10 

2014:06. / 266p 
978-4-12-205973-3 
580 円〔本体〕+税 

*9784122059733*
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SF 的な宇宙で安全に暮らすっていうこと(新☆ハヤカワ・SF・シリーズ 5015) 
チャールズ・ユウ/ 円城 塔 著 
早川書房 
「僕」はタイムマシンの修理工。母は同じ時間を繰り返すループ・サービスに入った

きりだし、タイムマシン開発をしていた父は失踪中。あるとき、僕はほんのはずみで

「もうひとりの自分」を撃ってしまい…。時間 SF&家族小説。 
朝日新聞 2014/08/10 

2014:06. / 314p 
978-4-15-335015-1 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784153350151*

 

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。 
朝日新聞 2014/08/10 

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

*9784163900797*

 

地下からの贈り物～新出土資料が語るいにしえの中国～(東方選書 46) 
中国出土資料学会 編 
東方書店 
飛躍的に増加している中国の新出土資料。どこからどのようなものが出てきたのか、

それらを使って何がわかるのか。歴史・文学・思想・考古・医学など、多方面にわた

る研究者が、 新の成果を紹介する。 
朝日新聞 2014/08/10 

2014:06. / 17p,363p 
978-4-497-21411-9 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784497214119*

 

残花繚乱 
岡部 えつ 著 
双葉社 
西田りかは上司の柏木荘太と不倫関係を続けている。荘太の妻・美津子は浮気の

事実を?むが、素知らぬふりでりかに見合い相手を紹介し…。複雑に絡み合う男女

のゆくえを描く。Web マガジン『カラフル』連載を単行本化。 
朝日新聞 2014/08/10 

2014:07. / 259p 
978-4-575-23871-6 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784575238716*

 

確実性の終焉～時間と量子論，二つのパラドクスの解決～  
Ｉ．プリゴジン/ 安孫子 誠也/ 谷口 佳津宏 著 
みすず書房 
不確実性にみちた現代にあって、現実世界の難問をいかなる手法で解くか。「時間

のパラドクス」をいかに破るか。「複雑性」や「カオス」という考え方が鍵をにぎる。２１

世紀へのかけ橋となる書。 
朝日新聞 2014/08/10 

1997:11. / ２００ｐ 
978-4-622-04108-5 
4,300 円〔本体〕+税 

*9784622041085*

 

白熱講義これからの日本に都市計画は必要ですか 
蓑原 敬/ 饗庭 伸/ 姥浦 道生/ 中島 直人/ 野澤 千絵/ 日埜 直彦/ 藤村 龍

至/ 村上 暁信 著 
学芸出版社 
日本の都市計画は何をしてきたのですか？ 近代都市計画とは？ 都市計画の現

実、矛盾と展望を明らかにした現役世代に訴える一冊。 
朝日新聞 2014/08/10 

2014:05. / 255p 
978-4-7615-2571-2 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784761525712*
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あしたから出版社(就職しないで生きるには 21) 
島田 潤一郎 著 
晶文社 
多くの読書人に支持されるひとり出版社「夏葉社」の設立から５年。注目の出版人が

伝える、自分に正直な生き方・働き方。 
朝日新聞 2014/08/10 

2014:06. / 283p 
978-4-7949-6851-7 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784794968517*

 

果てしなき渇き(宝島社文庫)  
深町 秋生 著 
宝島社 
朝日新聞 2014/08/10 

2007:06. / ５０９ｐ 
978-4-7966-5839-3 
743 円〔本体〕+税 

*9784796658393*

 

広告やメディアで人を動かそうとするのは、もうあきらめなさい。 
本田 哲也/ 田端 信太郎 著 
ディスカヴァー・トゥエンティワン 
戦略 PR の第一人者と LINE 大ブレイクの仕掛人が、情報爆発・消費者主導の時

代に、人はどうすれば動くのかを、1000 人から 10 億人まで、スケールごとに考察。

人を動かすヒントを紹介する。 
朝日新聞 2014/08/10 

2014:07. / 250p 
978-4-7993-1525-5 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784799315255*

 

養護教諭の社会学～学校文化・ジェンダー・同化～ 
すぎむら なおみ 著 
名古屋大学出版会 
「保健の先生」はくるしい。それはなぜ? 
朝日新聞 2014/08/10 

2014:06. / 4p,339p,21p
978-4-8158-0771-9 
5,500 円〔本体〕+税 

*9784815807719*

 

ももクロ流～5 人へ伝えたこと 5 人から教わったこと～ 
川上 アキラ/ 川上 アキラ 著 
日経ＢＰ社 
観客数十人の路上ライブから、「紅白」「国立」へ。ももいろクローバーZ のチーフマ

ネージャーが、6 年間の歩みと、その成長を支えた育成術を明らかにする。メンバー

ひとりひとりとのトークバトルなども収録。 
朝日新聞 2014/08/10 

2014:06. / 255p 
978-4-8222-7579-2 
1,296 円〔本体〕+税 

*9784822275792*

 

喰らう読書術～一番おもしろい本の読み方～(ワニブックス|PLUS|新書 120) 
荒俣 宏 著 
ワニブックス 
知識を、経験を、喰らう! 稀代の博覧強記・荒俣宏が、何千、何万冊と本を読む中

で得た、もっとも美味しく(おもしろく)、頭の缶詰(本)を食べ(読み)、無駄なく頭の栄

養にするための「アラマタ流読書術」を紹介します。 
朝日新聞 2014/08/10 

2014:06. / 333p 
978-4-8470-6550-7 
917 円〔本体〕+税 

*9784847065507*
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戦後知識人と民衆観 
黒川 みどり 編 
影書房 
戦後の知識人は民衆とどのように向き合い、距離を感じ、共感し、知識人として生成

あるいは変転していったか。その過程と、それぞれの生涯を通した思想と役割を明

らかにし、同時代の他の知識人との比較考察を試みる論考 9 篇。 
朝日新聞 2014/08/10 

2014:06. / 373p 
978-4-87714-447-0 
3,500 円〔本体〕+税 

*9784877144470*

 

1969 新宿西口地下広場 
大木 晴子/ 鈴木 一誌 著 
新宿書房 
かつて、新宿西口地下広場にフォークゲリラがいた。「若者の叛乱」から 70 年代

へ。映画「地下広場」から徹底的に読み解く、1969 年という“転回する時代”。ドキュ

メンタリー映画「'69 春?秋 地下広場」の DVD 付き。 
朝日新聞 2014/08/10 

2014:06. / 255p 
978-4-88008-438-1 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784880084381*

 

寝そべる建築 
鈴木 了二 著 
みすず書房 
詩人にして建築家・立原道造が切り開いた地平を示す表題作ほか、「ル・コルビュジ

エのメディア戦略」をはじめとする<近代主義>批判、近代建築の前夜、著者自身の

携わった作品に関する文章等を集成。 
朝日新聞 2014/08/10、読売新聞 2014/08/31 

2014:06. / 291p 
978-4-622-07791-6 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784622077916*

 

弱いつながり～検索ワードを探す旅～ 
東 浩紀 著 
幻冬舎 
コピーを豊かにするためにこそ、オリジナルを知る。強い絆をより強くするためにこ

そ、弱い絆に身を曝す。そんな逆説を訴えた、著者初の挑発的人生論。『星星峡』

連載「検索ワードをさがす旅」を再構成。 
朝日新聞 2014/08/10、日本経済新聞 2014/08/10 

2014:07. / 164p 
978-4-344-02607-0 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784344026070*

 

戦後責任～アジアのまなざしに応えて～ 
内海 愛子/ 大沼 保昭/ 田中 宏/ 加藤 陽子 著 
岩波書店 
21 世紀の日本がアジアの人々とともに生きていくためには、今なお清算されない戦

争と植民地支配の責任に向き合わなければならない。「戦後責任」に取り組んでき

た学者 3 人と気鋭の現代史家が、日本の未来をかけて語り合う。 
朝日新聞 2014/08/10、日本経済新聞 2014/08/17 

2014:06. / 17p,247p,5p
978-4-00-025854-8 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784000258548*

 

靖国史観～日本思想を読みなおす～ 増補(ちくま学芸文庫 コ 41-2)  
小島 毅 著 
筑摩書房 
なぜ英霊を顕彰する施設を国家が創設したのか? 靖国神社創設の経緯をひもとき

ながら、文明開化で儒教が果たした役割に光をあて、明治維新の独善性を暴きだ

す。歴史観を相対化して、近世から近代を論じる試み。 
朝日新聞 2014/08/10、日本経済新聞 2014/08/31 

2014:07. / 254p 
978-4-480-09627-2 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784480096272*
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理系アナ桝太一の生物部な毎日(岩波ジュニア新書 780) 
桝 太一 著 
岩波書店 
筋トレと登山合宿が必須の「体育会系」生物部の過酷な日々、デートとムシ取りの究

極の選択、アサリ掘りで砂にまみれた大学での研究生活、そして、未知のテレビ業

界へ-。人気 No.1 生物オタクアナの「ムシ熱い」青春記。 
朝日新聞 2014/08/17 

2014:07. / 12p,201p 
978-4-00-500780-6 
840 円〔本体〕+税 

*9784005007806*

 

認知症を知る(講談社現代新書 2269) 
飯島 裕一 著 
講談社 
長年認知症を取材してきたベテラン医療記者が、実母の発病に直面した。取材の

総決算と、介護の実感から綴る、本当に役に立つ１冊。 
朝日新聞 2014/08/17 

2014:06. / 266p 
978-4-06-288269-9 
800 円〔本体〕+税 

*9784062882699*

 

新ハムレット 改版(新潮文庫)  
太宰 治 著 
新潮社 
デカダンス文学の旗手、太宰のもう一つの面、天稟の文学的才能を存分に発揮し

た知性的作品群の中から、西洋の古典や歴史に取材した作品を収める。「ハムレッ

ト」の戯曲形式を踏みながら、そこに現代人の心理的葛藤と現代的悪の典型を描き

込んだ表題作、全作品中もっとも技巧をこらした「女の決闘」、人生の本質的意味を

数頁に結晶させた「待つ」ほか「古典風」「乞食学生」の全 5 編。 
朝日新聞 2014/08/17 

2009:04. / ３６６ｐ 
978-4-10-100612-3 
550 円〔本体〕+税 

*9784101006123*

 

出署せず(新潮文庫 あ-55-3) 
安東 能明 著 
新潮社 
新署長は女性キャリア！ 混乱する所轄署で本庁から左遷された若き警部が難事

件に挑む。人間ドラマ×推理の興奮。本格警察小説集。 
朝日新聞 2014/08/17 

2014:07. / 528p 
978-4-10-130153-2 
750 円〔本体〕+税 

*9784101301532*

 

日本映画隠れた名作～昭和 30 年代前後～(中公選書 018) 
川本 三郎/ 筒井 清忠 著 
中央公論新社 
日本映画の黄金時代である昭和 30 年代前後に公開された作品で、作劇法に本当

の力と誠実性が備わっているにもかかわらず、忘れられた秀作と監督たち。川本三

郎と筒井清忠がそれらを発掘し、作品に込められた意味を甦らせる。 
朝日新聞 2014/08/17 

2014:07. / 301p 
978-4-12-110018-4 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784121100184*

 

駄作(ハヤカワ・ミステリ文庫 HM 404-1) 
ジェシー・ケラーマン/ 林 香織 著 
早川書房 
売れない作家プフェファコーンの親友でベストセラー作家のビルが行方不明にな

り、葬儀が行われた。プフェファコーンはビルの未発表原稿を持ち出し、自作と偽っ

て刊行。作品は大当たりし、ベストセラー作家へと成り上がるが…。 
朝日新聞 2014/08/17 

2014:06. / 566p 
978-4-15-180401-4 
1,100 円〔本体〕+税 

*9784151804014*
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異邦人～世界の辺境を旅する～(文春文庫 う 29-2) 
上原 善広 著 
文藝春秋 
スペインの山間部、ネパール奥地、戦火のバグダッド……迫害され続ける人々の魂

に寄り添って描き出す、大宅賞作家による渾身のルポ。 
朝日新聞 2014/08/17 

2014:07. / 290p 
978-4-16-790150-9 
640 円〔本体〕+税 

*9784167901509*

 

初稿山海評判記 
泉鏡花／小村雪岱 著, 田中励儀 編 
国書刊行会 
鏡花晩年の傑作長編『山海評判記』の初出テキストと、小村雪岱が描いた力作挿絵

全てを１冊に収めた豪華本。詳細な解題も収録。 
朝日新聞 2014/08/17 

2014:07. / 2 冊(別 
978-4-336-05761-7 
14,800 円〔本体〕+税 

*9784336057617*

 

明治・大正・昭和駅弁ラベル大図鑑 
羽島 知之 編 
国書刊行会 
500 点に及ぶ駅弁ラベルから浮かび上がる日本の近代。時代の世相、芸術思潮も

反映した見るも愉しい貴重な歴史的資料を集大成！ 貴重な羽島コレクションから

精選して様々なテーマ別に分類し、当時そのままのカラーで紹介。 
朝日新聞 2014/08/17 

2014:06. / 182p 
978-4-336-05811-9 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784336058119*

 

シェイクスピアの人間学  
小田島 雄志 著 
新日本出版社 
現代と切り結んで読む新シェイクスピア論 
朝日新聞 2014/08/17 

2007:04. / １８９ｐ 
978-4-406-05035-7 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784406050357*

 

暗黒事件(ちくま文庫 は 19-5) 
バルザック 著 
筑摩書房 
「人間喜劇」からセレクトするコレクションの第 3 回。ナポレオンが戦争を拡大してゆ

く 19 世紀初頭のフランスを舞台に、貴族の名家を突如襲った陰謀の闇を描く。超

弩級の感動が胸に迫るバルザック歴史小説の白眉。 
朝日新聞 2014/08/17 

2014:06. / 443p 
978-4-480-43163-9 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784480431639*

 

アリス殺し(創元クライム・クラブ) 
小林 泰三 著 
東京創元社 
複数の人間が夢で共有する〈不思議の国〉で次々起きる異様な殺人と、現実世界で

起きる不審死。驚愕の真相にあなたも必ず騙される。鬼才が贈る本格ミステリ。 
朝日新聞 2014/08/17 

2013:09. / 254p 
978-4-488-02546-5 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784488025465*

 

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。 
朝日新聞 2014/08/17 

2014:06. / 220p 
978-4-532-31918-2 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784532319182*
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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。 
朝日新聞 2014/08/17 

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

*9784560083543*

 

ドイツの市民エネルギー企業～100%再生可能へ!～ 
村上 敦/ 池田 憲昭/ 滝川 薫 著 
学芸出版社 
市民が起こしたエネルギー株式会社、エネルギー組合、自治体のエネルギー公社

等、代表的なビジネスモデルを現地ジャーナリストが紹介 
朝日新聞 2014/08/17 

2014:06. / 202p 
978-4-7615-2573-6 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784761525736*

 

春風のスネグラチカ(f×COMICS) 
沙村 広明 著 
太田出版 
極寒のロシアに生きる青年と少女。彼らが背負う宿命と、ある名家にまつわる喪失と

奪還の物語。沙村広明が贈る壮大な歴史ロマン! 
朝日新聞 2014/08/17 

2014:07. / 245p 
978-4-7783-2234-2 
780 円〔本体〕+税 

*9784778322342*

 

戦後日本住宅伝説～挑発する家・内省する家～ 
新建築社 
丹下健三の「住居」(1953 年)からはじまり、伊東豊雄の「中野本町の家」(1976 年)、
安藤忠雄の「住吉の長屋」(1976 年)まで、16 人の建築家の 16 の住宅を、写真と図

面、建築家の想いとともに紹介する。 
朝日新聞 2014/08/17 

2014:07. / 167p 
978-4-7869-0255-0 
1,852 円〔本体〕+税 

*9784786902550*

 

寝たきりだけど社長やってます～十九歳で社長になった重度障がい者の物語～ 
佐藤 仙務 著 
彩図社 
脊髄性筋萎縮症という難病を患い、寝たきりの著者が、ホームページ制作会社を立

ち上げた。なぜ会社を立ち上げたのか、そしてその中で見えてきた“働く”ことの意

味とはなにかを語る。 
朝日新聞 2014/08/17 

2014:07. / 190p 
978-4-8013-0003-3 
590 円〔本体〕+税 

*9784801300033*

 

小説くじけないで 
山室 有紀子 著 
産経新聞出版 
珠玉の作品の数々はなぜ生まれたのか? 親子とは? 家族とは? 老いとは? “90 歳

からの詩人”柴田トヨさんの半生を描く、感動の物語。2013 年 11 月公開の映画「く

じけないで」の脚本をもとに小説化。 
朝日新聞 2014/08/17 

2013:10. / 263p 
978-4-8191-1232-1 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784819112321*

 

「インクルーシブデザイン」という発想～排除しないプロセスのデザイン～ 
ジュリア・カセム/ 平井 康之/ ホートン・秋穂 著 
フィルムアート社 
排除よりもインクルージョン(包含)を求めるインクルーシブデザインについてグロー

バルな視点から紹介し、その思想と実践を支える、社会、ビジネス、創造性の原理

を多数の事例とともに詳述する。 
朝日新聞 2014/08/17 

2014:06. / 279p 
978-4-8459-1302-2 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784845913022*
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キルギスの誘拐結婚(NATIONAL GEOGRAPHIC) 
林 典子 著 
日経ナショナルジオグラフィック 
今もキルギスで行なわれている「誘拐結婚」。実際に現場に遭遇したフォトジャーナ

リスト林典子が、誘拐で結婚した夫婦や女性たちを取材。誘拐されてきたときの様

子や、その後の暮らしぶりを生々しく写し出す。 
朝日新聞 2014/08/17 

2014:06. / 138p 
978-4-86313-281-8 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784863132818*

 

「ニセ医学」に騙されないために～危険な反医療論や治療法、健康法から身を守

る!～ 
NATROM 著 
メタモル出版 
「ワクチンは有害」「がんは治療するな」「酵素で健康になる」などという根拠なしの

“ニセ医学”を、確かな文献に基づいてメッタ斬り。いざ病気になったときに危険な治

療法や健康法に騙されないための、正しい情報を教えます。 
朝日新聞 2014/08/17 

2014:06. / 207p 
978-4-89595-864-6 
1,380 円〔本体〕+税 

*9784895958646*

 

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 
朝日新聞 2014/08/17 

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

*9784907497019*

 

ズボンをはいた雲(マヤコフスキー叢書) 
マヤコフスキー/ 小笠原 豊樹 著 
土曜社 
1915 年 9 月に友人オシップ・ブリークの私家版として 1050 部が世に出た青年マヤ

コフスキー22 歳の啖呵が、世紀を越えて、みずみずしい新訳で甦る。 
朝日新聞 2014/08/17 

2014:05. / 91p 
978-4-907511-01-2 
952 円〔本体〕+税 

*9784907511012*

 

悲劇ヴラジーミル・マヤコフスキー(マヤコフスキー叢書) 
マヤコフスキー/ 小笠原 豊樹 著 
土曜社 
ロシア未来派の旗手として、奇矯な言動で「社会の趣味をなぐる」詩人マヤコフスキ

ーが、20 歳で書き下ろした戯曲。小笠原豊樹による訳者メモ、平田俊子の寄稿も収

録。 
朝日新聞 2014/08/17 

2014:07. / 91p 
978-4-907511-02-9 
952 円〔本体〕+税 

*9784907511029*

 

ドキュメント豪雨災害～そのとき人は何を見るか～(岩波新書 新赤版 1487) 
稲泉 連 著 
岩波書店 
決壊する河川、崩壊する山々、新たに生じた土砂ダム……。東日本大震災から半

年後、紀伊半島を襲った台風は百名近くの犠牲者を生んだ。その時人々は何を見

たのか。首都水没予測も含め、豪雨災害の実態を伝える迫真のドキュメント。 
朝日新聞 2014/08/17、読売新聞 2014/08/17 

2014:06. / 14p,206p 
978-4-00-431487-5 
780 円〔本体〕+税 

*9784004314875*
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シャバはつらいよ 
大野 更紗 著 
ポプラ社 
「生存崖っぷち」の難病女子が、病院から飛び出した。家族や友達を頼らずに、どう

やって生きる? 知性とユーモアがほとばしる、命がけのエンタメ闘病記第 2 弾。ウェ

ブマガジン『ポプラビーチ』連載を加筆修正して書籍化。 
朝日新聞 2014/08/17、読売新聞 2014/08/24 

2014:07. / 217p 
978-4-591-14082-6 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784591140826*

 

戦後日本公害史論 
宮本 憲一 著 
岩波書店 
公害問題の歴史的教訓は何か。関係者必携の書 
朝日新聞 2014/08/24 

2014:07. / 10p,780p 
978-4-00-025984-2 
8,200 円〔本体〕+税 

*9784000259842*

 

吾輩は猫である 改版(岩波文庫)  
夏目 漱石 著 
岩波書店 
猫を語り手として苦沙弥・迷亭ら太平の逸民たちに滑稽と諷刺を存分に演じさせ語

らせたこの小説は『坊っちゃん』とあい通ずる特徴をもっている．それは溢れるような

言語の湧出と歯切れのいい文体である．この豊かな小説言語の水脈を発見するこ

とで英文学者・漱石は小説家漱石となった． 
朝日新聞 2014/08/24 

1990:04. / 563p 
978-4-00-310101-8 
700 円〔本体〕+税 

*9784003101018*

 

虞美人草 改版(岩波文庫)  
夏目 漱石 著 
岩波書店 
明治四十三年，朝日新聞に入社した漱石が職業作家として書いた第一作．我意と

虚栄をつらぬくためには全てを犠牲にして悔ゆることを知らぬ女藤尾に超俗の哲学

者甲野，道義の人宗近らを配してこのヒロインの自滅の悲劇を絢爛たる文体で描

く．漱石は俳句を一句々々連らねていくように文章に苦心したという． 
朝日新聞 2014/08/24 

1990:04. / 428p 
978-4-00-310105-6 
660 円〔本体〕+税 

*9784003101056*

 

発掘された日本列島～新発見考古速報～<2014> 20 周年記念日本発掘 
文化庁 編 
朝日新聞出版 
埋蔵文化財の調査から、話題の遺物をよりすぐって展示する、文化庁主催「発掘さ

れた日本列島 2014」の公式ガイド。各時代の史跡となった遺跡や、重要文化財とな

った遺物のほか、速報と東日本復興に伴う発掘成果を紹介する。 
朝日新聞 2014/08/24 

2014:06. / 79p 
978-4-02-251180-5 
1,667 円〔本体〕+税 

*9784022511805*

 

「悪」と闘う(朝日新書 473) 
宇都宮 健児 著 
朝日新聞出版 
勝てる見込みのない宇都宮候補は脱原発派一本化のために降りろ-。闘う弁護士・

宇都宮健児が、悪意あるデマの中で挑んだ都知事選の舞台裏を初公開。悪徳金

融相手の闘いも紹介し、社会悪に市民運動で対抗する方法を探る。 
朝日新聞 2014/08/24 

2014:08. / 251p 
978-4-02-273573-7 
780 円〔本体〕+税 

*9784022735737*
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ファウスト<上>(講談社文芸文庫)  
ゲーテ/ 柴田 翔 著 
講談社 
神ならぬ人間の身で世界のすべてを究めたい欲求に憑かれたファウストは、悪魔メ

フィスト―フェレスと契約を結ぶ。文豪ゲーテ畢生の対策が柴田翔の躍動する新訳

で甦る。 
朝日新聞 2014/08/24 

2003:01. / 377p 
978-4-06-198320-5 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784061983205*

 

ファウスト<下>(講談社文芸文庫)  
ゲーテ 著 
講談社 
悪魔に魂を売り渡して超人的な力を手に入れたファウストは、権謀渦巻くドイツ宮廷

からギリシャの神話世界へ、さらには生命の始原に向かい旅立つが・・・。60 年の歳

月をかけ完成した世界文学史に屹立する名作。新訳文庫化。 
朝日新聞 2014/08/24 

2003:02. / 541p 
978-4-06-198324-3 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784061983243*

 

探偵工女～富岡製糸場の密室～ 
翔田 寛 著 
講談社 
明治新政府が総力を挙げて建設した富岡製糸場で、若き工女が惨殺死体となって

発見された。密室殺人の裏に隠された意外な真相とは？ 
朝日新聞 2014/08/24 

2014:08. / 266p 
978-4-06-218502-8 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784062185028*

 

生命のからくり(講談社現代新書 2268) 
中屋敷 均 著 
講談社 
福岡伸一『生物と無生物のあいだ』から７年。新たなる才能を持ったサイエンスライタ

ーが誕生した！ 生命は、根源的な謎に迫る！ 
朝日新聞 2014/08/24 

2014:06. / 204p 
978-4-06-288268-2 
740 円〔本体〕+税 

*9784062882682*

 

天に星 地に花 
帚木 蓬生 著 
集英社 
幕府に翻弄される庄屋、圧政に苦しむ百姓、身命を賭して民を守る名君。九州・久

留米藩を舞台に、大庄屋の次男・庄十郎が医師を志す成長物語。名も無き人々へ

の慈愛に満ちた渾身の長編小説。 
朝日新聞 2014/08/24 

2014:08. / 594p 
978-4-08-775417-9 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784087754179*

 

ムシヌユン<１>(ビッグスペリオールコミックススペシャル)  
都留泰作 著 
小学館 
本物の文化人類学者が描く、「マッド」で「ホット」な離島亜熱帯 SF!! 
朝日新聞 2014/08/24 

2014:07. / 237p 
978-4-09-186236-5 
648 円〔本体〕+税 

*9784091862365*
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博士の愛した数式(新潮文庫)  
小川 洋子 著 
新潮社 
［ぼくの記憶は８０分しかもたない］博士の背広の袖には、そう書かれた古びたメモ

が留められていた□□記憶力を失った博士にとって、私は常に“新しい”家政婦。博

士は“初対面”の私に、靴のサイズや誕生日を尋ねた。数字が博士の言葉だった。

やがて私の１０歳の息子が加わり、ぎこちない日々は驚きと歓びに満ちたものに変

わった。あまりに悲しく暖かい、奇跡の愛の物語。第１回本屋大賞受賞。  
朝日新聞 2014/08/24 

2005:11. / ２９１ｐ 
978-4-10-121523-5 
490 円〔本体〕+税 

*9784101215235*

 

つながる脳(新潮文庫 ふ-48-1) 
藤井 直敬 著 
新潮社 
壁にぶつかった脳科学に、真のブレークスルーはあるか。理研期待の研究者が、

社会性を鍵に、脳そして心の核心に迫る刺激的論考。 
朝日新聞 2014/08/24 

2014:07. / 337p 
978-4-10-125981-9 
590 円〔本体〕+税 

*9784101259819*

 

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。 
朝日新聞 2014/08/24 

2014:06. / 284p 
978-4-10-439306-0 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784104393060*

 

錬金術～仙術と科学の間～(中公文庫 よ 52-1) 
吉田 光邦 著 
中央公論新社 
鉛や錫などから黄金を創り出そうと試みた錬金術師たち。彼らの奇想天外なエピソ

ードを交えつつ、東西の錬金術の諸相を紹介し、そこに見出される魔術的思考と近

代科学精神の萌芽を検討する。 
朝日新聞 2014/08/24 

2014:07. / 281p 
978-4-12-205980-1 
840 円〔本体〕+税 

*9784122059801*

 

詐欺の帝王(文春新書 961) 
溝口 敦 著 
文藝春秋 
暴排条例により当局の締め付けが強化される中、ヤクザは狡猾なビジネスを編み出

している。ペニーオークション等新しいしのぎの実態。 
朝日新聞 2014/08/24 

2014:06. / 212p 
978-4-16-660961-1 
750 円〔本体〕+税 

*9784166609611*

 

声の世界を旅する(オルフェ・ライブラリー) 
増野 亜子 著 
音楽之友社 
地球上の色々な声に耳を澄まそう。気鋭の民族音楽学者が、ホーミーから初音ミク

まで、世界中の声の文化を考察、発見の旅に誘う。 
朝日新聞 2014/08/24 

2014:07. / 231p 
978-4-276-37109-5 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784276371095*
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死者たちの七日間 
余 華/ 余 華/ 飯塚 容/ 飯塚 容 著 
河出書房新社 
事故で亡くなった一人の男が、社会の暗部をさすらいながら人生の意味を知る。

『兄弟』の著者による透明で哀切で心洗われる傑作長篇。 
朝日新聞 2014/08/24 

2014:06. / 239p 
978-4-309-20653-0 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784309206530*

 

高学歴ワーキングプア～「フリーター生産工場」としての大学院～(光文社新書)  
水月 昭道 著 
光文社 
大学院重点化とは、文科省と東大法学部が知恵を出し合って練りに練った、成長

後退期における「既得権維持」のための秘策であった。高等教育現場に生じた歪み

のカラクリを解き明かす。 
朝日新聞 2014/08/24 

2007:10. / ２１７ｐ 
978-4-334-03423-8 
700 円〔本体〕+税 

*9784334034238*

 

ホームレス博士～派遣村・ブラック企業化する大学院～(光文社新書)  
水月 昭道 著 
光文社 
「どうして博士号まで持っているのにこんな仕事をしているの？」 食べるためにさま

ざまなバイトをする若手博士たち。彼らになにが起こっているのか。大学院の現状を

明らかにし、博士たちの将来を考える。 
朝日新聞 2014/08/24 

2010:09. / ２１４ｐ 
978-4-334-03582-2 
740 円〔本体〕+税 

*9784334035822*

 

インフォグラフィックで見る 138 億年の歴史～宇宙の始まりから現代世界まで～ 
ヴァレンチナ・デフィリッポ/ ジェイムズ・ボール/ 北川 玲 著 
創元社 
宇宙の始まりから現代まで図解で読み解く歴史書 
朝日新聞 2014/08/24 

2014:06. / 217p 
978-4-422-20270-9 
2,700 円〔本体〕+税 

*9784422202709*

 

身近な生きものの子育て奮闘記～育児上手なオスはモテる！～(ちくま文庫 い
71-5) 
稲垣 栄洋 著 
筑摩書房 
世界一過酷な皇帝ペンギンの子育てとは? タツノオトシゴはオスが妊娠・出産する! 
魚類から鳥類、哺乳類、昆虫まで、オスの子育てに焦点をあて、その奮闘ぶりを紹

介する。 
朝日新聞 2014/08/24 

2014:07. / 222p 
978-4-480-43189-9 
680 円〔本体〕+税 

*9784480431899*

 

怪奇文学大山脈～西洋近代名作選～<1> 19 世紀再興篇 
荒俣 宏 著 
東京創元社 
西洋怪奇小説の鉱脈は、汲めども尽きぬ宝の山――稀代の碩学が満を持して贈

る、至高の怪奇幻想文学アンソロジー第１巻。本邦未訳作を含む 14 編。 
朝日新聞 2014/08/24 

2014:06. / 445p 
978-4-488-01020-1 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784488010201*
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犯罪心理捜査官セバスチャン<上>(創元推理文庫 M ヨ 1-1) 
M.ヨート/ H.ローセンフェルト 著 
東京創元社 
心臓をえぐり取られた少年。事件を担当する国家刑事警察の殺人捜査特別班に、

かつてのトップのプロファイラーが加わる。だがこの男、自信過剰で協調性ゼロの迷

惑男だった。 
朝日新聞 2014/08/24 

2014:06. / 358p 
978-4-488-19903-6 
1,100 円〔本体〕+税 

*9784488199036*

 

犯罪心理捜査官セバスチャン<下>(創元推理文庫 M ヨ 1-2) 
M.ヨート/ H.ローセンフェルト 著 
東京創元社 
被害者も証人もそして捜査陣も、みなそれぞれの秘密をかかえるなか、セバスチャ

ン自身も実はある事情を隠して捜査に加わっていた。登場人物の強烈な個性が光

る、新シリーズ。 
朝日新聞 2014/08/24 

2014:06. / 364p 
978-4-488-19904-3 
1,100 円〔本体〕+税 

*9784488199043*

 

時の余白に 
芥川 喜好 著 
みすず書房 
創作の内実に迫る美術記事を長年にわたって書いてきた練達の記者が、「周縁」か

ら美を見つめ続けた 5 年余の定点観測。丹阿弥丹波子による銅版画も掲載。『読

売新聞』連載をまとめて単行本化。 
朝日新聞 2014/08/24 

2012:05. / 279p 
978-4-622-07682-7 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784622076827*

 

カフカらしくないカフカ 
明星 聖子 著 
慶應義塾大学出版会 
フェリスと出会ってなぜ書けたのか。あの恋は本当に恋だったのか。スリリングな展

開でカタルシスに導く、強いカフカ！ 
朝日新聞 2014/08/24 

2014:06. / 277p 
978-4-7664-2150-7 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784766421507*

 

半分コ～短篇集～ 
出久根 達郎 著 
三月書房 
人生半ばを迎えた主人公たちが、ふと過ぎし日を想う時、その何気ない言葉やしぐ

さに心の内を垣間みる…。どこか懐かしく、そしてほろ苦い小さな物語全 16 篇を収

録する。 
朝日新聞 2014/08/24 

2014:07. / 331p 
978-4-7826-0221-8 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784782602218*

 

ジョージア・オキーフ(SEIGENSHA・FOCUS) 
ランダル・グリフィン/ [藤村 奈緒美 著 
青幻舎 
女性芸術家の先駆的存在でもあり、独創的作風でアメリカ近代絵画に偉大な足跡

を残したオキーフの芸術と生涯を解き明かす。 
朝日新聞 2014/08/24 

2014:07. / 145p 
978-4-86152-433-2 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784861524332*
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博士漂流時代～「余った博士」はどうなるか？～ 
榎木 英介 著 
ディスカヴァー・トゥエンティワン 
1950 年代以降、科学技術振興政策によって大量に生まれた「博士」には、なんと就

職先がなかった……。博士余剰問題を統計データと取材に基づいて考察し、具体

的な解決策を提言する希望の書。 
朝日新聞 2014/08/24 

2010:11. / 304p 
978-4-88759-860-7 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784887598607*

 

サマータイム、青年時代、少年時代～辺境からの三つの<自伝>～ 
J.M.クッツェー/ くぼた のぞみ 著 
インスクリプト 
乾いた赤土の南アフリカの風景、懐かしく愛しき田舎者の人生-。事実と虚構を巧み

に織り交ぜたナラティヴが生のドラマを浮かび上がらせる。自意識と倫理の小説家、

クッツェーの自伝的三部作を収録。 
朝日新聞 2014/08/24 

2014:06. / 680p 
978-4-900997-42-4 
4,000 円〔本体〕+税 

*9784900997424*

 

ボブ・ディランは何を歌ってきたのか(ele�king books) 
萩原 健太 著 
Ｐヴァイン 
表現者として半世紀を超える長い歳月を駆け抜けてきたボブ・ディラン。デビューか

ら黄金期・スランプ・復活、そして現在までの歩みを、ディスコグラフィ形式で丹念に

綴る。 
朝日新聞 2014/08/24 

2014:08. / 379p 
978-4-907276-18-8 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784907276188*

 

デザインマネジメント 
田子 學/ 田子 裕子/ 橋口 寛 著 
日経ＢＰ社 
「デザインとは何か?」「デザインマネジメントとはどんなものか?」という本質的で基本

的なことを紹介し、デザインマネジメントを実施することでどんな効果や成果が得ら

れるのかを、事例を通して具体的に示す。 
朝日新聞 2014/08/24、日本経済新聞 2014/08/31 

2014:07. / 435p 
978-4-8222-7629-4 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784822276294*

 

宝塚というユートピア(岩波新書 新赤版)  
川崎 賢子 著 
岩波書店 
きらびやかなフィナーレ，燕尾服のラインダンス――創立 90 周年を迎えた現在もな

お年間観客動員数 260 万人を誇る宝塚．「派手で少女趣味で子供だまし」との偏

見にさらされながら，同時に根強い人気に支えられるその魅力とは何か．戦争・占

領，テレビ時代の到来といういくつもの転機をへて，進化し深化する宝塚を読み解

く．  
朝日新聞 2014/08/31 

2005:03. / ２０１ｐ 
978-4-00-430940-6 
740 円〔本体〕+税 

*9784004309406*

 

NHK と政治権力～番組改変事件当事者の証言～(岩波現代文庫) 
永田 浩三 著 
岩波書店 
NHK 高幹部への政治的圧力で慰安婦問題を扱った番組はどう改変されたか。

放送現場での葛藤、政権党と癒着する NHK 幹部の姿勢など、担当プロデューサ

ーが沈黙を破って全過程を明らかにする。関連資料も収録。 
朝日新聞 2014/08/31 

2014:08. / 
10p,264p,54p 
978-4-00-603273-9 
1,240 円〔本体〕+税 

*9784006032739*
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ジブリの世界を創る(角川 one テーマ 21 D-37)  
種田 陽平 著 
KADOKAWA 
実写の映画美術に携わり、「思い出のマーニー」で初めてアニメーション映画の美

術監督に挑戦した著者が、実際に肌で感じたスタジオジブリのエッセンスと、一般に

はなじみが薄い映画美術の仕事について伝える。 
朝日新聞 2014/08/31 

2014:07. / 187p 
978-4-04-102077-7 
800 円〔本体〕+税 

*9784041020777*

 

ザ・シークレット  
ロンダ・バーン/ 山川 紘矢/ 山川 亜希子/ 佐野 美代子 著 
角川書店 
プラトン、ダ・ヴィンチ、シェイクスピア、ガリレオ、アインシュタイン…。歴史に名を刻

んだ錚々たる偉人たちが手にしていた「偉大なる秘密」を明かす。お金、健康、人間

関係など人生のあらゆる面で秘密をどう使うかがわかる。 
朝日新聞 2014/08/31 

2007:10. / ３１８ｐ 
978-4-04-791557-2 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784047915572*

 

ザ・パワー～The Secret～ 
ロンダ・バーン/ 山川 紘矢/ 山川 亜希子/ 佐野 美代子 著 
角川グループパブリッシング 
あなたが夢見る人生は、思っているよりもずっと近くにあります。必要なのはたった

ひとつだけ……それが「ザ・パワー」です。 
朝日新聞 2014/08/31 

2011:04. / 312p 
978-4-04-791643-2 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784047916432*

 

洗脳～地獄の 12 年からの生還～ 
Toshl 著 
講談社 
X JAPAN の一員として頂点を極めながら、12 年で 10 億円以上を奪われ、なにも

かも失った…。アーティスト・Toshl が、12 年に及んだ「洗脳」の恐ろしさを心の奥底

から訴えた、自伝的告発の書。 
朝日新聞 2014/08/31 

2014:07. / 269p 
978-4-06-218657-5 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784062186575*

 

イスラム飲酒紀行(講談社文庫 た 116-4) 
高野 秀行 著 
講談社 
タブーを暴きたいわけじゃない。酒が飲みたいだけなんだ! カタール、パキスタン、

アフガニスタンなど、酒を禁じるイスラム圏における飲酒事情を、酒をこよなく愛する

男が描いたルポルタージュ。 
朝日新聞 2014/08/31 

2014:07. / 331p 図版
16p 
978-4-06-277876-3 
770 円〔本体〕+税 

*9784062778763*

 

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

軍とその将兵、装備、士気に関する多数の解説記事を使って、戦闘組織としての日

本陸軍の姿や能力を明らかにする。 
朝日新聞 2014/08/31 

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

*9784062882439*



 31  

 

西の魔女が死んだ(新潮文庫)  
梨木 香歩 著 
新潮社 
朝日新聞 2014/08/31 

2001:07. / ２２６ｐ 
978-4-10-125332-9 
430 円〔本体〕+税 

*9784101253329*

 

千年企業の大逆転 
野村 進 著 
文藝春秋 
渋柿の伝統技術を活かしたマンション・ビルの再生事業から、ロープ一筋の企業が

開発した驚きの商品まで、老舗の V 字回復劇に学ぶ。 
朝日新聞 2014/08/31 

2014:08. / 245p 
978-4-16-390116-9 
926 円〔本体〕+税 

*9784163901169*

 

第一次世界大戦はなぜ始まったのか(文春新書 979)  
別宮 暖朗 著 
文藝春秋 
1914 年の開戦から百年。「本当は誰もやりたくなかった」戦争は、なぜ戦われること

になったのか。ドイツの動きを軸に掘り下げる。 
朝日新聞 2014/08/31 

2014:07. / 238p 
978-4-16-660979-6 
780 円〔本体〕+税 

*9784166609796*

 

笑劇全集～完全版～ 
井上 ひさし 著 
河出書房新社 
井上ひさしがてんぷくトリオのために書き下ろしたコント台本１５６本すべてを網羅し

収録、ひさし流“笑い”のすべてが今、甦る！ 
朝日新聞 2014/08/31 

2014:08. / 813p 
978-4-309-02309-0 
5,800 円〔本体〕+税 

*9784309023090*

 

マリー・アントワネットファッションで世界を変えた女 
石井 美樹子 著 
河出書房新社 
ファッションを軸に、世界史上永遠のヒロイン、マリー・アントワネットの波乱の人生に

新たな光を当てた、傑作評伝。 
朝日新聞 2014/08/31 

2014:06. / 235p 
978-4-309-22612-5 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784309226125*

 

いちご戦争 
今日 マチ子 著 
河出書房新社 
〈新世代の叙情作家〉今日マチ子が描く、お菓子と女の子をめぐる幻想戦記。少女

たちの戦争を描くオールカラーファンタジー。 
朝日新聞 2014/08/31 

2014:07. / 1 冊(ページ

付なし) 
978-4-309-27509-3 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784309275093*

 

宝塚百年を越えて～植田紳爾に聞く～ 
植田 紳爾/ 川崎 賢子 著 
国書刊行会 
〈宝塚〉の歴史を変えた名作『ベルサイユのばら』『風と共に去りぬ』の演出家・植田

紳爾が、自身の演劇人としての人生と宝塚歌劇団 100 年の歴史を語る。聞き手は

宝塚評論家として定評のある川崎賢子。 
朝日新聞 2014/08/31 

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

*9784336057860*
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男たちの宝塚～夢を追った研究生の半世紀～ 新版(のじぎく文庫)  
辻 則彦 著 
神戸新聞総合出版センター 
宝塚歌劇団に実在した「男子部」と、在籍した研究生の人生を追跡し、宝塚の歴史

に新しい光を当てたノンフィクション。男子部解散から半世紀を経て実現したＯＢた

ちの再会のエピソードなどを加えた新版。 
朝日新聞 2014/08/31 

2010:05. / ２０７ｐ 
978-4-343-00573-1 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784343005731*

 

「第 5 の戦場」サイバー戦の脅威(祥伝社新書 266）  243p 2012 
伊東 寛 著 
祥伝社 
「第 5 の戦場」と呼ばれる「サイバー空間」を舞台にした攻撃に対して、日本の対応

は大きく遅れを取っている。現在の法律では、サイバー攻撃に対して自衛隊は出動

すらできない。世界に取り残される日本の実態を明らかにする。 
朝日新聞 2014/08/31 

2012:02. / 243p 
978-4-396-11266-0 
780 円〔本体〕+税 

*9784396112660*

 

配達あかずきん(創元推理文庫)  
大崎 梢 著 
東京創元社 
駅ビル内の書店・成風堂を舞台に、しっかり者の書店員・杏子と、勘の良いアルバイ

ト店員・多絵のコンビが、さまざまな謎に取り組む。初の本格書店ミステリ、第１弾！  
朝日新聞 2014/08/31 

2009:03. / ２６９ｐ 
978-4-488-48701-0 
620 円〔本体〕+税 

*9784488487010*

 

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。 
朝日新聞 2014/08/31 

2014:06. / 247p 
978-4-532-16931-2 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784532169312*

 

内山節著作集<6> 自然と人間の哲学 
内山 節 著 
農山漁村文化協会 
自然と人間、そこでの労働の意味を問い直し、現代における自然哲学の構築を目

指す。ベースになった論文「自然哲学・ノート」も収録。 
朝日新聞 2014/08/31 

2014:07. / 338p 
978-4-540-14130-0 
2,900 円〔本体〕+税 

*9784540141300*

 

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。 
朝日新聞 2014/08/31 

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

*9784575714173*
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史料としての猫絵(日本史リブレット 79) 
藤原 重雄 著 
山川出版社 
猫絵を事例に図像学から当時の文化を透かし見る 
朝日新聞 2014/08/31 

2014:05. / 103p 
978-4-634-54691-2 
800 円〔本体〕+税 

*9784634546912*

 

戦争に隠された「震度 7」～1944 東南海地震・1945 三河地震～ 
木村 玲欧 著 
吉川弘文館 
厳しい報道規制のなかで、地元新聞社の果たした役割を考察。被災者の体験談を

紹介し、防災教育の促進と意識の向上を呼びかける。 
朝日新聞 2014/08/31 

2014:07. / 6p,193p 
978-4-642-08256-3 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784642082563*

 

おおきな木  
シェル・シルヴァスタイン/ 村上 春樹 著 
あすなろ書房 
いつでもそこにあるりんごの木。成長し変わっていく少年。それでも木は、少年に惜

しみなく愛を与え続けた?。世界で読み継がれているロングセラー絵本を村上春樹

が新訳。 
朝日新聞 2014/08/31 

2010:09. / １冊（ペー

ジ付なし） 
978-4-7515-2540-1 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784751525401*

 

夏休みに、翡翠をさがした 
岡田 依世子/ 岡本 順 著 
アリス館 
小学 6 年生の玉江は、いとこの哲平、同級生の信彦とともに、この地でとれる宝石・

翡翠をさがすことになった。手がかりは、代々が翡翠さがしの名人だった玉江の家

につたわる古文書。はたして翡翠はみつかるのか…。 
朝日新聞 2014/08/31 

2014:07. / 267p 
978-4-7520-0677-0 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784752006770*

 

宝塚ファンの社会学～スターは劇場の外で作られる～(青弓社ライブラリー） 
宮本 直美 著 
青弓社 
宝塚歌劇団のファンクラブの実情を解説し、ファンの側がファンクラブの活動をどう

捉えているかも丁寧に紹介。非合理に見えるファンの行動がきわめて合理的に成り

立っていて、ある「秩序」を形成していることを明らかにする。 
朝日新聞 2014/08/31 

2011:03. / 191p 
978-4-7872-3326-4 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784787233264*

 

クイズ化するテレビ(青弓社ライブラリー 83) 
黄 菊英/ 長谷 正人/ 太田 省一 著 
青弓社 
ニュース番組のめくりフリップ、バラエティー番組での人気ランキング…。いまテレビ

は無数の問いかけと答え=クイズであふれている。情報の提示そのものがイベント化

している現状を読み解き、テレビの現代的な性質を分析する。 
朝日新聞 2014/08/31 

2014:07. / 181p 
978-4-7872-3376-9 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784787233769*
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少女歌劇の光芒～ひとときの夢の跡～  
倉橋 滋樹/ 辻 則彦 著 
青弓社 
大正から昭和にかけて全国各地に数々の少女歌劇が誕生したが、戦争や自然災

害のほか、様々な事情で消滅していった。各地に残るその光芒の跡から、人々の記

憶から消えていった少女歌劇の姿を蘇らせ、その華やかな情景を伝える。 
朝日新聞 2014/08/31 

2005:08. / ２０１ｐ 
978-4-7872-7201-0 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784787272010*

 

近代日本の音楽文化とタカラヅカ  
津金沢 聡広/ 近藤 久美 著 
世界思想社 
日本のミュージカルや演劇に大きな影響を与えてきた少女歌劇「タカラヅカ」。主に

洋楽受容史の視点より、戦前日本の音楽状況から、海外にも展開する今日の宝塚

歌劇の公演模様まで、近代日本の音楽文化の諸相を概観する。 
朝日新聞 2014/08/31 

2006:03. / ２４０ｐ 
978-4-7907-1173-5 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784790711735*

 

cocoon on stage 
今日 マチ子/ 藤田 貴大 著 
青土社 
沖縄戦におけるひめゆり学徒隊に想を得た今日マチ子のマンガ「cocoon」。その舞

台版の戯曲をはじめ、舞台写真、描きおろしを含むマンガ、関係者座談会などを収

録する。 
朝日新聞 2014/08/31 

2014:07. / 253p 
978-4-7917-6803-5 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784791768035*

 

ヨーゼフ・ラスカと宝塚交響楽団(阪大リーブル 38) 
根岸 一美 著 
大阪大学出版会 
『雨月物語』の作者という「怪異作家」のイメージとは異なる、上田秋成の著述を荒な

た観点から捉えなおす。 
朝日新聞 2014/08/31 

2012:11. / 4p,220p 
978-4-87259-320-4 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784872593204*

 

日本の色の十二カ月～古代色の歴史とよしおか工房の仕事～ 
吉岡 幸雄 著 
紫紅社 
「染司よしおか」五代目当主、吉岡幸雄が色を語りつつ、職人としてのその鋭い観

察眼を通して、日本人の美意識の歴史を綴る歳時記である。 
朝日新聞 2014/08/31 

2014:06. / 283p 
978-4-87940-611-8 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784879406118*

 

ぼくからみると 
高木 仁三郎/ 片山 健 著 
のら書店 
ある夏の日のひょうたん池。自転車に乗ったしょうちゃんからみた池、池の中のさか

ながみた池、空のとんびからみた池…。同じ池なのにみんなちがってみえる。ひと

つの池を、同じときを生きる色々な生き物の視点から描いた絵本。 
朝日新聞 2014/08/31 

2014:07. / [28p] 
978-4-905015-16-1 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784905015161*
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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。 
東京・中日新聞 2014/08/03 

2014:05. / 7p,161p 
978-4-00-022933-3 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784000229333*

 

ひきこもり 500 人のドアを開けた!～精神科医・水野昭夫の「往診家族療法」37 年

の記録～ 
宮 淑子 著 
KADOKAWA 
家庭に出向き、ひきこもりの若者たちに「介入」し、ひきこもり状態から「救出」する精

神科医・水野昭夫。九州・宮崎を拠点に、リュック一つで全国どこへでも駆けつける

水野医師の「往診家族療法」を紹介する。 
東京・中日新聞 2014/08/03 

2014:05. / 186p 
978-4-04-731392-7 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784047313927*

 

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。 
東京・中日新聞 2014/08/03 

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

*9784120046124*

 

「大人の歌謡曲」公式ガイドブック～Age Free Music の楽しみ方～ 
富澤 一誠 著 
言視舎 
心の深部にふれる全９０曲を完全解説。「大人の歌謡曲」ヒットの謎を、著者だけが

知るメイキング話など様々な角度から解き明かす。 
東京・中日新聞 2014/08/03 

2014:06. / 197p 
978-4-905369-90-5 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784905369905*

 

ウナギと日本人～“白いダイヤ”のむかしと今～ 
筒井 功 著 
河出書房新社 
シラスウナギを養殖する投機行為に狂奔する人々と、太平洋で発生し、波のまにま

に日本へ辿り着くけなげでしぶといウナギの一生。 
東京・中日新聞 2014/08/03、毎日新聞 2014/08/10 

2014:06. / 205p 
978-4-309-25301-5 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784309253015*

 

千島列島をめぐる日本とロシア 
秋月 俊幸 著 
北海道大学出版会 
日露関係史の泰斗による千島列島の通史 
東京・中日新聞 2014/08/10 

2014:05. / 8p,311p,44p
978-4-8329-3386-6 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784832933866*
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「孟子」の革命思想と日本～天皇家にはなぜ姓がないのか～ 
松本 健一 著 
論創社 
日本国家の成り立ち、姓のない天皇家・天皇制のかたちに「孟子」はどのように関わ

っているのか。古代より現代に至る日本の思想史と「孟子」の革命思想との関わりを

読み解く。 
東京・中日新聞 2014/08/10 

2014:06. / 243p 
978-4-8460-1342-4 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784846013424*

 

血と水の一滴～沖縄に散った青年軍医～(マダム・ヒロ BOOK Vol.2) 
芹澤 健介/ 大林 豁史 著 
丸善プラネット 
大学医学部を卒業したばかりの主人公が、軍医として出征。戦地では、給水班とし

て、負傷兵の治療にあたるはずだったが・・・ 
東京・中日新聞 2014/08/10 

2014:06. / 465p 
978-4-86345-209-1 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784863452091*

 

翻訳問答～英語と日本語行ったり来たり～ 
片岡 義男/ 鴻巣 友季子 著 
左右社 
片岡義男の翻訳術を公開! ジェイン・オースティン、レイモンド・チャンドラーなどの

名作の一文を、作家・片岡義男と翻訳家・鴻巣友季子が共に翻訳。お互いの訳文

を見ながら、英語と日本語、翻訳について語り合う。 
東京・中日新聞 2014/08/10、朝日新聞 2014/08/17 

2014:08. / 221p 
978-4-86528-100-2 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784865281002*

 

背信の科学者たち～論文捏造はなぜ繰り返されるのか?～ 
ウイリアム・ブロード/ ニコラス・ウェイド/ 牧野 賢治 著 
講談社 
「ＳＴＡＰ騒動を底流をなすものは、この本を読めば、すべてわかる！」（大阪大学大

学院教授）。相次ぐ復刊の要望に応えて、緊急出版 
東京・中日新聞 2014/08/10、読売新聞 2014/08/10 

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

*9784062190954*

 

移植医療(岩波新書 新赤版 1488)  
橳島 次郎/ 出河 雅彦 著 
岩波書店 
脳死問題のみにフォーカスが当たり、本来あるべき包括的法整備や患者保護の視

点をなおざりにしてきた日本の移植医療。より患者目線の医療にするために、今考

えるべきこととは。科学者とジャーナリストの共著。 
東京・中日新聞 2014/08/17 

2014:06. / 3p,183p 
978-4-00-431488-2 
780 円〔本体〕+税 

*9784004314882*

 

江戸の人になってみる 
岸本 葉子 著 
晶文社 
もしタイムスリップできたら、何したい? 「宵越しの金」は持たなかったの? 「絵本江戸

風俗往来」を片手に江戸を追体験。エッセイストが誘うお江戸案内にして、年中行

事カレンダー。 
東京・中日新聞 2014/08/17 

2014:07. / 261p 
978-4-7949-6852-4 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784794968524*
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真実の「わだつみ」～学徒兵木村久夫の二通の遺書～ 
加古 陽治 編 
東京新聞出版部 
「きけわだつみのこえ」の中で特に重要とされる京大生・木村久夫の遺書。しかしそ

れは、2 つの遺書を合わせて大幅に編集されていた。2 通の遺書全文を掲載し、木

村の人生と 期の思い、木村が戦犯に問われた事件の真実に迫る。 
東京・中日新聞 2014/08/17 

2014:08. / 197p 
978-4-8083-0995-4 
900 円〔本体〕+税 

*9784808309954*

 

どんぐりの森から～原発のない世界を求めて～ 
武藤 類子 著 
緑風出版 
福島の森を開墾し、小さな喫茶店を営みながら、自然と寄り添い生きてきた著者が、

3・11 以後、被曝しながら生きることを余儀なくされた切実な思いを語る。講演会や

集会での発言をまとめたもの。 
東京・中日新聞 2014/08/17 

2014:05. / 206p 
978-4-8461-1407-7 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784846114077*

 

モンドくん 
奥村 門土 著 
パルコエンタテインメント事業部 
福岡の 10 才のお絵かき男子モンドくんは、お父さんとのやりとりで様々な人物の似

顔絵を 1 日 1 枚描き続ける。モンドくんのまっすぐで純粋な視線で捉えた人物画作

品集。ブログ『モンド今日の絵』をもとに書籍化。 
東京・中日新聞 2014/08/17 

2014:07. / 1 冊(ページ

付なし) 
978-4-86506-081-2 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784865060812*

 

北斎漫画～日本マンガの原点～(平凡社新書 743) 
清水 勲 著 
平凡社 
『北斎漫画』初編の刊行より 200 年を記念して、全 15 編の見所を漫画史研究の第

一人者がわかりやすく紹介する。図版 150 点掲載。 
東京・中日新聞 2014/08/24 

2014:07. / 243p 
978-4-582-85743-6 
840 円〔本体〕+税 

*9784582857436*

 

空海の思想(ちくま新書 1081) 
竹内 信夫 著 
筑摩書房 
仏教の激動期に生まれ新しい教えを求めて入唐した空海。そこで空海は何を得た

のだろうか。空海が遺した言葉に向き合い、中世的「弘法大師」信仰を解体し、空海

の言葉に込められた「いのちの思想」に迫る。 
東京・中日新聞 2014/08/24、朝日新聞 2014/08/31 

2014:07. / 268p 
978-4-480-06785-2 
840 円〔本体〕+税 

*9784480067852*

 

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！！ 
東京・中日新聞 2014/08/24、日本経済新聞 2014/08/24 

2014:07. / 135p 
978-4-06-219064-0 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784062190640*
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書店不屈宣言～わたしたちはへこたれない～ 
田口 久美子 著 
筑摩書房 
現場の書店員は厳しい現状の中で、何を考え、日々の仕事に向かっているのか。ト

ップクラスの大型書店チェーンであるジュンク堂池袋本店の副店長が、日々の仕事

やさまざまな本のジャンルの現状などをまとめた書店ドキュメント。 
東京・中日新聞 2014/08/31 

2014:07. / 239p 
978-4-480-81840-9 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784480818409*

 

「女子」の誕生 
米澤 泉 著 
勁草書房 
「女子」を着る、「女子」を生きる。姫・ガール・美魔女、常識や年齢を軽やかに飛び

越えるファッション誌の「女子」を読み解く。 
東京・中日新聞 2014/08/31、毎日新聞 2014/08/31 

2014:07. / 8p,224p,8p 
978-4-326-65389-8 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784326653898*

 

漢文脈と近代日本(角川ソフィア文庫 E106-1) 
齋藤 希史 著 
KADOKAWA 
漢文は言文一致以降、衰えたのか、日本文化の基盤として生き続けているのか

――。古い文体としてではなく、現代に活かす古典の知恵だけでもない、「もう一つ

のことばの世界」として漢文脈を捉え直す。 
読売新聞 2014/08/03 

2014:05. / 262p 
978-4-04-408108-9 
840 円〔本体〕+税 

*9784044081089*

 

第二次世界大戦の起源<2032>(講談社学術文庫) 505p '11 
アラン・ジョン・パ－シヴァル・テイラ－／吉田輝夫 著 
講談社 
読売新聞 2014/08/03 

2011:01. / 505p 
978-4-06-292032-2 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784062920322*

 

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。 
読売新聞 2014/08/03 

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

*9784105066918*

 

マルヌの会戦～第一次世界大戦の序曲 1914 年秋～ 
アンリ・イスラン/ 渡辺 格 著 
中央公論新社 
第一次世界大戦の開戦間もなく、短期決戦を目論みパリを目指して殺到したドイツ

軍の奔流を、フランス軍はいかにして遮ったのか。錯綜する各局面を俯瞰しながら、

「マルヌの会戦」の入り組んだ戦況を詳細に解説する。 
読売新聞 2014/08/03 

2014:01. / 363p 
978-4-12-004553-0 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784120045530*
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考えるマナー 
赤瀬川 原平/ 井上 荒野/ 劇団ひとり/ 佐藤 優/ 高橋 秀実/ 津村 記久子/ 平

松 洋子/ 穂村 弘/ 町田 康/ 三浦 しをん/ 楊 逸/ 鷲田 清一 著 
中央公論新社 
大人のモヤモヤをまるっと解決?! タレントのマナー、根回しのマナー、夫婦喧嘩の

マナー…。作家、芸人ら 12 名が、大人を悩ませるマナーの問題に答える。『読売新

聞』火曜夕刊掲載を単行本化。 
読売新聞 2014/08/03 

2014:07. / 301p 
978-4-12-004635-3 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784120046353*

 

ヒトラー演説～熱狂の真実～(中公新書 2272) 
高田 博行 著 
中央公論新社 
何が人々を熱狂させたのか? ヒトラーの政界登場からドイツ敗戦までの 25 年間、

150 万語に及ぶ演説データを分析。レトリックや表現などの面から煽動政治家の実

像を明らかにする。 
読売新聞 2014/08/03 

2014:06. / 4p,286p 
978-4-12-102272-1 
880 円〔本体〕+税 

*9784121022721*

 

修羅場の極意(中公新書ラクレ 500) 
佐藤 優 著 
中央公論新社 
修羅場には独自のルールがあり、それに対応する作法がある。外交と政治の修羅

場を駆け抜け、獄中で深い思索を重ねてきた著者が贈る実践的アドバイス。西原理

恵子との対談も収録。『中央公論』連載を再構成。 
読売新聞 2014/08/03 

2014:06. / 218p 
978-4-12-150500-2 
800 円〔本体〕+税 

*9784121505002*

 

ゆで卵の丸かじり(文春文庫 し 6-83) 
東海林 さだお 著 
文藝春秋 

初にかぶりつくのは丸い方から？尖った方から？ゆで卵一個は何口で食べ終え

るのが正しいか?!「食」への好奇心はいまだ衰えず。 
読売新聞 2014/08/03 

2014:07. / 227p 
978-4-16-790147-9 
530 円〔本体〕+税 

*9784167901479*

 

刑務所なう。～ホリエモンの獄中日記 504 日～ 完全版(文春文庫 ほ 20-1) 
堀江 貴文 著 
文藝春秋 
長野刑務所に収容されたホリエモン。華やかな生活から一転、不自由な刑務所生

活。その中のささやかな楽しみとは？ 実録マンガ付き。 
読売新聞 2014/08/03 

2014:07. / 671p 
978-4-16-790148-6 
1,050 円〔本体〕+税 

*9784167901486*

 

A 
中村 文則 著 
河出書房新社 
米文学賞「デイビッド・グディス賞」受賞作家にして『掏摸（スリ）』などが世界中で翻

訳されベストセラーの著者が放つ至極の作品集！ 
読売新聞 2014/08/03 

2014:07. / 273p 
978-4-309-02302-1 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784309023021*
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女という生きもの 
益田 ミリ 著 
幻冬舎 
はじめて生理がきたとき、「女になった」とは思わなかった。生理が終わるときもまた

「女じゃなくなった」とは思わない気がする-。「女という生きもの」をめぐるエッセイ&コ

ミック。『GINGER L.』ほか掲載を書籍化。 
読売新聞 2014/08/03 

2014:07. / 203p 
978-4-344-02603-2 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784344026032*

 

引き算思考の日本文化～物語に映ったこころを読む～ 
橋本 雅之 著 
創元社 
物語を通して、「身を引く」など、日本文化に根強い「引き算思考」の価値観の構造

を読み解き、「引き分け思考」への転換を提言。 
読売新聞 2014/08/03 

2014:06. / 182p 
978-4-422-30049-8 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784422300498*

 

第一次世界大戦(ちくま新書 1082) 
木村 靖二 著 
筑摩書房 
近年の研究を踏まえながら、第一次世界大戦の戦史的経過、技術的進展、社会的

変遷を辿り、国際体制の変化、「帝国」から「国民国家」への移行、女性の社会進

出、福祉国家化などをもたらしたこの出来事を考察する。 
読売新聞 2014/08/03 

2014:07. / 227p 
978-4-480-06786-9 
780 円〔本体〕+税 

*9784480067869*

 

八月の砲声<上>(ちくま学芸文庫)  
バーバラ・Ｗ．タックマン/ 山室 まりや 著 
筑摩書房 
一九一四年、ある暗殺が欧州に戦火を呼びこむ。情報の混乱、指導者たちの誤算

と過信は予期せぬ世界大戦を惹起した。ピュリツァー賞受賞の名著。 
読売新聞 2014/08/03 

2004:07. / 488p 
978-4-480-08867-3 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784480088673*

 

八月の砲声<下>(ちくま学芸文庫)  
バーバラ・Ｗ．タックマン/ 山室 まりや 著 
筑摩書房 
なぜ世界は戦争の泥沼に沈んだのか。政治と外交と軍事で何がどう決定され、また

決定されなかったのかを克明に描く異色の戦争ノンフィクション。 
読売新聞 2014/08/03 

2004:07. / 452p 
978-4-480-08868-0 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784480088680*

 

おじいちゃんの絵ツィート～85 歳の人生シーン「昭和が見える」108 話～ 
長尾 みのる 著 
東海大学出版部 
日本の「元祖・イラストレーター」でいまも現役!! 85 歳の著者がつぶやく絵入りの

「昭和」と、波乱万丈の人生シーン。昭和の文化を彩った人も事件も次々登場！ 
読売新聞 2014/08/03 

2014:07. / 247p 
978-4-486-03784-2 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784486037842*

 

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？ 
読売新聞 2014/08/03 

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

*9784569820040*
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春の祭典～第一次世界大戦とモダン・エイジの誕生～ 新版  
モードリス・エクスタインズ/ 金 利光 著 
みすず書房 
第一次世界大戦の兵士の実像を中心に、１９１３年の「春の祭典」の熱狂的初演か

ら戦後ヨーロッパの絶望、リンドバーグ、レマルク、ヒトラーへの賞賛とナチス崩壊ま

でを描く壮大な文化史。 
読売新聞 2014/08/03 

2009:12. / ３９６，５４ｐ

図版２４ｐ 
978-4-622-07503-5 
8,800 円〔本体〕+税 

*9784622075035*

 

なぜあなたは「愛してくれない人」を好きになるのか(文庫ぎんが堂 に 2-2) 
二村 ヒトシ 著 
イーストプレス 
「心の穴」と「自己受容」をキーワードに、恋の苦しさの秘密をひとつひとつ解き明か

して、「どうしたら幸せになれるのか」という疑問に対する答えを提示します。臨床心

理士・信田さよ子との対談なども収録。 
読売新聞 2014/08/03 

2014:04. / 303p 
978-4-7816-7108-6 
667 円〔本体〕+税 

*9784781671086*

 

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。 
読売新聞 2014/08/03 

2014:05. / 478p,26p 
図版 16p 
978-4-7917-6794-6 
3,600 円〔本体〕+税 

*9784791767946*

 

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

引き起こした「世紀の情報漏洩」の一部始終。 
読売新聞 2014/08/03 

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

*9784822250218*

 

大いなる端島～端島閉山 40 周年記念写真誌～ 
端島閉山 40 周年記念事業実行委員会 編 
忘羊社 
明治から昭和まで約 100 年にわたって日本の近代化を支えた端島(通称・軍艦

島)。端島の操業期の営みを活写した貴重な写真を収めた記録写真集。英訳キャプ

ションも掲載。 
読売新聞 2014/08/03 

2014:07. / 1 冊(ページ

付なし) 
978-4-907902-02-5 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784907902025*

 

ちいさな城下町 
安西 水丸 著 
文藝春秋 
村上・行田・岸和田・中津…城址に立つと不思議なロマンに包まれる。石垣からは

敗者の美学が漂う。旅好き歴史好き垂涎のエッセイ集！ 
読売新聞 2014/08/03、産経新聞 2014/08/17、朝日新聞 2014/08/24 

2014:06. / 229p 
978-4-16-390086-5 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784163900865*
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第一次世界大戦～現代の起点～<1> 世界戦争 
山室 信一/ 岡田 暁生/ 小関 隆/ 藤原 辰史 編 
岩波書店 
第一次世界大戦を現代の幕開けを告げる出来事としてとらえ、その歴史的な意義と

現在性を探る。1 は、植民地やアジアにとっての大戦経験に焦点をあて、大戦の

「世界性」を考察する。見返しに地図あり。 
読売新聞 2014/08/03、朝日新聞 2014/08/31 

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

*9784000287111*

 

第一次世界大戦～現代の起点～<2> 総力戦 
藤原 辰史 編 
岩波書店 
第一次世界大戦を現代の幕開けを告げる出来事としてとらえ、その歴史的な意義と

現在性を探る。2 は、戦場、銃後、収容所を生きた人々の営みから、大戦の「総体

性」を考察する。見返しに地図あり。 
読売新聞 2014/08/03、朝日新聞 2014/08/31 

2014:05. / 10p,267p 
978-4-00-028712-8 
3,700 円〔本体〕+税 

*9784000287128*

 

第一次世界大戦～現代の起点～<3> 精神の変容 
藤原 辰史 編 
岩波書店 
大戦の前後で、文学や芸術の相貌は一変する。大戦は上流社会が支えてきた芸術

や学知の危機をもたらした。社会参加と自律のはざまで揺れ動く芸術……。時代は

大衆文化へ、そして脱西欧へと大きく舵を切ってゆく。 
読売新聞 2014/08/03、朝日新聞 2014/08/31 

2014:06. / 10p,278p 
978-4-00-028713-5 
3,700 円〔本体〕+税 

*9784000287135*

 

第一次世界大戦～現代の起点～<4> 遺産 
山室 信一/ 岡田 暁生/ 小関 隆/ 藤原 辰史 編 
岩波書店 
第一次世界大戦を現代の幕開けを告げる出来事としてとらえ、その歴史的な意義と

現在性を探る。4 は、アメリカの覇権、ソヴィエト型社会主義の台頭など、大戦を通じ

て形成された世界の枠組みを考察する。見返しに地図あり。 
読売新聞 2014/08/03、朝日新聞 2014/08/31 

2014:07. / 
10p,275p,15p 
978-4-00-028714-2 
3,700 円〔本体〕+税 

*9784000287142*

 

今西錦司伝～「すみわけ」から自然学へ～(人と文化の探究 10) 
斎藤 清明 著 
ミネルヴァ書房 
一番近くにいた人物から見る巨人の素顔 
読売新聞 2014/08/03、日本経済新聞 2014/08/03 

2014:06. / 8p,388p,8p 
978-4-623-07090-9 
4,500 円〔本体〕+税 

*9784623070909*

 

たまもの 
小池 昌代 著 
講談社 
別れた男から赤ん坊を預かった「わたし」。血のつながらない息子とのかけがえのな

い日々を、艶やかでなまめかしく描き出した傑作長篇 
読売新聞 2014/08/03、日本経済新聞 2014/08/17 

2014:06. / 188p 
978-4-06-218969-9 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784062189699*
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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。 
読売新聞 2014/08/03、毎日新聞 2014/08/03 

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

*9784004314905*

 

気がつけばチェーン店ばかりでメシを食べている 
村瀬 秀信 著 
交通新聞社 
安いんです。便利なんです。で、何よりそこそこウマくて気楽なんです! 吉野家、コ

コイチから野郎ラーメン、カラオケパセラまで、著者が通いすぎた、愛しすぎたチェ

ーン店 35 軒の魅力を語る。『散歩の達人』連載を単行本化。 
読売新聞 2014/08/03、毎日新聞 2014/08/03 

2014:06. / 223p 
978-4-330-46814-3 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784330468143*

 

生命倫理の源流～戦後日本社会とバイオエシックス～ 
小松 美彦 編 
岩波書店 
1960?80 年代の日本の状況を、科学技術政策や思想、宗教などの諸側面から歴史

的に検証し、生命倫理の現状を再考する。テーマごとの論考と、生命倫理と関わり

の深い各界のキーパーソンのインタビュー記録を収録。 
読売新聞 2014/08/10 

2014:03. / 8p,342p 
978-4-00-025958-3 
5,200 円〔本体〕+税 

*9784000259583*

 

人生をひもとく日本の古典<第 1 巻> からだ 
久保田 淳/ 佐伯 真一/ 鈴木 健一/ 高田 祐彦/ 鉄野 昌弘/ 山中 玲子 著 
岩波書店 
平安貴族のダイエット、喉をいたわる世阿弥、ふぐを食べる芭蕉…。病いや老いの

心配、心身のバランスの工夫、飲食の楽しみなど「からだ」をめぐる多彩ないとなみ

を古典文学のなかに探る。 
読売新聞 2014/08/10 

2013:06. / 13p,150p 
978-4-00-028641-1 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784000286411*

 

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。 
読売新聞 2014/08/10 

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

*9784062189330*

 

櫛挽道守 
木内 昇 著 
集英社 
幕末、木曽山中。父の背を追い、少女は職人を目指す。家族とはなにか。女の幸せ

はどこにあるのか…。一心に歩いた道の先に、深く静かな感動が広がる長編時代小

説。『集英社 WEB 文芸レンザブロー』連載を単行本化。 
読売新聞 2014/08/10 

2013:12. / 367p 
978-4-08-771544-6 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784087715446*
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運命の子～トリソミー～ 
松永 正訓 著 
小学館 
染色体の異常・13 トリソミー。目も見えず、耳も聞こえず、ミルクを飲むこともできな

い。そんな赤ちゃんを我が子と受け容れて…。小児外科医が綴る、障害新生児を授

かった家族の歩みの物語。 
読売新聞 2014/08/10 

2013:12. / 220p 
978-4-09-396527-9 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784093965279*

 

夏の花・心願の国 改版(新潮文庫)  
原 民喜 著 
新潮社 
現代日本文学史上もっとも美しい散文で、人類はじめての原爆体験を描き、朝鮮戦

争勃発のさ中に自殺して逝った原民喜の代表的作品集。被爆の前年に亡くなった

妻への哀悼と終末への予感をみなぎらせた『美しき死の岸に』の作品群、被爆直後

の終末的世界を、その数カ月後に正確な筆致で描出した『夏の花』三部作、さらに

絶筆『心願の国』『鎮魂歌』などを収録する。大江健三郎編・解説 
読売新聞 2014/08/10 

2000:04. / 301p 
978-4-10-116301-7 
490 円〔本体〕+税 

*9784101163017*

 

日本の聖域(サンクチュアリ)アンタッチャブル(新潮文庫 せ-14-2) 
「選択」集部 編 
新潮社 
「知らなかった」ではすまされない、この国に巣食う闇。既存メディアが触れられない

タブーに挑む会員制情報誌の名物連載第二弾。 
読売新聞 2014/08/10 

2014:07. / 343p 
978-4-10-127242-9 
590 円〔本体〕+税 

*9784101272429*

 

甘いお菓子は食べません 
田中 兆子 著 
新潮社 
セックスレス、アル中、母にならないこと――すべて剥がれ落ちた果ての、欲望の正

体とは。40 代の危うさをあぶり出す、第 10 回 R-18 文学賞大賞受賞作。 
読売新聞 2014/08/10 

2014:03. / 254p 
978-4-10-335351-5 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784103353515*

 

月日の残像 
山田 太一 著 
新潮社 
疎開先で亡くなった母、早世した 4 人の兄、父の晩酌、松竹撮影所時代、木下恵

介・寺山修司・向田邦子の思い出…。さまざまな記憶、去っていった人びとについ

て練達の文章で描く。『考える人』連載を単行本化。 
読売新聞 2014/08/10 

2013:12. / 261p 
978-4-10-360608-6 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784103606086*

 

ソロモンの指環～動物行動学入門～(ハヤカワ文庫 ＮＦ)  
コンラート・ローレンツ/ 日高 敏隆 著 
早川書房 
〔動物行動学入門〕かえったばかりのハイイロガンのヒナは嬉しそうに挨拶の鳴き声

を発した。人間の私を親だと思っているのだ……ノーベル賞受賞の動物行動学者

ローレンツが、動物たちの生態について、ユーモアあふれる筆致で綴った永遠の名

作。著者の愛すべき人柄のしのばれる「第二版へのまえがき」を初収録。 
読売新聞 2014/08/10 

1998:03. / 261p 
978-4-15-050222-5 
740 円〔本体〕+税 

*9784150502225*
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マネーの支配者～経済危機に立ち向かう中央銀行総裁たちの闘い～ 
ニール・アーウィン/ 関 美和 著 
早川書房 
世界経済の運命はこうして決められた! セントラルバンカーたちが世界経済崩壊を

阻止すべく見せた大規模緩和への苦闘を、気鋭の記者が丹念な取材で掘り起こし

た渾身のドキュメント。 
読売新聞 2014/08/10 

2014:03. / 479p 
978-4-15-209446-9 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784152094469*

 

月山・鳥海山(文春文庫)  
森 敦 著 
文芸春秋 
雪に閉ざされた山村での暮らし。そこで出会う幽明の世界。圧倒的力量で話題をさ

らった芥川賞受賞作「月山」の他「天沼」「初真桑」「鴎」「光陰」「かての花」「天上の

眺め」収録。 
読売新聞 2014/08/10 

1979:10. / 368p 
978-4-16-722301-4 
590 円〔本体〕+税 

*9784167223014*

 

ファッションは魔法(idea ink 09) 
山縣 良和/ 坂部 三樹郎 著 
朝日出版社 
生と死を展示し反響を巻き起こし、自らのやり方でクリエイションの常識を覆してきた

2 人の若き旗手が未来の新しい人間像を提示する。 
読売新聞 2014/08/10 

2013:11. / 177p 
978-4-255-00753-3 
940 円〔本体〕+税 

*9784255007533*

 

いつも手遅れ 
アントニオ・タブッキ/ 和田 忠彦 著 
河出書房新社 
人生の時間に限りが見えたとき、人は何を願うのか。現代イタリア文学の巨匠が１８

通の手紙の形で精緻に綴った短篇集。 
読売新聞 2014/08/10 

2013:09. / 281p 
978-4-309-20632-5 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784309206325*

 

ランサローテ島 
ミシェル・ウエルベック/ 野崎 歓 著 
河出書房新社 
カナリア諸島のリゾートで過ごす快楽の一週間。現代の自由とカルトをめぐる物語。

荒涼たる島を著者自身が撮影した写真 80 点も収録。 
読売新聞 2014/08/10 

2014:05. / 1 冊 
978-4-309-20651-6 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784309206516*

 

戦火に散った巨人軍最強の捕手～吉原正喜・炎の生涯～(河出文庫 さ 27-3) 
澤宮 優 著 
河出書房新社 
戦前、川上哲治と巨人入団、闘魂あふれるプレーでスタルヒンや沢村をリードした、

ナイスガイ吉原。その短くも鮮烈豪快な野球人生。 
読売新聞 2014/08/10 

2014:06. / 217p 
978-4-309-41297-9 
660 円〔本体〕+税 

*9784309412979*

 

生物学個人授業(河出文庫 み 26-1) 
岡田 節人/ 南 伸坊 著 
河出書房新社 
「体細胞と生殖細胞の違いは？」「そもそもＤＮＡって？」…生物学者・岡田先生と生

徒のシンボーさんが、奔放かつ自由に謎に迫る。 
読売新聞 2014/08/10 

2014:08. / 234p 
978-4-309-41308-2 
640 円〔本体〕+税 

*9784309413082*
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社会はなぜ左と右にわかれるのか～対立を超えるための道徳心理学～ 
ジョナサン・ハイト/ 高橋 洋 著 
紀伊國屋書店出版部 
理性重視の従来の道徳観に抗し、情動の強力さに注目した新しい道徳心理学の提

唱。画期的な理論と実例で道徳性を多角的に検証する。 
読売新聞 2014/08/10 

2014:02. / 613p 
978-4-314-01117-4 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784314011174*

 

岸辺なき流れ<上> 
ハンス・ヘニー・ヤーン/ 沼崎 雅行/ 松本 嘉久/ 安家 達也/ 黒田 晴之 著 
国書刊行会 
『ユリシーズ』『失われた時を求めて』と並び称される２０世紀文学の大金字塔、遂に

翻訳！カフカらと並ぶ巨匠の 大の問題作。 
読売新聞 2014/08/10 

2014:05. / 711p 
978-4-336-05768-6 
5,800 円〔本体〕+税 

*9784336057686*

 

岸辺なき流れ<下> 
ハンス・ヘニー・ヤーン/ 沼崎 雅行/ 松本 嘉久/ 安家 達也/ 黒田 晴之 著 
国書刊行会 
『ユリシーズ』や『失われた時を求めて』と並び称される２０世紀文学の大金字塔、遂

に翻訳！カフカらと並ぶ巨匠の 大の問題作。 
読売新聞 2014/08/10 

2014:05. / 756p 
978-4-336-05769-3 
5,800 円〔本体〕+税 

*9784336057693*

 

梅干と日本刀～日本人の知恵と独創の歴史～(祥伝社新書 369) 
樋口 清之 著 
祥伝社 
ゾリンゲンのナイフに応用された日本刀の技術、超合理的だった日の丸弁当、梅毒

を治した紫色の布…。日本文化の美点を客観的にとらえ、当の日本人が知らなかっ

た、日本人の知恵と独創、発明と工夫を紹介する。 
読売新聞 2014/08/10 

2014:06. / 254p 
978-4-396-11369-8 
820 円〔本体〕+税 

*9784396113698*

 

同訓異字 
白川 静 著 
平凡社 
同じ訓をもつ複数の漢字について、その字源から使い分けを解説。1996 年刊行の

漢和辞典『字通』の付録「同訓異字」の単行本化。 
読売新聞 2014/08/10 

2014:06. / 335p 
978-4-582-12816-1 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784582128161*

 

舟越保武全随筆集～巨岩と花びらほか～ 
舟越 保武 著 
求龍堂 
名随筆「巨岩と花びら」「石の音、石の影」「大きな時計」をはじめ、晩年病により右手

の自由を失ってからの日々、生と死に寄せる思いを綴った「生命の音」などを収録

する。 
読売新聞 2014/08/10 

2012:05. / 388p 
978-4-7630-1218-0 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784763012180*
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モンティ・ホール問題～テレビ番組から生まれた史上最も議論を呼んだ確率問題

の紹介と解説～ 
ジェイソン・ローゼンハウス/ 松浦 俊輔 著 
青土社 
アメリカの大学の数学科准教授である著者が、広く論争を巻き起こした確率クイズ

「モンティ・ホール問題」を取り上げ、標準的な数学的解説を行なうだけでなく、心理

学や哲学など広い脈絡の中に置かれたこの問題の姿を論じる。 
読売新聞 2014/08/10 

2013:12. / 310p 
978-4-7917-6752-6 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784791767526*

 

究極の愛について語るときに僕たちの語ること 
コエヌマ カズユキ 著 
青月社 
これもみんな、愛。車椅子の男と風俗嬢。同性愛者。お見合い夫婦。ネット上恋愛。

植物人間の妻。ラブドール愛好家。ときにぶっ飛んでいて、ときに純粋。そんな彼ら

の愛のかたちに迫る、究極の愛のノンフィクション。 
読売新聞 2014/08/10 

2014:02. / 223p 
978-4-8109-1271-5 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784810912715*

 

買い物難民を救え!～移動スーパーとくし丸の挑戦～ 
村上 稔 著 
緑風出版 
長く市議会議員を務めた著者が、「買い物難民」問題の現実、その背景にある政

治・行政の問題点、将来あるべきビジョンなどを語る 
読売新聞 2014/08/10 

2014:07. / 192p 
978-4-8461-1411-4 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784846114114*

 

万象の訪れ～わが思索～ 
渡辺 京二 著 
弦書房 
渡辺京二の半世紀以上におよぶ思索の軌跡。その思想は何に共鳴したのか、どの

ように鍛えられたのか。考える楽しみとその意味を、101 の短章が導く。書評も収

録。 
読売新聞 2014/08/10 

2013:10. / 329p 
978-4-86329-094-5 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784863290945*

 

時代が求める後藤新平～自治/公共/世界認識～ 
藤原書店集部 編 
藤原書店 
現代に生きるわれわれは、100 年先を見通し、近代日本のあるべき道を指し示した

後藤新平に何を思い、何を託すのか。100 人を超える各界識者が描く多面的後藤

新平像。『機』連載及び『環』掲載の寄稿を単行本化。 
読売新聞 2014/08/10 

2014:06. / 430p 
978-4-89434-977-3 
3,600 円〔本体〕+税 

*9784894349773*

 

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。 
読売新聞 2014/08/10、産経新聞 2014/08/30 

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

*9784569819266*
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世界で一番美しい猫の図鑑 
タムシン・ピッケラル 著 
エクスナレッジ 
ヤマネコはいかにして野生生活を捨てて温かな家庭での生活を手に入れたのか。

猫の魅力をたっぷりと語り、50 を超える猫種それぞれの歴史に隠された物語を、美

しい写真とともに紹介する。 
読売新聞 2014/08/10、朝日新聞 2014/08/17 

2014:06. / 287p 
978-4-7678-1735-4 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784767817354*

 

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。 
読売新聞 2014/08/10、読売新聞 2014/08/17 

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

*9784622078234*

 

恋する台湾移住～94 カ国旅した 32 歳女子が人生リセットしてみた～ 
歩 りえこ 著 
朝日新聞出版 
人生に行き詰まった 32 歳独身女子が、すべてをリセットして大好きな台湾へ移住。

台湾人男性と恋愛したり、華流芸能界に飛び込んだりする過程で知った、台湾人の

面白さや奥深さなどを、イチ日本人女子目線で綴る。 
読売新聞 2014/08/17 

2014:07. / 229p 
978-4-02-251199-7 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784022511997*

 

青の炎(角川文庫)  
貴志 祐介 著 
角川書店 
秀一は湘南の高校に通う 17 歳。女手一つで家計を担う母と素直で明るい妹の三

人暮らし。その平和な生活を乱す闖入者がいた。警察も法律も及ばず話し合いも成

立しない相手を秀一は自ら殺害することを決意する。 
読売新聞 2014/08/17 

2002:10. / 495p 
978-4-04-197906-8 
667 円〔本体〕+税 

*9784041979068*

 

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。 
読売新聞 2014/08/17 

2014:05. / 430p 
978-4-06-218975-0 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784062189750*

 

コレクション戦争と文学～現代編～<５> イマジネーションの戦争 －幻－ 
芥川 龍之介 著 
集英社 
日清日露の戦いから現代の戦争まで、100 年以上の流れの中から作品を精選。「こ

こにない戦争」を現出せしめ、現実を変形させる力としての想像力が端的に発揮さ

れた SF・幻想小説を収録。 
読売新聞 2014/08/17 

2011:09. / 683p 
978-4-08-157005-8 
3,600 円〔本体〕+税 

*9784081570058*
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コレクション戦争と文学<１３> 死者たちの語り －冥－ 
小川 未明 著 
集英社 
日清日露の戦いから現代の戦争まで、100 年以上の流れの中から作品を精選。戦

いで無念のうちに死んだ者たちが生者たちに訴える、癒されぬ魂の叫びを切り取る

小説や詩歌などを収録。 
読売新聞 2014/08/17 

2011:11. / 721p 
978-4-08-157013-3 
3,600 円〔本体〕+税 

*9784081570133*

 

コレクション戦争と文学～地域編～<１９> ヒロシマ・ナガサキ －閃－ 
原 民喜 著 
集英社 
日清日露の戦いから現代の戦争まで、100 年以上の流れの中から作品を精選。原

爆が投下されたヒロシマ・ナガサキの、被爆時の状況、被爆とその後の状況、被爆

がもたらしたさまざまな問題などを描いた作品を収録する。 
読売新聞 2014/08/17 

2011:06. / 807p 
978-4-08-157019-5 
3,400 円〔本体〕+税 

*9784081570195*

 

花ならば赤く(集英社文庫 あ 4-12) 
有吉 佐和子 著 
集英社 
短大卒業後、口紅を手がける会社に就職し、仕事に恋に冒険する女性を描く長編

小説。有吉佐和子が 30 歳の時に『週刊明星』で連載した単行本未収録作品を、没

後 30 年を記念して刊行。(解説/有吉玉青) 
読売新聞 2014/08/17 

2014:07. / 409p 
978-4-08-745208-2 
740 円〔本体〕+税 

*9784087452082*

 

怪談 
小池 真理子 著 
集英社 
送別会の幹事だった私は、忘れ物として黒い女性用のカーディガンを渡された。だ

が、それを着ていた出席者はいなかった……。名手が描く、死者と生者の世界が交

錯する、珠玉の幻想怪奇短編集。 
読売新聞 2014/08/17 

2014:07. / 261p 
978-4-08-771567-5 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784087715675*

 

ぷはっとうまい日本のビール面白ヒストリー 
端田 晶 著 
小学館 
ニッポンビール、かく生まれり！ 
読売新聞 2014/08/17 

2014:06. / 223p 
978-4-09-388370-2 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784093883702*

 

老人と海 改版(新潮文庫)  
ヘミングウェイ/ 福田 恒存 著 
新潮社 
キューバの老漁夫サンチャゴは、長い不漁にもめげず、小舟に乗り、たった一人で

出漁する。残りわずかな餌に想像を絶する巨大なカジキマグロがかかった。4 日に

わたる死闘ののち老人は勝ったが、帰途サメに襲われ、舟にくくりつけた獲物はみ

るみる食いちぎられてゆく……。徹底した外面描写を用い、大魚を相手に雄々しく

闘う老人の姿を通して自然の厳粛さと人間の勇気を謳う名作。 
読売新聞 2014/08/17 

2003:05. / 170p 
978-4-10-210004-2 
430 円〔本体〕+税 

*9784102100042*
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この世はウソでできている 
池田 清彦 著 
新潮社 
がん検診も健康診断も受けない方が長生きする、外来種駆除はムダの極み、大麻

取締法は天下の悪法である…。「健康・安全・環境のため」という名目を掲げ、ウソで

現代人をコントロールするシステムの正体を明らかにする。 
読売新聞 2014/08/17 

2013:05. / 206p 
978-4-10-423109-6 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784104231096*

 

君は?つきだから、小説家にでもなればいい(文春文庫 あ 39-14) 
浅田 次郎 著 
文藝春秋 
幸福な少年時代、生き別れた母のこと、競馬、小説の奇蹟。人気作家の人生の風

景に酔う、単行本未収録多数の傑作エッセイ集。 
読売新聞 2014/08/17 

2014:06. / 310p 
978-4-16-790124-0 
550 円〔本体〕+税 

*9784167901240*

 

銃(河出文庫 な 29-1) 
中村 文則 著 
河出書房新社 
いま も注目されている作家・中村文則のデビュー作が装いも新たについに河出

文庫で登場！ 単行本未収録小説「火」も併録。 
読売新聞 2014/08/17 

2012:07. / 216p 
978-4-309-41166-8 
540 円〔本体〕+税 

*9784309411668*

 

快楽上等!～3.11 以降を生きる～ 
上野 千鶴子/ 湯山 玲子 著 
幻冬舎 
人生のキモチよさを、あなたはまだ知らない-。結婚から恋愛、セックス、加齢、3.11
以降まで。遊びの“ユヤマ”と怒りの“ウエノ”が、女と男をめぐる「不都合な真実」と

「その先の幸福」を語り合う。 
読売新聞 2014/08/17 

2012:10. / 321p 
978-4-344-02271-3 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784344022713*

 

問題解決のための哲学思考レッスン 25(祥伝社新書 373) 
小川 仁志 著 
祥伝社 
哲学概念をわかりやすく解説。それを「公式」として、「どうすれば、会議はまとまる

か?」「どうすれば、人間関係は良くなるか?」「どうすれば、幸福になれるか?」などの

具体的な問題に当てはめ解いていく、25 のレッスン。 
読売新聞 2014/08/17 

2014:07. / 217p 
978-4-396-11373-5 
780 円〔本体〕+税 

*9784396113735*

 

ヨーロッパ思想を読み解く～何が近代科学を生んだか～(ちくま新書 1083)  
古田 博司 著 
筑摩書房 
なぜヨーロッパにのみ、近代科学を生み出す思想が発達したのか。師と弟子の対

話形式で、カント、ニーチェらが繰り広げてきた知的格闘の論点を明らかにし、解説

する。独自の視点と思索による、思想史再構築の試み。 
読売新聞 2014/08/17 

2014:08. / 228p 
978-4-480-06793-7 
800 円〔本体〕+税 

*9784480067937*
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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。 
読売新聞 2014/08/17 

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

*9784569818849*

 

イスラム飲酒紀行 
高野 秀行 著 
扶桑社 
タブーを暴きたいわけじゃない。酒が飲みたいだけなんだ! カタール、パキスタン、

アフガニスタンなど、酒を禁じるイスラム圏における飲酒事情を描いたルポルタージ

ュ。『週刊 SPA!』等掲載記事に加筆・修正。 
読売新聞 2014/08/17 

2011:06. / 311p 図版
16p 
978-4-594-06436-5 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784594064365*

 

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 
読売新聞 2014/08/17 

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

*9784622078241*

 

天(そら)の梯(かけはし)(ハルキ文庫 た 19-12) 
高田 郁 著 
角川春樹事務所 
料理人として自らの行く末に決意を固めた澪。一方で、吉原のあさひ太夫こと幼馴

染みの野江の身請けについて懊悩する日々。四千両を捻出し、野江を身請けする

ことは叶うのか。シリーズ完結。 
読売新聞 2014/08/17 

2014:08. / 338p 
978-4-7584-3839-1 
620 円〔本体〕+税 

*9784758438391*

 

<政治的なもの>の遍歴と帰結～新自由主義以後の「政治理論」のために～ 
森 政稔 著 
青土社 
変容や衝突を経て分裂を抱え込み、政治を政治たらしめる<政治的なもの>とは何

かを追求しつづけた政治学。その歩みを、公共性、自由、ジェンダー、戦後日本、

ポストモダンなど多様な論点とともに解き明かす。 
読売新聞 2014/08/17 

2014:06. / 358p,22p 
978-4-7917-6799-1 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784791767991*

 

鉄道駅スタンプのデザイン～47 都道府県、史跡名勝セレクション～ 
関田 祐市 著 
青幻舎 
長年、駅スタンプを収集してきた監修者のコレクション約 7 万点の中から、城・温泉・

山といった愛好家に人気のモチーフのスタンプ、日本有数のターミナル駅のスタン

プ、地域色たっぷりのスタンプを紹介する。 
読売新聞 2014/08/17 

2014:06. / 255p 
978-4-86152-443-1 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784861524431*
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銀翼のイカロス([半沢直樹シリーズ]) 
池井戸 潤 著 
ダイヤモンド社 
経営再建中の帝国航空を任された半沢は、500 億円もの債権放棄を求める再生タ

スクフォースと激突する。政治家との対立、立ちはだかる宿敵…半沢に勝ち目は? 
半沢直樹シリーズ第 4 弾。『週刊ダイヤモンド』連載を書籍化。 
読売新聞 2014/08/17、朝日新聞 2014/08/24 

2014:07. / 373p 
978-4-478-02891-9 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784478028919*

 

山本作兵衛と日本の近代 
有馬 学/ マイケル・ピアソン/ 福本 寛/ 田中 直樹/ 菊畑 茂久馬 著 
弦書房 
日本初の世界記憶遺産に登録された「山本作兵衛コレクション」はなぜ評価された

のか。作兵衛炭坑画に精通した 5 人が、その価値と魅力の原点に迫る。2012 年 11
月開催のセミナーの記録。 
読売新聞 2014/08/17、朝日新聞 2014/08/24 

2014:08. / 165p 図版

8 枚 
978-4-86329-104-1 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784863291041*

 

赤毛のアン 改版(角川文庫)  
モンゴメリ 著 
角川書店 
ふとした間違いでクスバード家に連れて来られた孤児のアンは、人参頭、緑色の

眼、そばかすのある顔、よくおしゃべりする口を持つ空想力のある少女だった。作者

の少女時代の夢から生まれた児童文学の名作。 
読売新聞 2014/08/24 

1999:07. / 423p 
978-4-04-217901-6 
590 円〔本体〕+税 

*9784042179016*

 

火の昔 新版(角川ソフィア文庫 SP J-102-13) 
柳田 国男 著 
角川学芸出版 
生活に欠かせないエネルギー「火」を切り口にたどる日本人の生活史 
読売新聞 2014/08/24 

2013:07. / 227p 
978-4-04-408317-5 
590 円〔本体〕+税 

*9784044083175*

 

郵便配達は二度ベルを鳴らす(新潮文庫 ケ-3-1)  
ジェームズ・M.ケイン 著 
新潮社 
豊満な人妻といい仲になったフランクは、彼女と組んで亭主を殺害する完全犯罪を

計画するが……。あの不朽の名作が新訳で登場。 
読売新聞 2014/08/24 

2014:09. / 226p 
978-4-10-214203-5 
490 円〔本体〕+税 

*9784102142035*

 

ひんやり氷の本～氷から見つけた「食べる」「使う」「知る」ための 5 つの物語～ 
前野 紀一 著 
池田書店 
おいしくて、かんたんな「かき氷・氷を使ったレシピ」を紹介。 暑い夏を乗り切るため

の「氷」ビジュアル読み物多数。 
読売新聞 2014/08/24 

2013:06. / 141p 
978-4-262-12991-4 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784262129914*
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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。 
読売新聞 2014/08/24 

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

*9784334038052*

 

オーギュスト・コント(ちくま学芸文庫 シ 26-3)  
清水 幾太郎 著 
筑摩書房 
社会学、人類教、実証主義-。社会学の祖であり、フランス革命と産業革命という大

変動に直面したオーギュスト・コント。同じく第二次世界大戦などを体験した著者

が、コントの生涯を自らに重ねながら描いた知識社会学的一考察。 
読売新聞 2014/08/24 

2014:07. / 366p 
978-4-480-09633-3 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784480096333*

 

アイビーリーグの入り方～アメリカ大学入試の知られざる実態と名門大学の合格

基準～ 
冷泉 彰彦 著 
阪急コミュニケーションズ 
ハーバード、プリンストンなどアメリカの名門大学は、どんな学生をどんな基準で合

格させるのか? アメリカで長年、高校生の進路指導を行ってきた経験から、秘密の

ベールに包まれた「アイビーリーグ入試」のすべてを明かす。 
読売新聞 2014/08/24 

2014:08. / 231p 
978-4-484-14223-4 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784484142234*

 

かつては岸(EXLIBRIS)  
ポール・ユーン 著 
白水社 
韓国南部の架空の島ソラに暮らす人々、日本からの移民、アメリカ兵たちのささや

かな人生。珠玉の連作短篇集。 
読売新聞 2014/08/24 

2014:07. / 256p 
978-4-560-09034-3 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784560090343*

 

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。 
読売新聞 2014/08/24 

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

*9784622078364*

 

池上彰の現代史授業―21 世紀を生きる若い人たちへ 昭和編 1 昭和二十年代 

戦争と復興(池上彰の現代史授業―21 世紀を生きる若い人たちへ) 
池上 彰 著, こどもくらぶ 編 
ミネルヴァ書房 
第１巻目の「昭和二十年代」では、日本が第二次世界大戦に突入していく背景か

ら、朝鮮戦争、サンフランシスコ講和条約までをカバー。コラムではテレビの普及や

歌謡曲の流行といった身近なテーマも取り上げ、子どもでもみずから興味をもって

現代史を知ることができる。水木しげるら漫画界の重鎮三名による豪華イラストも挿

入。 
読売新聞 2014/08/24 

2014:09. / 48p 
978-4-623-07163-0 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784623071630*
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昭和編２ 昭和三十年代 もはや戦後ではない！(池上彰の現代史授業 21 世紀

を生きる若い人たちへ 2)  
池上 彰 著, こどもくらぶ 編 
ミネルヴァ書房 
昭和二十年代（一九四五年～）以降の現代史を、昭和編・平成編各四巻で池上彰

先生が解説していくシリーズ。昭和編第二巻で見ていく「昭和三十年代」は、経済

白書が「もはや戦後ではない」とし、日本が発展していった時代。日本の国連加盟、

新安保条約調印、東京オリンピック開催などのできごとが次々に起こる一方、世界

では冷戦が激化していきます。マンガ家・森田拳次先生による描き下ろしイラストも

収録。 
読売新聞 2014/08/24 

2014:10. / 48p 
978-4-623-07164-7 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784623071647*

 

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。 
読売新聞 2014/08/24 

2014:06. / 405p 
978-4-7601-4410-5 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784760144105*

 

From ひろしま 
石内 都 著 
求龍堂 
愛らしい飾りボタンがひとつ付いた、夏の白いニット。この服の持ち主の少女は、今

でも行方不明である…。写真家・石内都が、広島平和記念資料館に収蔵されてい

る被爆遺品を撮影した写真集。 
読売新聞 2014/08/24 

2014:08. / 135p 
978-4-7630-1428-3 
8,000 円〔本体〕+税 

*9784763014283*

 

「消費」をやめる～銭湯経済のすすめ～([シリーズ 22 世紀を生きる]) 
平川 克美 著 
ミシマ社 
「消費第一世代」として、株主資本主義のど真ん中を生きてきた著者がたどりついた

のは、半径 3km 圏内の暮らしだった-。リナックスカフェ代表取締役が、消費というこ

との意味や、それがもたらす変化について語る。 
読売新聞 2014/08/24 

2014:06. / 244p 
978-4-903908-53-3 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784903908533*

 

森里海連環による有明海再生への道～心の森を育む～(花乱社選書 5) 
田中 克/ 吉永 郁生 著, SPERA 森里海・時代を拓く 編 
花乱社 
有明海の水際環境の保全と再生という喫緊の課題に向け、森と海のつながり、自然

とともに生きる価値観の復元を目指す森里海連環の考え方に基づいた、研究者と

市民協同による実践の成果を問う。 
読売新聞 2014/08/24 

2014:07. / 181p 
978-4-905327-36-3 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784905327363*

 

朝鮮戦争～ポスタルメディアから読み解く現代コリア史の原点～ 
内藤 陽介 著 
えにし書房 
軍事郵便、北朝鮮のトホホ切手、記念切手発行の裏事情…。日本の敗戦から朝鮮

戦争勃発、休戦までの経緯をポスタルメディア(郵便資料)という独自の切り口から詳

細に解説。朝鮮半島現代史の原点を明らかにする。 
読売新聞 2014/08/24 

2014:08. / 198p 
978-4-908073-02-1 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784908073021*
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大衆の幻像 
竹内 洋 著 
中央公論新社 
民意と世論に踊る政治家、テレビのなかで消費される知識人、「上から目線」を悪と

する社会…。大衆の幻像、ポピュリズム、メディア知識人を中心に、歴史にみる知識

人、大学、教養をめぐる問題などを考察した評論集。 
読売新聞 2014/08/24、東京・中日新聞 2014/08/31 

2014:07. / 321p 
978-4-12-004619-3 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784120046193*

 

宮崎駿～夢と呪いの創造力～(竹書房新書 032) 
南波 克行 著 
竹書房 
稀代の天才・宮崎駿の創造の秘密を、時代と作品の変遷に沿って考察。「夢」と「呪

い」をキーワードとして、宮崎作品のダイナミズムと快楽を詳細かつ大胆に読み解

き、新たな視点を創出する。 
読売新聞 2014/08/24、東京・中日新聞 2014/08/31 

2014:07. / 223p 
978-4-8124-8808-9 
850 円〔本体〕+税 

*9784812488089*

 

忘却の声<上> 
アリス・ラプラント/ 玉木 亨 著 
東京創元社 
わたしは親友を殺したのだろうか？ 殺害容疑をかけられた認知症の女性の一人

称と手記、他人の筆跡による伝言などの断片で綴られた、静かな感動をもたらす傑

作ミステリ。 
読売新聞 2014/08/24、日本経済新聞 2014/08/24 

2014:06. / 298p 
978-4-488-01023-2 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784488010232*

 

忘却の声<下> 
アリス・ラプラント/ 玉木 亨 著 
東京創元社 
殺人の容疑をかけられたまま、認知症は進行していく。そして断片的に浮かび上が

ってくる親友との思い出。死んだ夫との会話。手がかりは、消えゆく記憶のなかにあ

るのか――。 
読売新聞 2014/08/24、日本経済新聞 2014/08/24 

2014:06. / 340p 
978-4-488-01024-9 
2,100 円〔本体〕+税 

*9784488010249*

 

赤毛のアン(新潮文庫)  
モンゴメリ 著 
新潮社 
ちょっとした手違いから、グリン・ゲイブルスの老兄妹に引き取られたやせっぽちの

孤児アン。初めは戸惑っていた 2 人も、明るいアンを愛するようになり、夢のように

美しいプリンス・エドワード島の自然の中で、アンは少女から乙女へと成長してゆく

――。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。 
読売新聞 2014/08/24、毎日新聞 2014/08/31 

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

*9784102113417*

 

膝で歩く 
季村 敏夫 著 
書肆山田 
ひと仕事おえ 挨拶をしようと 手をさしのべたとき 眼の前の?がまっ紅に染まってい

た これまで一度も ひとことも 発することのできないひと 深いことばだと感じた(「大

空みじん」より) 詩集。 
読売新聞 2014/08/26 

2014:08. / 135p 
978-4-87995-900-3 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784879959003*
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平安人の心で「源氏物語」を読む(朝日選書 919) 
山本 淳子 著 
朝日新聞出版 
平安ウワサ社会を知れば、物語がとびきり面白くなる! 「源氏物語」における平安貴

族の意識と記憶をひもとき、リアルな宮廷社会へと誘う。 
読売新聞 2014/08/31 

2014:06. / 8p,295p,16p
978-4-02-263019-3 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784022630193*

 

日本国憲法を生んだ密室の九日間(角川ソフィア文庫 M114-1)  
鈴木 昭典 著 
KADOKAWA 
九日間という短さで、極秘裏に作成された GHQ の日本国憲法草案。責任者を含

む主要執筆メンバーへのインタビュー、徹底した調査と取材をもとに、草案作成の

全過程と秘められたエピソードを明らかにする。 
読売新聞 2014/08/31 

2014:07. / 445p 
978-4-04-405806-7 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784044058067*

 

異邦の香り～ネルヴァル『東方紀行』論～  
野崎 歓 著 
講談社 
東方の甘美な香りに誘われ、女性探求の旅が始まる?。プルーストが、サイードが愛

した「世界」文学の先駆者ネルヴァルの傑作「東方紀行」の評論。『群像』連載を書

籍化。 
読売新聞 2014/08/31 

2010:04. / ４３７ｐ 
978-4-06-216176-3 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784062161763*

 

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！ 
読売新聞 2014/08/31 

2014:07. / 188p 
978-4-06-219046-6 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784062190466*

 

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) 
読売新聞 2014/08/31 

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

*9784087452006*

 

生誕 101 年「カミュ」に学ぶ本当の正義～名作映画でたどるノーベル賞作家 46 年

の生涯～ 
石光 勝 著 
新潮社 
「異邦人」「ペスト」などの傑作を執筆する一方、暴力とテロが避けられない全体主義

を終始非難しつづけたカミュの激動の生きざま。 
読売新聞 2014/08/31 

2014:07. / 297p 
978-4-10-335971-5 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784103359715*
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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。 
読売新聞 2014/08/31 

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

*9784106037498*

 

「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 2014/08/31 

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

*9784106105715*

 

「肌色」の憂鬱～近代日本の人種体験～(中公叢書) 
眞嶋 亜有 著 
中央公論新社 
明治以降、西洋化を追求し、唯一の非西洋国として列強に参入した近代日本を待

ち受けていたのは西洋からの人種的排除だった。西洋と日本を分かつ「差異」をめ

ぐる心性の系譜を、近代日本エリート層の人種体験を通じて考察する。 
読売新聞 2014/08/31 

2014:07. / 390p 
978-4-12-004627-8 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784120046278*

 

書斎は戦場なり～小説・山田美妙～(中公文庫 あ 69-4)  
嵐山 光三郎 著 
中央公論新社 
山田美妙は、なぜ文壇から忘れ去られることになったのか。生い立ち、家族、そして

そこから派生するさまざまなスキャンダルに絡め取られながらも、 後まで「書斎」と

いう戦場で戦い続けた一途な文人の生涯を追う。 
読売新聞 2014/08/31 

2014:08. / 405p 
978-4-12-205995-5 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784122059955*

 

類推の山(河出文庫)  
Ｒ・ドーマル/ 巌谷 国士 著 
河出書房新社 
これまで知られたどの山よりもはるかに高く、光の過剰ゆえに不可視のまま世界の

中心にそびえている時空の原点――類推の山。真の精神の旅を、新しい希望ととも

に描き出したシュルレアリスム小説の傑作。 
読売新聞 2014/08/31 

1996:07. / ２４３ｐ 
978-4-309-46156-4 
900 円〔本体〕+税 

*9784309461564*

 

名画で読み解くロマノフ家 12 の物語(光文社新書 707) 
中野 京子 著 
光文社 
ロシアの王室、ロマノフ家。幽閉、裏切り、謀略、暗殺、共産主義革命…始祖ミハイ

ルが即位した 1613 年から、一家全員が処刑されたニコライ 2 世までの 300 年余の

歴史を、全点カラーの絵画とともに読み解く。 
読売新聞 2014/08/31 

2014:07. / 229p 
978-4-334-03811-3 
980 円〔本体〕+税 

*9784334038113*
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老いと病でみる幕末維新～人びとはどのように生きたか～ 
家近 良樹 著 
人文書院 
歴史学に新たな視野を切り拓く円熟の成果 
読売新聞 2014/08/31 

2014:07. / 270p 
978-4-409-52060-4 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784409520604*

 

打倒!センター試験の現代文(ちくまプリマー新書 217) 
石原 千秋 著 
筑摩書房 
小説では「良い子」に、評論では「進歩的知識人」に-。受験生におくる石原流・現代

文読解テクニックの集大成。センター試験 3 年分の過去問を解きながら、まぎらわし

い選択肢を見極める力のつけ方を教える。 
読売新聞 2014/08/31 

2014:07. / 191p 
978-4-480-68919-1 
780 円〔本体〕+税 

*9784480689191*

 

アップルソング 
小手鞠 るい 著 
ポプラ社 
終戦直前、焼け跡から助け出された赤ん坊。長じて彼女はアメリカに渡り、報道写

真家として人間の愚行と光をその手で切り取っていく-。『asta*』連載に加筆・修正し

単行本化。 
読売新聞 2014/08/31 

2014:05. / 371p 
978-4-591-14003-1 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784591140031*

 

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

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

での良い関係を築くには?」の 3 つのステップを解説する。 
読売新聞 2014/08/31 

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

*9784801400023*

 

林忠四郎の全仕事～宇宙の物理学～ 
林 忠四郎 著, 林 忠四郎/ 佐藤 文隆 編 
京都大学学術出版会 
論考、講演、対談、自叙伝など貴重な資料を収録 
読売新聞 2014/08/31 

2014:05. / 8p,781p 
978-4-87698-497-8 
14,000 円〔本体〕+税 

*9784876984978*

 

桂離宮 
石元 泰博 著 
六耀社 
石元泰博が 1954 年に撮影した「桂離宮」を、半世紀の時間を経て世に問う写真

集。一部、1981 年撮影の作品も加え、新たなエディトリアルと 新の印刷技術によ

り構成。桂離宮の美の本質をモノクローム写真で伝える。 
読売新聞 2014/08/31 

2014:06. / 214p 
978-4-89737-768-1 
5,000 円〔本体〕+税 

*9784897377681*
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ホントに歩く東海道<第１集> 日本橋～保土ケ谷(ウォ－クマップ) 
風人社 
読売新聞 2014/08/31 

2012:12. /  
978-4-938643-44-7 
980 円〔本体〕+税 

*9784938643447*

 

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! 
日本経済新聞 2014/08/03 

2014:05. / 
18p,275p,28p 
978-4-00-025976-7 
3,400 円〔本体〕+税 

*9784000259767*

 

すばらしいフェルディナンド  
ルドウィク・Ｊ．ケルン/ 内田 莉莎子/ カジミェシュ・ミクルスキ 著 
岩波書店 
人間のように 2 本足で立って歩けるようになった犬のフェルディナンドは，人々から

優雅な紳士として迎えられますが，ゆく先ざきでとてつもないユーモラスな事件にま

きこまれます．ポーランドの楽しい作品．  
日本経済新聞 2014/08/03 

1967:07. / ２５４ｐ 図

版１２枚 
978-4-00-110366-3 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784001103663*

 

黒ねこミケシュのぼうけん  
ヨゼフ・ラダ/ 小野田 澄子 著 
岩波書店 
人間のことばをはなす黒ネコのミケシュは村の人気者。山羊のボベシュやブタのパ

シークと３人組をつくったり、学校へ行ったり…。ボヘミアの村々を舞台にした楽しい

童話。 
日本経済新聞 2014/08/03 

1967:07. / ２６２ｐ 図

版６枚 
978-4-00-110370-0 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784001103700*

 

宇宙飛行士の採用基準～例えばリーダーシップは「測れる」のか～(角川 one テー

マ 21 D-33) 
山口 孝夫 著 
KADOKAWA 
宇宙飛行士をどう選抜し、どう訓練し、どう育てるのか。そしてそこから浮かび上が

る、「失敗が死につながる世界で必要とされる資質」とは――? ビジネスマンにも是

非読んでもらいたい「人材採用・育成」の究極の姿 
日本経済新聞 2014/08/03 

2014:07. / 206p 
978-4-04-101647-3 
800 円〔本体〕+税 

*9784041016473*

 

遺譜～浅見光彦最後の事件～<下>([浅見光彦シリーズ]) 
内田 康夫 著 
KADOKAWA 
ドイツと日本、二つの国で次々に見つかる新事実、「遺譜」に記されていた内容と

は? 第二次世界大戦当時から現代へと綿々と続く「盟約」を護り続ける者と、それを

狙う者。浅見光彦が迎える史上 大の危機！ 
日本経済新聞 2014/08/03 

2014:07. / 363p 
978-4-04-101758-6 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784041017586*
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遺譜～浅見光彦最後の事件～<上>([浅見光彦シリーズ]) 
内田 康夫 著 
KADOKAWA 
浅見光彦は本人が知らない間に企画された 34 歳の誕生日パーティに際し、ドイツ

出身の美人バイオリニストに頼まれともに丹波篠山へ赴く。祖母が託した「遺譜」は

どこにあるのか――!? 史上 大スケールの難事件！ 
日本経済新聞 2014/08/03 

2014:07. / 362p 
978-4-04-110231-2 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784041102312*

 

三国志<１>(吉川英治歴史時代文庫)  
吉川 英治 著 
講談社 
日本経済新聞 2014/08/03 

1989:04. / ５１１ｐ 
978-4-06-196533-1 
760 円〔本体〕+税 

*9784061965331*

 

日本海軍 400 時間の証言～軍令部・参謀たちが語った敗戦～(新潮文庫 え-20-
3)  
NHK スペシャル取材班 著 
新潮社 
開戦の真相、特攻への道、戦犯裁判。「海軍反省会」録音に刻まれた肉声から、海

軍、そして日本組織の本質的な問題点が浮かび上がる。 
日本経済新聞 2014/08/03 

2014:08. / 508p 
978-4-10-128373-9 
750 円〔本体〕+税 

*9784101283739*

 

夜の樹 改版(新潮文庫 カ-3-5) 
カポーティ 著 
新潮社 
ニューヨークのマンションで、ありふれた毎日を送る未亡人は、静かに雪の降りしき

る夜、〈ミリアム〉と名乗る美しい少女と出会った……。ふとしたことから全てを失って

ゆく都市生活者の孤独を捉えた「ミリアム」。旅行中に奇妙な夫婦と知り合った女子

大生の不安を描く「夜の樹」。夢と現実のあわいに漂いながら、心の核を鮮かに抉り

出す、お洒落で哀しいショート・ストーリー9 編。 
日本経済新聞 2014/08/03 

2011:07. / 351p 
978-4-10-209505-8 
590 円〔本体〕+税 

*9784102095058*

 

ローマ人の物語<１> ローマは一日にして成らず  全１５巻１配 
塩野 七生 著 
新潮社 
人類の歴史上、初めて構築された世界帝国ローマ――その一千年の興亡には 20
世紀を生きる我々の根源的営みの座標軸が全て刻みこまれている。 
日本経済新聞 2014/08/03 

1992:07. / 282p 
978-4-10-309610-8 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784103096108*

 

スターリン～「非道の独裁者」の実像～(中公新書 2274) 
横手 慎二 著 
中央公論新社 
「非道の独裁者」はなぜ今もロシアで支持されるのか。ソ連崩壊後の新史料をもと

に、グルジアに生まれ、革命家として頭角を現し、ソ連の 高指導者としてヒトラー

やアメリカと渡りあったスターリンの生涯をたどる。 
日本経済新聞 2014/08/03 

2014:07. / 5p,318p 
978-4-12-102274-5 
900 円〔本体〕+税 

*9784121022745*
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あなたが救える命～世界の貧困を終わらせるために今すぐできること～ 
ピーター・シンガー/ 児玉 聡/ 石川 涼子 著 
勁草書房 
豊かな国に住む私たちは、貧しい国で極度の貧困にある人々を援助する義務があ

る。人々の命を救うために何ができるのか、緊急の提言。 
日本経済新聞 2014/08/03 

2014:06. / 
15p,258p,34p 
978-4-326-15430-2 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784326154302*

 

GPIF 世界最大の機関投資家～Government Pension Investment Fund～ 
小幡 績 著 
東洋経済新報社 
１３０兆円もの運用資金をもつ世界 大の機関投資家の全容。アベノミクス 後の

切り札と言われる改革論（日本株買増し）への批判。 
日本経済新聞 2014/08/03 

2014:07. / 288p 
978-4-492-39606-3 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784492396063*

 

おわらない音楽(私の履歴書) 
小澤 征爾 著 
日本経済新聞出版社 
中国に生まれ、日本に育った僕が、どこまで西洋音楽を理解できるか、一生かけて

実験を続けるつもりだ-。世界を駆け抜けた疾風怒濤の 79 年。未完の指揮者人生

を爽やかに振り返る。『日本経済新聞』朝刊連載を書籍化。 
日本経済新聞 2014/08/03 

2014:07. / 177p 
978-4-532-16933-6 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784532169336*

 

帝王学～「貞観政要」の読み方～(日経ビジネス人文庫)  
山本 七平 著 
日本経済新聞出版社 
組織の指導者はいかにあるべきか？ 敵の忠臣を登用せよ、部下の諫言 を聞き入

れよ、清貧の生活に甘んじよ――これらが『貞観政要』の教 える行動鉄則だ。古

来、為政者の必読書とされてきた名著を、現代の ビジネスリーダーに向けて読み

解いたベストセラー。 
日本経済新聞 2014/08/03 

2001:03. / 225p 
978-4-532-19045-3 
505 円〔本体〕+税 

*9784532190453*

 

渋沢栄一１００の訓言～「日本資本主義の父」が教える黄金の知恵～(日経ビジネ

ス人文庫)  
渋沢 健 著 
日本経済新聞出版社 
「満足は衰退の第一歩」「『他人をも利すること』を考えよ」――。企業 500 社を興し

た実業家・渋沢栄一。ドラッカーも影響された「日本資本主義の父」が残した黄金の

知恵を、５代目子孫がいま鮮やかに蘇らせる。 
日本経済新聞 2014/08/03 

2010:08. / 272p 
978-4-532-19553-3 
648 円〔本体〕+税 

*9784532195533*

 

グリーン革命～温暖化、フラット化、人口過密化する世界～<上> 増補改訂版  
トーマス・フリードマン/ 伏見 威蕃 著 
日本経済新聞出版社 
再生可能エネルギーへ転換し、石油依存から脱却しつつ経済成長と豊かさを享受

するという大きな試練に、国家と企業はどう立ち向かうべきか。人類が経験したこと

のない新時代を生き抜くための知恵。大幅加筆した増補改訂版。 
日本経済新聞 2014/08/03 

2010:06. / ３７７ｐ 
978-4-532-31622-8 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784532316228*
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グリーン革命～温暖化、フラット化、人口過密化する世界～<下> 増補改訂版  
トーマス・フリードマン/ 伏見 威蕃 著 
日本経済新聞出版社 
次なるグローバル産業はすべてグリーンから生まれる。この得意分野で日本の優位

を保ち、２１世紀の雇用と経済的繁栄を創り出せるか。人類が経験したことのない新

時代を生き抜くための知恵。大幅加筆した増補改訂版。 
日本経済新聞 2014/08/03 

2010:06. / ３６７ｐ 
978-4-532-31623-5 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784532316235*

 

テクニウム～テクノロジーはどこへ向かうのか?～ 
ケヴィン・ケリー/ 服部 桂 著 
みすず書房 
石器からコンピューターに至るまで、人類が生み出してきた様々なテクノロジーに通

低する普遍的な法則、そしてテクノロジーの本質とは、いったい何なのだろうか。

『Wired』創刊編集長が贈る、テクノロジー版“種の起源”。 
日本経済新聞 2014/08/03 

2014:06. / 422p,30p 
978-4-622-07753-4 
4,500 円〔本体〕+税 

*9784622077534*

 

アメリカの福祉改革とジェンダー～「福祉から就労へ」は成功したのか?～ 
佐藤 千登勢 著 
彩流社 
1990 年代後半に行われた福祉改革が、アメリカ社会にもたらした影響を、ジェンダ

ー、人種・エスニシティ、市民権の観点からたどった労作。福祉国家アメリカの再編

を詳細に分析する。 
日本経済新聞 2014/08/03 

2014:04. / 177p,52p 
978-4-7791-2002-2 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784779120022*

 

巨大「実験国家」EU は生き残れるのか?～縮みゆく国々が仕掛ける制度イノベー

ション～ 
国末 憲人 著 
草思社 
もはや成長の止まった国に、何ができるのか？ヨーロッパのさまざまな試みから日本

のいま、これからを読み解く。 
日本経済新聞 2014/08/03 

2014:06. / 334p 
978-4-7942-2060-8 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784794220608*

 

イスラーム圏ビジネスの法と実務 
イスラムビジネス法研究会/ 西村あさひ法律事務所 著 
経済産業調査会 
本書は初学者から専門家まで、大変な知的刺激を与える内容です。世界人口の四

分の一を占めるムスリムの市場の扉を開く一冊！ 
日本経済新聞 2014/08/03 

2014:07. / 4p,400p 
978-4-8065-2937-8 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784806529378*

 

経営者支配とは何か～日本版コーポレート・ガバナンス・コードとは～ 
今井 祐 著 
文眞堂 
13 の事例研究における問題点を踏まえ解説。 
日本経済新聞 2014/08/03 

2014:06. / 15p,349p 
978-4-8309-4827-5 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784830948275*
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真実はワインの中に～熱田貴のワイン航海日誌～  
熱田 貴 著 
飛鳥出版 
ワインはそのワインを育んだ自然と、育てた人と密接に結びついている。その全てを

味わう時の、人生の豊かさや楽しさを通して、ワインをはじめ、ビジネスや人生の真

実をみつめる。 
日本経済新聞 2014/08/03 

2000:07. / ２６１ｐ 
978-4-900000-64-3 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784900000643*

 

マスード～伝説のアフガン司令官の素顔～ 
マルセラ・グラッド/ [アニカ編集部 著 
アニカ 
対ソ連・対タリバン戦で行動を共にした盟友・部下・ジャーナリスト・家族など５０人を

超える人々による、マスード司令官礼賛。 
日本経済新聞 2014/08/03 

2014:04. / 573p 
978-4-901964-27-2 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784901964272*

 

夏目漱石周辺人物事典 
海老井 英次 編 
笠間書院 
漱石の人生と交差した重要人物 138 人の列伝事典。漱石の生涯を七期に分けて

人物を配列。これまで知らなかった漱石が見えてくる 
日本経済新聞 2014/08/03、朝日新聞 2014/08/10 

2014:06. / 
12p,581p,21p 
978-4-305-70722-2 
5,500 円〔本体〕+税 

*9784305707222*

 

透明な迷宮 
平野 啓一郎 著 
新潮社 
性に憑かれたハンガリー人に拉致された日本人カップル。悲劇を共有し愛し合うよ

うになった二人がとらわれた迷宮とは？ 新小説集。 
日本経済新聞 2014/08/03、朝日新聞 2014/08/17 

2014:06. / 209p 
978-4-10-426009-6 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784104260096*

 

日本人論争 大西巨人回想 
大西 巨人 著 
左右社 
戦後文学を代表する大西巨人の 1996 年以降のエッセイ・評論と近年のインタビュ

ーを網羅的に収載。口絵に写真、自筆はがきや自筆原稿、構想ノートを掲載し、巻

末には詳細な年譜も付す。 
日本経済新聞 2014/08/03、東京・中日新聞 2014/08/24 

2014:07. / 797p 図版
16p 
978-4-86528-102-6 
8,300 円〔本体〕+税 

*9784865281026*

 

ナイン・ストーリーズ 改版(新潮文庫)  
サリンジャー/ 野崎 孝 著 
新潮社 
バナナがどっさり入っているバナナ穴に行儀よく泳いでいき、中に入ると豚みたいに

バナナを食べ散らかすバナナフィッシュ。あんまりバナナを食べ過ぎて、バナナ穴

から出られなくなりバナナ熱にかかって死んでしまうバナナフィッシュ……グラース

家の長兄、シーモアの謎の自殺を描く「バナナフィッシュにうってつけの日」ほか、九

つのケッ作からなる自選短篇集。 
日本経済新聞 2014/08/10 

1974:12. / 302p 
978-4-10-205701-8 
490 円〔本体〕+税 

*9784102057018*
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フラニーとズーイ(新潮文庫 サ-5-2) 
サリンジャー 著 
新潮社 
エゴだらけの世界に欺瞞を覚え、宗教書に魂の救済を求めるフラニー。兄ズーイは

才気とユーモアに富む渾身の言葉で、自分の殻に閉じこもる妹を救い出す。新訳。

訳者・村上春樹の特別エッセイを掲載した別紙挟み込み付き。 
日本経済新聞 2014/08/10 

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

･
9784102057049*

 

季節のうた(河出文庫 さ 30-1) 
佐藤 雅子 著 
河出書房新社 
「ぶどうのトルテ」「わが家の年こし」…家族への愛情に溢れた料理と心づくしの家事

万端。昭和の女性の憧れだった著者の食エッセイ。 
日本経済新聞 2014/08/10 

2014:05. / 266p 
978-4-309-41291-7 
690 円〔本体〕+税 

*9784309412917*

 

気候変動リスクとどう向き合うか～企業・行政・市民の賢い適応～ 
西岡 秀三/ 植田 和弘/ 森杉 壽芳/ 損害保険ジャパン/ 損保ジャパン環境財団

/ 損保ジャパン日本興亜リスクマネジメント 著 
金融財政事情研究会 
自然災害に強靱な社会にするためには? 気候変動とその影響に対する適応をテ

ーマに、企業・行政・市民による先進的な取組みと適応に関する 新の理論を紹介

する。 
日本経済新聞 2014/08/10 

2014:03. / 12p,267p 
978-4-322-12424-8 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784322124248*

 

あなたは絶対！運がいい(幻冬舎文庫)  
浅見 帆帆子 著 
幻冬舎 
心の持ち方一つで、思い通りに人生は変えられる。運は自分でつくれるもの、夢を

かなえるには仕組みとコツがある。プラスのパワーをたくさんためて悩みを解決し、

あなたに幸せを呼び込む本。 
日本経済新聞 2014/08/10 

2006:04. / 204p 
978-4-344-40761-9 
457 円〔本体〕+税 

*9784344407619*

 

「反日」中国の文明史(ちくま新書 1080) 
平野 聡 著 
筑摩書房 
中国は雄大なロマンの大陸か。巨大で底知れぬ混沌か。周辺国に対して、必要以

上に強硬となり、自らの立場に沿って周辺国を変えようとする「驕った大国」。その本

質を悠久の中国史に探り、問題のありかと日本の指針を示す。 
日本経済新聞 2014/08/10 

2014:07. / 270p 
978-4-480-06784-5 
840 円〔本体〕+税 

*9784480067845*

 

ヘミングウェイ短篇集(ちくま文庫)  
ヘミングウェイ/ 西崎 憲 著 
筑摩書房 
ヘミングウェイは弱く寂しい男たち、冷静で寛大な女たちを登場させ「人間であるこ

との孤独」を描く。繊細で切れ味鋭い 14 の短篇を新訳で贈る。 
日本経済新聞 2014/08/10 

2010:03. / 285p 
978-4-480-42684-0 
880 円〔本体〕+税 

*9784480426840*
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ベルリン危機 1961～ケネディとフルシチョフの冷戦～<上> 
フレデリック・ケンプ/ 宮下 嶺夫 著 
白水社 
キューバ・ミサイル危機の前年、東西分断を象徴する「壁」の建設が始まった。 新

資料と取材により「決定的な一年間」を追う。 
日本経済新聞 2014/08/10 

2014:06. / 391p 図版
16p 
978-4-560-08371-0 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784560083710*

 

ベルリン危機 1961～ケネディとフルシチョフの冷戦～<下> 
フレデリック・ケンプ/ 宮下 嶺夫 著 
白水社 
キューバ・ミサイル危機の前年、東西分断を象徴する「壁」の建設が始まった。 新

資料と取材により「決定的な一年間」を追う。 
日本経済新聞 2014/08/10 

2014:06. / 304p,106p 
図版 16p 
978-4-560-08372-7 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784560083727*

 

ディアギレフ・バレエ年代記 1909-1929 
セルゲイ・グリゴリエフ/ 薄井 憲二/ 森 瑠依子 著 
平凡社 
100 年前、バレエ・リュスの全期間を通じディアギレフのもとで芸術監督を務めた著

者による記録。生の声を知る貴重な記録。 
日本経済新聞 2014/08/10 

2014:07. / 325p 
978-4-582-83665-3 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784582836653*

 

人材サービス産業の新しい役割～就業機会とキャリアの質向上のために～ 
大木 栄一 編 
有斐閣 
労働市場の一翼を担う産業の実態 
日本経済新聞 2014/08/10 

2014:07. / 13p,329p 
978-4-641-16433-8 
3,500 円〔本体〕+税 

*9784641164338*

 

構想グラミン日本～貧困克服への挑戦～ 
菅 正広 著 
明石書店 
途上国バングラデッシュ、先進国アメリカと日本を比較して、貧困の状況などマイク

ロファイナンスを巡る社会経済状況の相違点と共通点を考察。アメリカでできたグラ

ミン銀行の日本版「グラミン日本」が実現する可能性を探る。 
日本経済新聞 2014/08/10 

2014:07. / 253p 
978-4-7503-4041-8 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784750340418*

 

ウェザー・オブ・ザ・フューチャー～気候変動は世界をどう変えるか～ 
ハイディ・カレン 著 
シーエムシー出版 
平均気温や海面が上がると結局どうなるの? 
日本経済新聞 2014/08/10 

2011:09. / 377p,20p 
978-4-7813-0337-6 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784781303376*

 

少子化時代の「良妻賢母」～変容する現代日本の女性と家族～ 
S.D.ハロウェイ 著 
新曜社 
日本女性の結婚や子育てに対する考え方・行動をインタビューを通し分析、子育て

しながら幸せに生きられる社会への手がかりを探る。 
日本経済新聞 2014/08/10 

2014:07. / 
17p,340p,36p 
978-4-7885-1394-5 
3,700 円〔本体〕+税 

*9784788513945*
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犬たちの明治維新～ポチの誕生～ 
仁科 邦男 著 
草思社 
明治時代、なぜ犬は「ポチ」、猫は「タマ」と相場が決まったか? ペリー来航、横浜開

港、文明開化、西南戦争…。史料にちらちら顔を見せる犬関連の記述を丹念に拾

い集め、「犬にとっての幕末明治」をいきいきと描く。 
日本経済新聞 2014/08/10 

2014:07. / 335p 
978-4-7942-2063-9 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784794220639*

 

視覚文化「超」講義 
石岡 良治 著 
フィルムアート社 
動画以降の世紀を生きるための、ポピュラー文化のタイム・トラベル! 映画、ゲー

ム、アニメ、PV、アート、CG、マンガ…。ハイカルチャー/ポップカルチャーの枠組み

を超えて視覚文化を語る。 
日本経済新聞 2014/08/10 

2014:06. / 333p 
978-4-8459-1430-2 
2,100 円〔本体〕+税 

*9784845914302*

 

気候は変えられるか?(ウェッジ選書 49) 
鬼頭 昭雄 著 
ウェッジ 
酷暑、豪雨、台風…。これまでにない記録的な気象現象の数々。これから気候はど

うなってしまうのか? 変わってしまった気候は変えられるのか? IPCC 報告執筆者

が、それらの疑問に答えつつ、気候のしくみを解説する。 
日本経済新聞 2014/08/10 

2013:11. / 237p 
978-4-86310-118-0 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784863101180*

 

環境史から学ぶ地球温暖化(エネルギーフォーラム新書 012) 
杉山 大志 著 
エネルギーフォーラム 
環境史をひもとき、過去に大きな環境の変化があったことを示した上で、温暖化の

影響にはどう適応できそうか、温暖化の不確実性にどう対処したらよいのかを考え

る。 
日本経済新聞 2014/08/10 

2012:05. / 243p 
978-4-88555-406-3 
900 円〔本体〕+税 

*9784885554063*

 

良い資本主義悪い資本主義～成長と繁栄の経済学～ 
ウイリアム J.ボーモル/ ロバート E.ライタン/ カール J.シュラム/ 原 洋之介/ 田中 

健彦 著 
書籍工房早山 
イノベーションを大事にする米国資本主義が も繁栄する資本主義だ、大企業中

心の日本はだから勝てないのだ！巨峰ボーモルの直言 
日本経済新聞 2014/08/10 

2014:05. / 381p 
978-4-904701-39-3 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784904701393*

 

地球の政治学～環境をめぐる諸言説～  
Ｊ．Ｓ．ドライゼク/ 丸山 正次 著 
風行社 
環境政治学の研究で知られる著者が、九つの環境言説について論考。環境をめぐ

る政治の全体像を捉えようと試みる。 
日本経済新聞 2014/08/10 

2007:06. / ３０７，３４ｐ 
978-4-938662-90-5 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784938662905*
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レイジング・ザ・バー～妥協しない物つくりの成功物語～ 
ゲーリー・エリクソン/ ルイス・ロレンツェン/ 谷 克二 著 
エイアンドエフ 
サイクリングとクライミングとジャズを愛する 1 人の爽やかな青年が、失敗も包みかく

さず述べながら、エネルギー・バー(栄養補給食品)で全米 No.1 起業家となるまで

の半生を描く。 
日本経済新聞 2014/08/10 

2014:05. / 407p 
978-4-9907065-1-7 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784990706517*

 

魔女の世界史～女神信仰からアニメまで～(朝日新書 472)  
海野 弘 著 
朝日新聞出版 
かつておぞましい、醜悪なイメージをして描かれていた魔女は、19 世紀末にそのイ

メージを大きく変えた。女神信仰から魔法少女アニメまで、「蠱惑し、闘い、変容する

女性史」をたどる。 
日本経済新聞 2014/08/10、朝日新聞 2014/08/17 

2014:07. / 278p 
978-4-02-273572-0 
820 円〔本体〕+税 

*9784022735720*

 

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。 
日本経済新聞 2014/08/10、朝日新聞 2014/08/24 

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

*9784569819624*

 

人類が永遠に続くのではないとしたら 
加藤 典洋 著 
新潮社 
私は過去のことを考えるほど、未来のことを考えていただろうか。地球と人類の有限

性を引き受けたうえで、なおイエスという哲学とは？ 
日本経済新聞 2014/08/10、毎日新聞 2014/08/10、朝日新聞 2014/08/31 

2014:06. / 418p 
978-4-10-331212-3 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784103312123*

 

罪と罰<上>(岩波文庫)  
ドストエフスキー/ 江川 卓 著 
岩波書店 
悲惨な境遇から脱出しようと，青年はある「計画」を決行するが──閉塞した社会状

況の中でくすぶる人間性の回復への強烈な願望を描いて，世界文学史上にドスト

エフスキーの名を刻みつけた不朽の名作． 
日本経済新聞 2014/08/17 

1999:11. / 414p 
978-4-00-326135-4 
940 円〔本体〕+税 

*9784003261354*

 

アメリカ外交５０年(岩波現代文庫)  
ジョージ・Ｆ．ケナン/ 近藤 晋一/ 飯田 藤次/ 有賀 貞 著 
岩波書店 
アメリカの戦後世界政策を構想した著者ケナンが，アメリカ外交の伝統における現

実感覚の欠如を批判しつつ，そのあるべき姿を提言した外交論の教科書ともいうべ

き古典．1900 年からの 50 年間にアメリカがとった外交上の態度を徹底検証した講

演集に加え，ソ連「封じ込め政策」の理論的基礎を示し反響を呼んだ論文等を収

録． 
日本経済新聞 2014/08/17 

2000:10. / 310p 
978-4-00-600030-1 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784006000301*
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雪国(角川文庫 か 1-2) 
川端 康成 著 
角川書店 
国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。「無為の孤独」を非情に守る青年・島

村と、雪国の芸者・駒子の純情。魂が触れあう様を具に描き、人生の哀しさ美しさを

うたったノーベル文学賞作家の名作。 
日本経済新聞 2014/08/17 

2013:06. / 208p 
978-4-04-100846-1 
362 円〔本体〕+税 

*9784041008461*

 

東京語の歴史(講談社学術文庫 2250) 
杉本 つとむ 著 
講談社 
アズマ言葉から江戸語、そして東京語へ。人為的な「標準語」と、生きた「方言」との

間を揺れた東京語の歴史を豊富な資料で活写する。 
日本経済新聞 2014/08/17 

2014:08. / 377p 
978-4-06-292250-0 
1,170 円〔本体〕+税 

*9784062922500*

 

明日～一九四五年八月八日・長崎～(集英社文庫)  
井上光晴 著 
集英社 
誰が運命の〈明日〉を予測しただろうか。原爆投下の前日、長崎の人びとは迫りくる

死の影も知らず、いつものように愛し、傷つき、生きていた…。核時代の〈今日〉を鮮

烈に問う。 
日本経済新聞 2014/08/17 

1986:07. / 223p 
978-4-08-749120-3 
400 円〔本体〕+税 

*9784087491203*

 

金閣寺 改版(新潮文庫)  
三島 由紀夫 著 
新潮社 
一九五〇年七月一日、「国宝・金閣寺焼失。放火犯人は寺の青年僧」という衝撃の

ニュースが世人の耳目を驚かせた。この事件の陰に潜められた若い学僧の悩み

――ハンディを背負った宿命の子の、生への消しがたい呪いと、それゆえに金閣の

美の魔力に魂を奪われ、ついには幻想と心中するにいたった悲劇……。31 歳の鬼

才三島が全青春の決算として告白体の名文に綴った不朽の金字塔。 
日本経済新聞 2014/08/17 

2003:05. / 375p 
978-4-10-105008-9 
590 円〔本体〕+税 

*9784101050089*

 

真実一路 〔平成２年〕改版(新潮文庫)  
山本有三 著 
新潮社 
父と姉に育てられた義夫少年を主人公に、人生を“真実一路”に生きようとしながら

傷ついていく人人の真摯な姿を写し出す不朽の名作。 
日本経済新聞 2014/08/17 

1991:09. / 426p 
978-4-10-106001-9 
667 円〔本体〕+税 

*9784101060019*

 

落日燃ゆ(新潮文庫)  
城山 三郎 著 
新潮社 
東京裁判で絞首刑を宣告された七人のＡ級戦犯のうち、ただ一人の文官であった

元総理、外相広田弘毅。戦争防止に努めながら、その努力に水をさし続けた軍人

たちと共に処刑されるという運命に直面させられた広田。そしてそれを従容として受

け入れ一切の弁解をしなかった広田の生涯を、激動の昭和史と重ねながら抑制し

た筆致で克明にたどる。毎日出版文化賞・吉川英治文学賞受賞。 
日本経済新聞 2014/08/17 

1986:11. / 392p 
978-4-10-113318-8 
670 円〔本体〕+税 

*9784101133188*
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予告された殺人の記録(新潮文庫)  
Ｇ・ガルシア＝マルケス/ 野谷 文昭 著 
新潮社 
町をあげての婚礼騒ぎの翌朝、充分すぎる犯行予告にもかかわらず、なぜ彼は滅

多切りにされねばならなかったのか？ 閉鎖的な田舎町でほぼ三十年前に起きた、

幻想とも見紛う殺人事件。凝縮されたその時空間に、差別や妬み、憎悪といった民

衆感情、崩壊寸前の共同体のメカニズムを複眼的に捉えつつ、モザイクの如く入り

組んだ過去の重層を、哀しみと滑稽、郷愁をこめて録す、熟成の中篇。 
日本経済新聞 2014/08/17 

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

*9784102052112*

 

百万ドルをとり返せ(新潮文庫)  
ジェフリ－・ア－チャ－/ 永井淳 著 
新潮社 
大物詐欺師で富豪のハーヴェイ・メトカーフの策略により、北海油田の幽霊会社の

株を買わされ、合計百万ドルを巻きあげられて無一文になった四人の男たち。天才

的数学教授を中心に医者、画商、貴族が専門を生かしたプランを持ちより、頭脳の

かぎりを尽して展開する絶妙華麗、痛快無比の奪回作戦。新機軸のエンターテイン

メントとして話題を呼ぶ“コン・ゲーム小説”の傑作。 
日本経済新聞 2014/08/17 

1977:08. / 345p 
978-4-10-216101-2 
710 円〔本体〕+税 

*9784102161012*

 

月の裏側～日本文化への視角～ 
クロード・レヴィ=ストロース/ 川田 順造 著 
中央公論新社 
世界における日本文化の位置、月の隠れた面、因幡の白兎…。20 世紀後半の思

想界をリードした知の巨人、レヴィ=ストロースが、人類学者の眼差しで捉えた日本と

日本人、日本文化について綴る。川田順造との対話も収録。 
日本経済新聞 2014/08/17 

2014:07. / 161p 
978-4-12-004424-3 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784120044243*

 

生物に学ぶイノベーション～進化 38 億年の超技術～(NHK 出版新書 440) 
赤池 学 著 
ＮＨＫ出版 
ハエを用いたリサイクルシステム、昆虫の鳴き声によるトラウマの治療…。生存競争

を勝ち抜いてきた生物たちの超技術を、研究・開発に活かす動きが盛り上がってい

る。生物進化の不思議を読み解きながら、新発想のヒントを記す。 
日本経済新聞 2014/08/17 

2014:07. / 214p 
978-4-14-088440-9 
740 円〔本体〕+税 

*9784140884409*

 

寒い国から帰ってきたスパイ(ハヤカワ文庫 NV 174) 
ジョン・ル・カレ 著 
早川書房 
ベルリンの壁を境に展開される英独諜報部の熾烈な暗闘を息づまる筆致で描破！

作者自身情報部員ではないかと疑われたほどのリアルな描写と、結末の見事など

んでん返しとによってグレアム・グリーンに絶賛され、英国推理作家協会賞、アメリカ

探偵作家クラブ賞両賞を獲得したスパイ小説の金字塔！ 
日本経済新聞 2014/08/17 

1978:05. / 382p 
978-4-15-040174-0 
900 円〔本体〕+税 

*9784150401740*
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プリティ・モンスターズ 
ケリー・リンク/ 柴田 元幸 著 
早川書房 
海で溺れかけたところをキャベルに助けられたクレメンタイン。高校生になった彼女

は再びキャベルに命を救われ…。少女たちの奇妙な友情を綴った表題作ほか全

10 篇を収録。ジャンルを自在に横断する短篇作家リンクの作品集。 
日本経済新聞 2014/08/17 

2014:07. / 470p 
978-4-15-209469-8 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784152094698*

 

イエス・キリストは実在したのか? 
レザー・アスラン/ 白須 英子 著 
文藝春秋 
救世主（キリスト）としてのイエスは実在しなかった。いたのは、暴力で秩序転覆を図

った革命家（ゼロット）としてのイエスだった。 
日本経済新聞 2014/08/17 

2014:07. / 352p,11p 
978-4-16-390093-3 
1,850 円〔本体〕+税 

*9784163900933*

 

サッカーと人種差別(文春新書 987)  
陣野 俊史 著 
文藝春秋 
スタジアムで起こった人種差別事件を検証し、サッカーは差別といかに闘ってきた

のかを探る。差別的横断幕事件を受けた緊急出版。 
日本経済新聞 2014/08/17 

2014:07. / 228p 
978-4-16-660987-1 
750 円〔本体〕+税 

*9784166609871*

 

坂の上の雲<１> 新装版(文春文庫)  
司馬 遼太郎 著 
文芸春秋 
松山出身の歌人正岡子規と軍人の秋山好古・真之兄弟の三人を軸に、維新から日

露戦争の勝利に至る明治日本を描く大河小説。 
日本経済新聞 2014/08/17 

1999:01. / 350p 
978-4-16-710576-1 
650 円〔本体〕+税 

*9784167105761*

 

なぜ日本の公教育費は少ないのか～教育の公的役割を問いなおす～ 
中澤 渉 著 
勁草書房 
財政難に喘ぐ日本社会への具体的な教育社会学的提言。民主主義社会の基礎と

なる公教育システムを支える財政的基盤を構築するために。 
日本経済新聞 2014/08/17 

2014:06. / 6p,369p,25p
978-4-326-65388-1 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784326653881*

 

針の眼(創元推理文庫)  
ケン・フォレット/ 戸田 裕之 著 
東京創元社 
上陸地点はカレーかノルマンディか。英国内で活動していたドイツの情報将校ヘン

リーは、連合軍のヨーロッパ進攻に関する重大機密を入手、直接アドルフ・ヒトラー

に報告するため祖国を目指す。英国陸軍情報部の追跡を振り切り、Ｕ＝ボートの待

つ嵐の海へ船を出したが……。第二次大戦下、史上 大の上陸作戦を成功に導

いた、知られざる「英雄」の物語。アメリカ探偵作家クラブ（ＭＷＡ） 優秀長編賞に

輝いた、冒険スパイ小説不動の名作。 
日本経済新聞 2014/08/17 

2009:02. / 488p 
978-4-488-12903-3 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784488129033*
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会計の歴史探訪～過去から未来へのメッセージ～ 
渡邉 泉 著 
同文舘出版 
歴史を遡ることで見えてくるしくみや矛盾を解説 
日本経済新聞 2014/08/17 

2014:07. / 9p,317p 
978-4-495-20081-7 
3,500 円〔本体〕+税 

*9784495200817*

 

使用人が見た英国の二〇世紀 
ルーシー・レスブリッジ/ 堤 けいこ 著 
原書房 
家庭を営み、ステータスを誇示するため、20 世紀初頭の英国では、 貧困層を除く

ほとんどの階級、80 万世帯が使用人を雇っていた。家事奉公人の声なき声を収集

し、彼らの仕事と身分制度を通して描き出す、もうひとつの英国史。 
日本経済新聞 2014/08/17 

2014:08. / 417p,19p 
978-4-562-05086-4 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784562050864*

 

良妻賢母主義から外れた人々～湘煙・らいてう・漱石～ 
関口 すみ子 著 
みすず書房 
明治・大正・昭和に至るまで女子教育の基本理念となった「良妻賢母主義」はどの

ように確立されたのか。規範を外れた人々の活躍を追い、国家と女性の関係を解き

明かす。 
日本経済新聞 2014/08/17 

2014:06. / 336p,2p 
978-4-622-07839-5 
4,200 円〔本体〕+税 

*9784622078395*

 

2030 年の世界経済～新興国と先進国共同リーダーシップの時代～ 
イワン ツェリッシェフ 著 
ＮＴＴ出版 
新興国の台頭は、先進国経済成長のチャンスだ！ 
日本経済新聞 2014/08/17 

2014:07. / 350p 
978-4-7571-2337-3 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784757123373*

 

欲望と消費の系譜(シリーズ消費文化史) 
草光 俊雄/ 眞嶋 史叙 著 
ＮＴＴ出版 
歴史研究の「消費論的転回」をリードする代表的研究者の論集！ 
日本経済新聞 2014/08/17 

2014:07. / 2p,179p 
978-4-7571-4328-9 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784757143289*

 

沈みゆく帝国～スティーブ・ジョブズ亡きあと、アップルは偉大な企業でいられるの

か～ 
ケイン岩谷ゆかり/ 井口 耕二 著 
日経ＢＰ社 
ジョブズ亡きあと、イノベーションを起こせず苦悩するアップル。米国で活躍する日

本人ジャーナリストが今後を明らかにする。 
日本経済新聞 2014/08/17 

2014:06. / 538p 
978-4-8222-5023-2 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784822250232*

 

スマートマシンがやってくる～情報過多時代の頼れる最強ブレーン～ 
ジョン・E.ケリー3 世/ スティーブ・ハム/ 三木 俊哉 著 
日経ＢＰ社 
大量のデータを瞬時に分析、学習しながら仮説を見つけ、答えを出す「賢い頭脳」

が、ビジネスや生活シーンをどう変えていくかを描く。 
日本経済新聞 2014/08/17 

2014:07. / 179p 
978-4-8222-5032-4 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784822250324*
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妙なるテンポ 
ヴァレリー・アファナシエフ/ ナメ川 コーイチ 著, ヴァレリー・アファナシエフ/ 田村 

恵子 編 
未知谷 
風刺と人生の不条理への目配せの効いたストーリーの数々。思考するピアニストと

して知られる著者の、不思議な魅力を湛えた短篇集。表題作ほか「音楽ファン」「神

は創造中」など全 21 話を、瀟洒なイラストとともに収録。 
日本経済新聞 2014/08/17 

2014:06. / 122p 
978-4-89642-446-1 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784896424461*

 

そして誰もいなくなった(ハヤカワ文庫)  
アガサ・クリスティー/ 青木 久惠 著 
早川書房 
その孤島に招き寄せられたのは、たがいに面識もない、職業や年齢もさまざまな十

人の男女だった。だが、招待主の姿は島にはなく、やがて夕食の席上、彼らの過去

の犯罪を暴き立てる謎の声が……そして無気味な童謡の歌詞通りに、彼らが一人

ずつ殺されてゆく！ 強烈なサスペンスに彩られた 高傑作！ 新訳決定版！ 
日本経済新聞 2014/08/17、毎日新聞 2014/08/17 

2010:11. / 387p 
978-4-15-131080-5 
760 円〔本体〕+税 

*9784151310805*

 

中東国際関係史研究～トルコ革命とソビエト・ロシア 1918-1923～ 
山内 昌之 著 
岩波書店 
オスマン帝国以後の新秩序形成過程を論じる 
日本経済新聞 2014/08/24 

2013:11. / 
17p,808p,47p 
978-4-00-023880-9 
16,800 円〔本体〕+税 

*9784000238809*

 

響きと怒り<上>(岩波文庫)  
フォークナー/ 平石 貴樹/ 新納 卓也 著 
岩波書店 
斬新な手法と構成で，新しい文学表現に挑んだフォークナーの 初の代表作．語

り手たちの内的世界のかなたに，アメリカ南部を舞台とした兄弟たちの愛と喪失の

物語が浮かびあがる．この作品の成立によってフォークナー独自の創造世界は大

きく開花し，世界の文学にも幅広い影響を与えた．のちに書かれた「付録」も収録．

(全 2 冊) 
日本経済新聞 2014/08/24 

2007:01. / 391p 
978-4-00-323234-7 
900 円〔本体〕+税 

*9784003232347*

 

響きと怒り<下>(岩波文庫)  
フォークナー/ 平石 貴樹/ 新納 卓也 著 
岩波書店 
斬新な手法と構成で，新しい文学表現に挑んだフォークナーの 初の代表作．語

り手たちの内的世界のかなたに，アメリカ南部を舞台とした兄弟たちの愛と喪失の

物語が浮かびあがる．この作品の成立によってフォークナー独自の創造世界は大

きく開花し，世界の文学にも幅広い影響を与えた．のちに書かれた「付録」も収録．

(全 2 冊) 
日本経済新聞 2014/08/24 

2007:01. / 333p 
978-4-00-323235-4 
780 円〔本体〕+税 

*9784003232354*
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愛唱歌ものがたり(岩波現代文庫) 
読売新聞文化部 著 
岩波書店 
世代をこえ歌い継がれてきた愛唱歌は、どのように生まれ、人々のこころの中で育ま

れたのか。唱歌・童謡をはじめ、流行歌、民謡など幅広いジャンルの 66 曲を採りあ

げ、秘められた逸話を探る。「唱歌・童謡ものがたり」の続編。 
日本経済新聞 2014/08/24 

2014:08. / 13p,420p 
978-4-00-602244-0 
1,280 円〔本体〕+税 

*9784006022440*

 

マヤ・アンデス・琉球～環境考古学で読み解く「敗者の文明」～(朝日選書 924) 
青山 和夫/ 米延 仁志/ 坂井 正人/ 高宮 広土 著 
朝日新聞出版 
「勝者」によって征服・植民地化され、歴史の表舞台から消された、中米のマヤ文

明、南米のアンデス文明、先史・原史時代の琉球列島の盛衰と環境を、実証的に

読み解く。 
日本経済新聞 2014/08/24 

2014:08. / 251p,9p 
978-4-02-263024-7 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784022630247*

 

死者の奢り・飼育 改版(新潮文庫 お-9-1) 
大江 健三郎 著 
新潮社 
死体処理室の水槽に浮沈する死骸群に託した屈折ある抒情「死者の奢り」、黒人兵

と寒村の子供たちとの無残な悲劇「飼育」など全 6 編を収録した、ノーベル賞作家

の初期作品集。 
日本経済新聞 2014/08/24 

2013:04. / 303p 
978-4-10-112601-2 
520 円〔本体〕+税 

*9784101126012*

 

インテリジェンス 1941～日米開戦への道知られざる国際情報戦～ 
山崎 啓明 著 
ＮＨＫ出版 
後戻りできなかったのは、なぜか。日・米・英・独・ソなどの諜報活動の実態と、数多

の人物たちの思惑と欲望が複雑に絡み合いながら日米開戦へともつれ込んでゆく

様を、新史料をもとに活写する。NHK スペシャルを書籍化。 
日本経済新聞 2014/08/24 

2014:07. / 287p 
978-4-14-081647-9 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784140816479*

 

古典を読んでみましょう(ちくまプリマー新書 216) 
橋本 治 著 
筑摩書房 
浦島太郎はじいさんじゃなくて鶴になったの? 一寸法師はじつは性格が悪くてやり

たい放題だった? 古典を読むのはめんどくさいけど、わかれば発見がある! 様々な

時代の古典をとり上げ、その魅力を紹介する。 
日本経済新聞 2014/08/24 

2014:07. / 239p 
978-4-480-68920-7 
860 円〔本体〕+税 

*9784480689207*

 

孫子に経営を読む 
伊丹 敬之 著 
日本経済新聞出版社 
「人間理解の深さ」と「物理と心理の両にらみ」という 2 つの源泉があるゆえに、経営

やリーダーシップについての深い洞察を得られる「孫子」を、第一級の経営学者が

読み解く。 
日本経済新聞 2014/08/24 

2014:07. / 237p 
978-4-532-31942-7 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784532319427*
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アラブ 500 年史～オスマン帝国支配から「アラブ革命」まで～<上> 
ユージン・ローガン/ 白須 英子 著 
白水社 
オスマン帝国から現代まで、5 世紀にわたって醸成されてきたアラブ世界の「内在

的論理」から説き起こす、中東近現代史の決定版。 
日本経済新聞 2014/08/24 

2013:10. / 437p 図版
12p 
978-4-560-08328-4 
3,300 円〔本体〕+税 

*9784560083284*

 

アラブ 500 年史～オスマン帝国支配から「アラブ革命」まで～<下> 
ユージン・ローガン/ 白須 英子 著 
白水社 
オスマン帝国から現代まで、5 世紀にわたって醸成されてきたアラブ世界の「内在

的論理」から説き起こす、中東近現代史の決定版。 
日本経済新聞 2014/08/24 

2013:10. / 375p,34p 
978-4-560-08329-1 
3,300 円〔本体〕+税 

*9784560083291*

 

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 
日本経済新聞 2014/08/24 

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

*9784560083642*

 

日本人はいつから働きすぎになったのか～<勤勉>の誕生～(平凡社新書 744) 
礫川 全次 著 
平凡社 
自ら進んで早朝出勤し、サービス残業にも何の不満を示さない。今日の日本人に

見られる「勤勉精神」はいつ誕生し、いかに定着したか。 
日本経済新聞 2014/08/24 

2014:08. / 254p 
978-4-582-85744-3 
820 円〔本体〕+税 

*9784582857443*

 

イスラーム世界の挫折と再生～「アラブの春」後を読み解く～ 
内藤 正典/ 中田 考 著 
明石書店 
「アラブの春」はなぜ失敗したのか。イスラーム世界の病理とは何か。イスラーム世界

はどうすれば再生への道を歩むことができるのか。欧米諸国も視野に、世界各地の

イスラームの今を俯瞰する。 
日本経済新聞 2014/08/24 

2014:05. / 352p 
978-4-7503-4020-3 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784750340203*

 

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。 
日本経済新聞 2014/08/24 

2014:07. / 325p 
978-4-7917-6777-9 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784791767779*

 

人材を育てるホンダ競わせるサムスン 
佐藤 登 著 
日経ＢＰ社 
ホンダとサムスンという日韓の大手企業に在籍し、それぞれの技術開発をリードした

経験を持つ著者が、両国の技術開発の強みを分析し、技術経営の視点から日本企

業と技術陣に求められる姿勢を明らかにする。 
日本経済新聞 2014/08/24 

2014:07. / 239p 
978-4-8222-7787-1 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784822277871*
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ゲーム音楽史～スーパーマリオとドラクエを始点とするゲーム・ミュージックの歴史

～ 
岩崎 祐之助 著 
リットーミュージック 
ゲーム音楽がどのような変化を遂げてきたのかという“音楽的”な側面はもちろん、作

曲者/制作者たちが厳しい技術制約に対してどう立ち向かってきたかといった“機械

的”な部分も細かく解説。ゲーム音楽の進化の過程がわかる。 
日本経済新聞 2014/08/24 

2014:07. / 165p 
978-4-8456-2441-6 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784845624416*

 

黒の文化史 
ジョン・ハーヴェイ/ 富岡 由美 著 
東洋書林 
それは、色彩なのか虚無なのか？多数の名画、文学作品からなるヴィジュアルと言

葉の森を渉猟し、芸術、光学、人種、宗教、産業、ファッションを軸に論じる、世界を

包む色ならぬ色の精神史。カラー64 点を含む図版 109 点！ 
日本経済新聞 2014/08/24 

2014:07. / 367p 
978-4-88721-818-5 
5,000 円〔本体〕+税 

*9784887218185*

 

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。 
日本経済新聞 2014/08/24、朝日新聞 2014/08/31 

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

*9784121022707*

 

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。 
日本経済新聞 2014/08/24、朝日新聞 2014/08/31 

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

*9784822250096*

 

医療の選択(岩波新書 新赤版 1492) 
桐野 高明 著 
岩波書店 
より良い医療を維持発展させていくために求められる条件とは何か。日本の医療が

直面する問題について、医療費、国民皆保険制度、超高齢社会、薬剤、治療法な

ど、さまざまな角度から論点を示し、その選択の道を考察する。 
日本経済新聞 2014/08/24、毎日新聞 2014/08/24 

2014:07. / 4p,228p,2p 
978-4-00-431492-9 
780 円〔本体〕+税 

*9784004314929*

 

西海原子力発電所／輸送(講談社文芸文庫 い J2) 
 

講談社 
小説家は３．１１をここまで予見していた。原発の町に渦巻く愛憎「西海原子力発電

所」、使用済み核燃料汚染の恐怖「輸送」２作を収録。 
日本経済新聞 2014/08/31 

2014:03. / 378p 
978-4-06-290223-6 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784062902236*
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修羅走る関ケ原 
山本 兼一 著 
集英社 
天下を二分する決戦を前に、石田三成の元に使いが来る。小早川秀秋が裏切りそ

うだという。三成が取った方策は──。急逝した著者が遺した、関ヶ原の一日だけを

描いた、血で血を洗う戦国合戦群像劇。 
日本経済新聞 2014/08/31 

2014:07. / 472p 
978-4-08-771571-2 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784087715712*

 

白菊～伝説の花火師・嘉瀬誠次が捧げた鎮魂の花～ 
山崎 まゆみ 著 
小学館 
なぜ、長岡の大花火は、見ているだけで涙を誘われるのか。疑問を解く鍵は花火

師・嘉瀬誠次が亡き戦友への想いを込めてつくった花火「白菊」にあった…。「伝説

の花火師」の生涯をたどり、感動の真実に迫るノンフィクション。 
日本経済新聞 2014/08/31 

2014:07. / 251p 
978-4-09-388376-4 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784093883764*

 

「誰にも書けない」アイドル論(小学館新書 213) 
クリス松村 著 
小学館 
アイドル歌謡の生き字引・クリス松村が自ら蒐集したけた違いの資料をもとに、70 年

代・80 年代に輝いていたアイドルとその時代を鋭く読み解く。また、スタッフや作家

陣についても言及。竹内まりやとの対談も収録。 
日本経済新聞 2014/08/31 

2014:08. / 253p 
978-4-09-825213-8 
740 円〔本体〕+税 

*9784098252138*

 

ワシントンの中のアジア～グローバル政治都市での攻防～ 
ケント・E.カルダー/ ライシャワー東アジア研究センター 著 
中央公論新社 
アメリカ・アジア関係、そしてアジア・アジア関係の主戦場、ワシントン。そこでうまく

立ち回れなければ、世界において不利になる。アジア各国の戦略を紹介・分析し、

立ち後れた日本の取り組みに警鐘を鳴らす。 
日本経済新聞 2014/08/31 

2014:06. / 325p 
978-4-12-004636-0 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784120046360*

 

旅の人、島の人 
俵 万智 著 
河出書房新社 
石垣島に暮らして３年。「旅の人」というにはやや長く、「島の人」というにはまだ短

い、そんな時間の中で綴られたエッセイ集。 
日本経済新聞 2014/08/31 

2014:08. / 207p 
978-4-309-92026-9 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784309920269*

 

お寺の収支報告書(祥伝社新書 376)  
橋本 英樹 著 
祥伝社 
2012 年 6 月に壇家制度を廃止した現役の住職が、現職でないと見えない視点か

ら、仏教寺院のお金と制度の問題を数字を交えながら包み隠さず話す。宗教法人

が行政に提出する書類を公開。 
日本経済新聞 2014/08/31 

2014:08. / 232p 
978-4-396-11376-6 
800 円〔本体〕+税 

*9784396113766*
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恋文～パリの名花レスピナス嬢悲話～ 
保苅 瑞穂 著 
筑摩書房 
18 世紀パリ、サロンの女王がつづった、激しくも美しいラブレター-。薄倖な星のもと

に生まれ、卓抜な知性で人々を魅了したレスピナス嬢の数奇な恋の運命を、透徹し

た明晰さで思いをつづった愛の手紙に光をあてながら描く。 
日本経済新聞 2014/08/31 

2014:07. / 413p 
978-4-480-80451-8 
4,400 円〔本体〕+税 

*9784480804518*

 

仕事に役立つ経営学(日経文庫 1314) 
淺羽 茂 著, 日本経済新聞社 編 
日本経済新聞出版社 
経営学の 前線で活躍する気鋭の研究者 11 人が、「戦略イノベーション」「技術経

営」「ダイバーシティ」など、テーマを厳選してわかりやすく解説する。各章末にブッ

クガイドも収録。『日本経済新聞』連載を書籍化。 
日本経済新聞 2014/08/31 

2014:08. / 236p 
978-4-532-11314-8 
860 円〔本体〕+税 

*9784532113148*

 

「幸せ」の決まり方～主観的厚生の経済学～ 
小塩 隆士 著 
日本経済新聞出版社 
他人の所得、格差意識、夫婦の役割分担、結婚、地域の所得水準、雇用、子供時

代の貧困・虐待…。何が日本人の幸福感、健康感、生活満足度を決めているのか? 
伝統的な経済学を超えて、日本社会の特異性と病理を解き明かす。 
日本経済新聞 2014/08/31 

2014:03. / 308p 
978-4-532-13449-5 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784532134495*

 

日本の幸福度～格差・労働・家族～  
大竹 文雄/ 白石 小百合/ 筒井 義郎 著 
日本評論社 
アンケート調査によって集められたデータを経済学の手法で分析することによって、

「幸福度」を客観的に分析する。 
日本経済新聞 2014/08/31 

2010:07. / ２８４ｐ 
978-4-535-55598-3 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784535555983*

 

京城のダダ、東京のダダ～高漢容と仲間たち～ 
吉川 凪 著 
平凡社 
1920 年代、朝鮮に 1 人のダダイストがいた。彼の足跡を追い、当時の日本と韓国の

文学青年たちの知られざる交流史を明らかにする。 
日本経済新聞 2014/08/31 

2014:07. / 223p 
978-4-582-74432-3 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784582744323*

 

幸福(福祉+α 6) 
橘木 俊詔 著 
ミネルヴァ書房 
人類が求め続けてきた「幸福」とは何か。豊かさ、仕事満足度、幸福度指数、趣味、

文化、希望…。経済学によって研究されてきた成果を分かりやすく紹介し、日本社

会の現状と、今後求められる方策を示す。 
日本経済新聞 2014/08/31 

2014:03. / 6p,193p,2p 
978-4-623-07030-5 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784623070305*
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変貌するイラン～イスラーム共和国体制の思想と核疑惑問題～ 
駒野 欽一 著 
明石書店 
2013 年末までのイラン情勢を解説。核疑惑問題に象徴されるイランの頑なともいえ

る立場・態度や、それにもかかわらず解決に向けて大胆なかじ取りをする背景を分

析・浮き彫りにすることでイスラーム共和国体制の真実に迫る。 
日本経済新聞 2014/08/31 

2014:08. / 267p 
978-4-7503-4049-4 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784750340494*

 

中国の経済成長と土地・債務問題～政府間財政システムにおける「競争」と「調

整」～ 
徐 一睿 著 
慶應義塾大学出版会 
中国の経済成長の要因であり、巨額の債務や地域間格差など様々な問題を生み

出した中国財政システムの実態に迫る。 
日本経済新聞 2014/08/31 

2014:07. / 9p,205p 
978-4-7664-2157-6 
2,700 円〔本体〕+税 

*9784766421576*

 

関東大震災の想像力～災害と復興の視覚文化論～ 
ジェニファー・ワイゼンフェルド/ 篠儀 直子 著 
青土社 
関東大震災の激動をリアルに伝える、写真・映画・風刺画・絵葉書などの視覚的記

録を読み解き、マスメディア、科学技術、追悼/記念、都市開発、ダーク・ツーリズム、

差別主義といった問題群を論じる。図版 200 点収録。 
日本経済新聞 2014/08/31 

2014:07. / 398p,22p 
978-4-7917-6800-4 
6,300 円〔本体〕+税 

*9784791768004*

 

クリエイティブ・マインドセット～想像力・好奇心・勇気が目覚める驚異の思考法～ 
トム・ケリー/ デイヴィッド・ケリー/ 千葉 敏生 著 
日経ＢＰ社 
誰もがクリエイティブな力を持っている。自分にはできる、と信じることが、イノベーシ

ョンを起こす。日本人の背中を押す名著が登場。 
日本経済新聞 2014/08/31 

2014:06. / 387p 
978-4-8222-5025-6 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784822250256*

 

萩原朔太郎《宿命》論 
山田 兼士 著 
澪標 
「月に吠える」と対をなす remix 詩集「宿命」。「散文詩集の生成」「抒情の終焉」「萩

原朔太郎と「四季」」など、30 年近い年月にわたって著者が書いてきた、「宿命」に

関する論考を収録する。 
日本経済新聞 2014/08/31 

2014:07. / 159p 
978-4-86078-277-1 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784860782771*

 

日米間の産業軋轢と通商交渉の歴史～6 つのケースで読み解く～ 
鷲尾 友春 著 
関西学院大学出版会 
日米間の産業軋轢と両国間の通商交渉の歴史を、繊維・鉄鋼・自動車・半導体・構

造問題協議から TPP まで 6 つのケースで読み解く。 
日本経済新聞 2014/08/31 

2014:07. / 311p 
978-4-86283-164-4 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784862831644*
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王子と乞食 改版(岩波文庫)  
マ－ク・トウェ－ン/ 村岡花子 著 
岩波書店 
ふとしたことから乞食のトムは宮殿の王子となり，ほんものの王子はトムのぼろ服を

着たまま街へほうり出される．そこで二人が見たものは？ 知ったことは？ そしてど

んな目にあったか？ これはユーモア作家マーク・トウェーンの傑作で，哄笑と微苦

笑と涙のうちに，読者をふしぎな楽しさに導いてゆく力をもっている． 
毎日新聞 2014/08/03 

1987:12. / 307p 
978-4-00-323112-8 
780 円〔本体〕+税 

*9784003231128*

 

万葉びとの宴(講談社現代新書 2258) 
上野 誠 著 
講談社 
主人と客はお互いを気遣って称え合う、途中で抜ける時はマナー違反につき下手

に出る-。万葉時代の「宴」「宴会」に焦点を当て、当時の宴会芸など、いまも昔も変

わらない酒席での人々の様子を、万葉学者が解き明かす。 
毎日新聞 2014/08/03 

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

*9784062882583*

 

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

立ちや、開祖・役行者の伝説とその教え、吉野修験において欠かせない大峯奥駈

という山修行について解説。さらに、現代における修験道の意義を説く。 
毎日新聞 2014/08/03 

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

*9784087207385*

 

NASA～宇宙開発の 60 年～(中公新書 2271) 
佐藤 靖 著 
中央公論新社 
米ソ冷戦下の 1958 年、宇宙開発の総合的推進機関として設立された NASA(米国

航空宇宙局)。アポロ計画、スペースシャトルから惑星探査まで、時代の波に翻弄さ

れながらも宇宙開発に挑んできた巨大技術組織の軌跡を描く。 
毎日新聞 2014/08/03 

2014:06. / 5p,282p 
978-4-12-102271-4 
880 円〔本体〕+税 

*9784121022714*

 

高い城の男(ハヤカワ文庫 ＳＦ)  
フィリップ・Ｋ・ディック/ 浅倉 久志 著 
早川書房 
第二次世界大戦が枢軸国側の勝利に終わってから十五年、世界はいまだに日独

二国の支配下にあった。日本が支配するアメリカ西海岸では連合国側の勝利を描

く書物が密かに読まれていた……現実と虚構との間の微妙なバランスを、緻密な構

成と迫真の筆致で描いた、Ｄ・Ｋ・ディックの 高傑作！ 
毎日新聞 2014/08/03 

1984:07. / 399p 
978-4-15-010568-6 
900 円〔本体〕+税 

*9784150105686*

 

一九八四年 新訳版(ハヤカワｅｐｉ文庫 53)  
ジョージ・オーウェル/ 高橋 和久 著 
早川書房 
〈ビッグ・ブラザー〉率いる党が支配する超全体主義的近未来。ウィンストン・スミスは

真理省記録局に勤務する党員で、歴史の改竄が仕事だった。しかし彼は、以前より

完璧な屈従を強いる体制に不満を抱いていた。ある時、奔放な美女ジュリアと出会

ったことを契機に、伝説的な裏切り者が組織したと噂される反政府地下活動に惹か

れるようになるが……。 
毎日新聞 2014/08/03 

2009:06. / 511p 
978-4-15-120053-3 
860 円〔本体〕+税 

*9784151200533*
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想像の翼にのって～村岡花子エッセイ集～ 
村岡 花子 著 
河出書房新社 
書籍未収録エッセイを中心に収録。女学校の思い出、白蓮への思い、長男を亡くし

た絶望から新しい境地へ。等身大の花子がここにある！ 
毎日新聞 2014/08/03 

2014:07. / 223p 
978-4-309-02310-6 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784309023106*

 

ソマリアの海賊 
望月 諒子 著 
幻冬舎 
密航船に閉じ込められ、ソマリアの海に突き落とされた京平。ソマリ人たちは京平を

日本へ帰すため危険を冒す。京平は、ソマリアの若者たちが世界を相手に企てた

壮大な計画を知ったとき、ある覚悟を決め…。 
毎日新聞 2014/08/03 

2014:07. / 409p 
978-4-344-02606-3 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784344026063*

 

路地裏の迷宮踏査(KEY LIBRARY) 
杉江 松恋 著 
東京創元社 
初心者にもマニアにも、面白くてためになる。海外ミステリ作家の創作秘話・意外な

人間関係などがわかる、「ミステリーズ！」名物連載が大加筆にて単行本化！ 
毎日新聞 2014/08/03 

2014:06. / 227p,13p 
978-4-488-01538-1 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784488015381*

 

夢宮殿(創元ライブラリ L カ 1-1) 
イスマイル・カダレ/ 村上 光彦 著 
東京創元社 
国民の見た夢を分類し、解釈し、国家の存亡に関わる夢を選び出す機関に職を得

た青年は、その歯車に組み込まれていく。国家が個人の無意識の世界にまで管理

の手をのばす、怖るべき世界を描く。 
毎日新聞 2014/08/03 

2012:02. / 329p 
978-4-488-07070-0 
1,100 円〔本体〕+税 

*9784488070700*

 

科学ジャーナリストの半世紀～自分史から見えてきたこと～ 
牧野 賢治 著 
化学同人 
半世紀にわたり科学ジャーナリストとして活動してきた著者が、これまで営々と歩ん

できた日本の科学ジャーナリズムのひとつの断面を、自らの経験と視点を通して浮

かび上がらせる。科学ジャーナリズム関連略年表も掲載。 
毎日新聞 2014/08/03 

2014:07. / 8p,257p,11p
978-4-7598-1571-9 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784759815719*

 

アダム・スミスとその時代 
ニコラス・フィリップソン/ 永井 大輔 著 
白水社 
母との閉じた日々、ヒュームの友情、執拗な隠匿癖まで、「資本主義の祖」の全体像

を初めて示した決定版評伝。 
毎日新聞 2014/08/03、読売新聞 2014/08/31 

2014:06. / 379p,39p 
978-4-560-08369-7 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784560083697*
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電子立国は、なぜ凋落したか 
西村 吉雄 著 
日経ＢＰ社 
かつて世界を席巻し、電子立国とまで讃えられた日本の電子産業は、なぜここまで

凋落してしまったのか。その本当の原因を多面的な視点で解き明かす。『日経エレ

クトロニクス Digital』連載他に加筆して単行本化。 
毎日新聞 2014/08/03、日本経済新聞 2014/08/10 

2014:07. / 270p 
978-4-8222-7698-0 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784822276980*

 

ひみつの王国～評伝石井桃子～ 
尾崎 真理子 著 
新潮社 
作家、翻訳者、編集者。彼女なくして日本の「子どもの本」の扉は開かれなかった。

百一年の稀有な生涯と秘話を描いた、初の大型評伝。 
毎日新聞 2014/08/03、日本経済新聞 2014/08/24 

2014:06. / 567p,7p 
978-4-10-335851-0 
2,700 円〔本体〕+税 

*9784103358510*

 

祖さまの草の邑 
石牟礼 道子 著 
思潮社 
石牟礼道子のはじめての詩画集。『現代詩手帖』連載のほか、東日本大震災の前

後に書いた「花を奉る」「わたくしさまの しゃれこうべ」などを収録する。高橋睦郎・伊

藤比呂美との鼎談も掲載。 
毎日新聞 2014/08/04 

2014:07. / 124p 
978-4-7837-3423-9 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784783734239*

 

コルタサル短篇集 ～悪魔の涎・追い求める男 他八篇～(岩波文庫 赤 790-1)  
コルタサル/ 木村 栄一 著 
岩波書店 
夕暮れの公園で何気なく撮った一枚の写真から，現実と非現実の交錯する不可思

議な世界が生まれる「悪魔の涎」．薬物への耽溺とジャズの即興演奏のなかに彼岸

を垣間見るサックス奏者を描いた「追い求める男」．斬新な実験性と幻想的な作風

でラテンアメリカ文学界に独自の位置を占めるコルサタル（一九一四―八四）の代

表作十篇を収録． 
毎日新聞 2014/08/10 

1992:07. / 301p 
978-4-00-327901-4 
720 円〔本体〕+税 

*9784003279014*

 

楽園のカンヴァス(新潮文庫 は-63-1) 
原田 マハ 著 
新潮社 
ルソーの名画に酷似した一枚の絵。秘められた真実の究明に、二人の男女が挑

む！ 興奮と感動のアートミステリ。山本周五郎賞受賞。 
毎日新聞 2014/08/10 

2014:07. / 440p 
978-4-10-125961-1 
670 円〔本体〕+税 

*9784101259611*

 

決定力を鍛える～チェス世界王者に学ぶ生き方の秘訣～  
ガルリ・カスパロフ/ 近藤 隆文 著 
ＮＨＫ出版 
史上 年少で世界王座を奮取。スーパーコンピュータとの「世紀の対決」。１５年間

世界チャンピオンのタイトルを保持したチェスの王者・カスパロフが語る人生の書。

究極の意思決定プロセスを紹介する。 
毎日新聞 2014/08/10 

2007:11. / ３９３，４ｐ 
978-4-14-081262-4 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784140812624*
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あなたも眠れない 
山口 恵以子 著 
文藝春秋 
航空機事故で家族を失った七原慧子は他人の眠りを奪わないと眠れない。獲物を

求め銀座の高級クラブに潜り込んだ慧子を待つ危険な罠。 
毎日新聞 2014/08/10 

2014:06. / 261p 
978-4-16-390084-1 
1,350 円〔本体〕+税 

*9784163900841*

 

なぜ古典を読むのか(河出文庫 カ 2-5) 
I.カルヴィーノ/ 須賀 敦子 著 
河出書房新社 
卓越した文学案内人カルヴィーノによる 高の世界文学ガイド。スタンダール、ディ

ケンズ、ヘミングウェイ、ボルヘス等の名作を紹介。 
毎日新聞 2014/08/10 

2012:04. / 401p 
978-4-309-46372-8 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784309463728*

 

幕末維新の漢詩～志士たちの人生を読む～(筑摩選書 0094)  
林田 愼之助 著 
筑摩書房 
幕末から維新にかけて激動する時代と政治の情況に、積極的にかかわって生きた

憂国の志士たちは、漢詩にだけ、素直に心情を吐露した。彼らがのこした漢詩を通

して、その生き方や、考え方の真実に迫る。 
毎日新聞 2014/08/10 

2014:07. / 310p 
978-4-480-01599-0 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784480015990*

 

散歩が楽しくなる雑草手帳 
稲垣 栄洋 著 
東京書籍 

新のデジタル技術ＡＲで、海の生きものの３D や映像を見てみよう！ 実物大の

写真や飼育員さんの解説など、内容盛りだくさん！ 
毎日新聞 2014/08/10 

2014:07. / 245p 
978-4-487-80821-2 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784487808212*

 

孤高のランナー～円谷幸吉物語～  
青山 一郎 著 
ベースボール・マガジン社 
一切の妥協を許さず逝った男の生きざま 
毎日新聞 2014/08/10 

2008:08. / ２９９ｐ 
978-4-583-10105-7 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784583101057*

 

変化朝顔図鑑～アサガオとは思えない珍花奇葉の世界～ 
仁田坂 英二 著 
化学同人 
江戸時代の人々によってつくり出された変化朝顔。普通の朝顔と見た目がどのよう

に違うのか、どんな種類があるのか、どのようにして生まれたのかなどを説明し、さま

ざまな姿の変化朝顔を写真で紹介します。 
毎日新聞 2014/08/10 

2014:07. / 111p 
978-4-7598-1573-3 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784759815733*

 

ジャパニーズ・アメリカ～移民文学・出版文化・収容所～ 
日比 嘉高 著 
新曜社 
日本で生まれたり日本で教育を受けたりした人々が、米国において日本語で書い

た文学作品とはどのようなものなのか。日本書店、写真花嫁、収容所図書館の話題

なども織り交ぜながら、移民と文学の歴史を掘り起こす。 
毎日新聞 2014/08/10 

2014:02. / 388p 
978-4-7885-1369-3 
4,200 円〔本体〕+税 

*9784788513693*
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領土という病～国境ナショナリズムへの処方箋～ 
岩下 明裕 著 
北海道大学出版会 
研究者とジャーナリストが集い、国際政治の動向や国境地域の実情を見据えつつ

日本の領土問題を討議。シンポジウム、対談の記録。 
毎日新聞 2014/08/10 

2014:07. / 12p,236p 
978-4-8329-6792-2 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784832967922*

 

パーフェクトマイル～１マイル４分の壁に挑んだアスリート～(ヴィレッジブックス)  
ニール・バスコム/ 松本 剛史 著 
ヴィレッジブックス 
毎日新聞 2014/08/10 

2008:06. / ４６９ｐ 
978-4-86332-040-6 
900 円〔本体〕+税 

*9784863320406*

 

【クン】拾帖～東京大学の学術遺産～(メディアファクトリー新書 103) 
モリナガ ヨウ 著 
KADOKAWA 
浮世絵、種痘の知らせ、パリ万博の入館証、ちょんまげの写真、伊藤博文から届い

た皇室行事の招待状…。博物学の父・田中芳男が遺した、幕末から明治・大正時

代にかけてのチラシ・書状集を、稀代の見巧者がナビゲートする。 
毎日新聞 2014/08/10、読売新聞 2014/08/17 

2014:06. / 284p 
978-4-04-066795-9 
1,100 円〔本体〕+税 

*9784040667959*

 

星降る夜は社畜を殴れ(角川スニーカー文庫 た-7-1-1) 
高橋 祐一 著 
KADOKAWA 
高校中退のアキトが就職したのはブラック企業ワクワクフーズ。残業を何より好む社

畜の巣窟だ。休日、セクハラ調査を命じられたアキトが向かった店には血塗れの包

丁をもつ店長と太麺にがんじがらめにされた美少女が! 
毎日新聞 2014/08/17 

2014:08. / 286p 
978-4-04-102091-3 
600 円〔本体〕+税 

*9784041020913*

 

被災鉄道～復興への道～ 
芦原 伸 著 
講談社 
あのとき、東北地方の太平洋湾岸には多数の列車が走っていた。「乗り鉄」界の第

一人者が見続けた被災した鉄道と東北の復興への道。 
毎日新聞 2014/08/17 

2014:07. / 302p 
978-4-06-219029-9 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784062190299*

 

組曲虐殺  
井上 ひさし 著 
集英社 
虐げられた人々のために生きた作家・小林多喜二の生涯を描いた傑作評伝劇。笑

いと涙のなかに、多喜二とその周囲の人人が抱える苦し 
毎日新聞 2014/08/17 

2010:05. / １９３ｐ 
978-4-08-771340-4 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784087713404*
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父と暮せば(新潮文庫)  
井上 ひさし 著 
新潮社 
「うちはしあわせになってはいけんのじゃ」愛する者たちを原爆で失った美津江は、

一人だけ生き残った負い目から、恋のときめきからも身を引こうとする。そんな娘を

思いやるあまり「恋の応援団長」をかってでて励ます父・竹造は、実はもはやこの世

の人ではない――。「わしの分まで生きてちょんだいよォー」父の願いが、ついに底

なしの絶望から娘をよみがえらせる、魂の再生の物語。 
毎日新聞 2014/08/17 

2001:01. / 126p 
978-4-10-116828-9 
340 円〔本体〕+税 

*9784101168289*

 

一週間(新潮文庫 い-14-32) 
井上 ひさし 著 
新潮社 
昭和 21 年、ハバロフスク。日本人捕虜・小松修吉は、脱走に失敗した軍医の手記

を書くように命じられる。面談した軍医から、レーニンの裏切と革命の堕落を明かす

手紙を入手し、これを切り札にたった一人の反乱を始めるが…。 
毎日新聞 2014/08/17 

2013:04. / 662p 
978-4-10-116832-6 
840 円〔本体〕+税 

*9784101168326*

 

さむけ(ハヤカワ・ミステリ文庫 HM 8-4) 
ロス・マクドナルド 著 
早川書房 
新婚旅行の第一日目に新妻のドリーは失踪した。夫に同情し彼女の行方を探すこ

ととなったアーチャーは、失踪の背後に彼女の過去の影が尾を引いているとにらん

だ。数日後、彼は手掛りをつかめぬまま夫の家を訪れた。と、そこには血にまみれ、

狂乱するドリーの姿が……！ 新境地をひらく巨匠畢生の大作。 
毎日新聞 2014/08/17 

1976:09. / 477p 
978-4-15-070504-6 
900 円〔本体〕+税 

*9784150705046*

 

丸谷才一全集<第 2 巻> 
丸谷 才一/ 池澤 夏樹/ 辻原 登/ 三浦 雅士/ 湯川 豊 著 
文藝春秋 
知的冒険に満ち痛快な小説、通説を排して尖鋭・刺戟的な評論。丸谷才一の文業

を網羅した全集。第 2 巻は、69 歳の病院長を主人公に深い人生観が透徹した芥

川賞受賞作「年の残り」など全 5 篇を収録。 
毎日新聞 2014/08/17 

2014:04. / 581p 
978-4-16-382650-9 
5,300 円〔本体〕+税 

*9784163826509*

 

バニヤンの木陰で 
ヴァデイ・ラトナー/ 市川 恵里 著 
河出書房新社 
クメール・ルージュ下のカンボジアの惨状を７歳の少女の視点で描いた自伝的小

説。破壊と虐殺の嵐の中で少女を救ったものは── 
毎日新聞 2014/08/17 

2014:04. / 409p 
978-4-309-20647-9 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784309206479*

 

父が息子に語るマクロ経済学 
齊藤 誠 著 
勁草書房 
「マクロ経済学を学ぶことが、人生に必要な知的訓練になる」 マクロ経済学を勉強

しようというすべての社会人・学生に届ける。 
毎日新聞 2014/08/17 

2014:08. / 8p,358p 
978-4-326-50400-8 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784326504008*
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グリ－ン家殺人事件(創元推理文庫)  
Ｓ．Ｓ．ヴァン・ダイン 著 
東京創元社 
ニューヨークのどまんなかにとり残された前世紀の古邸グリーン家で、2 人の娘が射

たれるという惨劇がもちあがった。この事件を皮切りに、一家の皆殺しを企てる、姿

なき殺人者が跳梁する。神のごとき名探偵ファイロ・ヴァンスにも、さすがに焦慮の

色が加わった……。1 ダースにのぼる著者の作品中でも、1、2 を争うといわれる超

Ａ級の名作。 
毎日新聞 2014/08/17 

1991:09. / 467p 
978-4-488-10303-3 
680 円〔本体〕+税 

*9784488103033*

 

シンデレラの罠(創元推理文庫 M シ 2-1) 
セバスチアン・ジャプリゾ/ 平岡 敦 著 
東京創元社 
火事で顔も記憶も失ったわたしは、皆の言うように大金持ちの伯母から遺産を相続

するミなのか? 焼死した娘がミで、わたしはドなのではないか? わたしは探偵で犯

人で被害者で証人なのだ-。ミステリの傑作。 
毎日新聞 2014/08/17 

2012:02. / 283p 
978-4-488-14206-3 
740 円〔本体〕+税 

*9784488142063*

 

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

一次資料を渉猟しつつ再検討し、フェミニズムと戦争の関係を解明。戦後高い評価

を得た市川の活動の淵源が戦時期にあるのか否かを探る。 
毎日新聞 2014/08/17 

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

*9784588327049*

 

料理と科学のおいしい出会い～分子調理が食の常識を変える～(DOJIN 選書 
59) 
石川 伸一 著 
化学同人 
新しい料理を創造する、分子調理の美味なる世界を案内。料理と科学の出会いの

歴史、おいしさを感じる人間の能力やおいしい料理の成分といった料理と科学の親

密な関係をひもとき、現実の料理を超えた「超料理」を考える。 
毎日新聞 2014/08/17 

2014:06. / 220p 
978-4-7598-1359-3 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784759813593*

 

タカラヅカという夢～1914?2014～ 
津金澤 聰廣/ 田畑 きよ子/ 名取 千里 著 
青弓社 
宝塚歌劇は、なぜ百年の時を刻むことができたのか。小林一三の教育観・興行観を

反映した音楽学校の創設、新たな試みに挑戦して発展した戦前、戦中-戦後の実

像、OG インタビューなどを通して、タカラヅカの魅力に迫る。 
毎日新聞 2014/08/17 

2014:05. / 258p 
978-4-7872-7348-2 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784787273482*

 

軍港都市史研究<3> 呉編 
河西 英通 編 
清文堂出版 
戦前・戦後を通じて呉市域の在り方を考える 
毎日新聞 2014/08/17 

2014:04. / 9p,358p 
978-4-7924-1008-7 
7,800 円〔本体〕+税 

*9784792410087*
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戦争と外邦図～地図で読むフィリピンの戦い～ 
菊地 正浩 著 
草思社 
戦前参謀本部により制作されていた外地や占領地域の地図、外邦図をもとに、ルソ

ン島北部の戦いを再現。また、地図と戦争の関係についても考察する。戦前の美麗

なカラー地図 20 葉を収載。 
毎日新聞 2014/08/17 

2014:07. / 125p 
978-4-7942-2067-7 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784794220677*

 

もう 10 年もすれば…～消えゆく戦争の記憶-漫画家たちの証言～ 
中国引揚げ漫画家の会 著 
今人舎 
「もう 10 年もうすれば、引揚げ体験を語る人たちはいなくなってしまう。それどころか

「今やっておかなければ引揚げ体験は永久に消えてしまう」との思いから、子どもの

頃の記憶を思いおこし絵と本でまとめた漫画家たちの証言。 
毎日新聞 2014/08/17 

2014:06. / 31p 
978-4-905530-33-6 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784905530336*

 

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！ 
毎日新聞 2014/08/17、産経新聞 2014/08/31 

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！ 
毎日新聞 2014/08/17、産経新聞 2014/08/31 

2014:06. / 346p 
978-4-06-218915-6 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784062189156*

 

小林一茶～句による評伝～(岩波現代文庫) 
金子 兜太 著 
岩波書店 
小林一茶が詠んだ約 2 万句から、年次順に約 90 句を精選して、自由な口語訳と

的確、精細な評釈を付す。あまりに人間的だった俳人一茶の情念と境涯を点描し

て、その生涯を浮かび上がらせる。 
毎日新聞 2014/08/24 

2014:03. / 12p,202p 
978-4-00-602236-5 
860 円〔本体〕+税 

*9784006022365*

 

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

に乗って、「私」は夢のなかの旅へ一緒に出かける。屋根職人と平凡な主婦の奇想

天外な空の旅。『群像』連載を単行本化。 
毎日新聞 2014/08/24 

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

*9784062187749*
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闇に香る? 
下村 敦史 著 
講談社 
２７年間兄だと信じていた男は何者なのか？有栖川有栖氏が「絶対評価でＡ」と絶

賛、全盲の男が真相を追う第６０回江戸川乱歩賞受賞作 
毎日新聞 2014/08/24 

2014:08. / 334p 
978-4-06-219094-7 
1,550 円〔本体〕+税 

*9784062190947*

 

日日の?麭/風貌～小山清作品集～(講談社文芸文庫 こ N2) 
小山 清 著 
講談社 
師・太宰治に愛された、孤独と祈りに溢れる汚れなき小説世界。短く不遇な生涯に

おいて残された数少ない短篇を精選した希少な作品集。 
毎日新聞 2014/08/24 

2014:07. / 233p 
978-4-06-290238-0 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784062902380*

 

悟浄出立 
万城目 学 著 
新潮社 
マキメワールドは、かくも深く、かくも玄妙だった――名作の「脇役」たちが、もし主役

になったなら？ 隠されたドラマを描く連作集。 
毎日新聞 2014/08/24 

2014:07. / 206p 
978-4-10-336011-7 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784103360117*

 

炎を越えて～新宿西口バス放火事件後三十四年の軌跡～ 
杉原 美津子 著 
文藝春秋 
一九八〇年、新宿西口バス放火事件で瀕死の大火傷に。輸血が元で肝臓ガンとな

った今、加害者を、自分の心を「赦す」思索の旅を描く。 
毎日新聞 2014/08/24 

2014:07. / 252p 
978-4-16-390092-6 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784163900926*

 

猫のいる日々(徳間文庫 お 14-49) 
大佛 次郎 著 
徳間書店 
猫本の超ロングセラー、活字を大きくして読みやすく！ 
毎日新聞 2014/08/24 

2014:08. / 374p 
978-4-19-893874-1 
680 円〔本体〕+税 

*9784198938741*

 

伊福部昭～ゴジラの守護神・日本作曲界の巨匠～(KAWADE 夢ムック) 
片山 杜秀 著 
河出書房新社 
「ゴジラ」等の映画音楽でも知られる日本作曲界の巨匠・伊福部昭の総特集。 自ら

の歩みを語った幻のインタビューを一挙掲載。 
毎日新聞 2014/08/24 

2014:05. / 223p 
978-4-309-97833-8 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784309978338*

 

ぞうさん(現代日本童謡詩全集)  
まど みちお/ 東 貞美 著 
国土社 
ぞうさん ぞうさん おはなが ながいのね そうよ かあさんもながいのよ? 「ぞうさ

ん」「たんたんたんぽぽ」など、まどみちおの童謡詩を収録。童謡から「詩」としてのこ

った作品を作家別に集大成。再刊。 
毎日新聞 2014/08/24 

2002:11. / ７７ｐ 
978-4-337-24764-2 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784337247642*
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てんぷらぴりぴり(子ども図書館)  
まどみちお 著 
大日本図書 
「ぞうさん」をはじめとして、現代の子どもたちに も多くうたわれている童謡詩人の、

格調高い童謡・少年詩集です。 
毎日新聞 2014/08/24 

1968:06. / 57p 
978-4-477-02095-2 
950 円〔本体〕+税 

*9784477020952*

 

ブラボー～隠されたビキニ水爆実験の真実～ 
高瀬 毅/ 高瀬 毅 著 
平凡社 
第五福竜丸の被曝から 60 年。漁労長・見崎吉男の半生を柱に隠された真実と福

島原発事故につながる今日的意味に迫る渾身の書き下ろし 
毎日新聞 2014/08/24 

2014:06. / 327p 
978-4-582-82472-8 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784582824728*

 

ジェントリフィケーションと報復都市～新たなる都市のフロンティア～ 
ニール・スミス/ 原口 剛 著 
ミネルヴァ書房 
都市再開発の機制を解き明かす 
毎日新聞 2014/08/24 

2014:06. / 
23p,404p,46p 
978-4-623-07001-5 
5,800 円〔本体〕+税 

*9784623070015*

 

世界で一番美しいイカとタコの図鑑 
窪寺 恒己/ 峯水 亮 著 
エクスナレッジ 
史上 大のイカ、限りなく透明に近いイカ、擬態の天才ダコ、深海の個性派マダコ

…。多様な姿・形をもつイカとタコの神秘的な姿を美しい写真で紹介する。ダイオウ

イカのリアルな「イカ拓」も折り込みページで掲載。 
毎日新聞 2014/08/24 

2014:06. / 266p 
978-4-7678-1804-7 
3,600 円〔本体〕+税 

*9784767818047*

 

絹の国拓く～世界遺産「富岡製糸場と絹産業遺産群」～ 
上毛新聞社事業局出版部 
古くから養蚕、製糸、織物業で栄えた群馬。「富岡製糸場と絹産業遺跡群」の世界

文化遺産登録運動を振り返り、幕末・明治から現代まで、絹産業における技術開発

の歴史を紹介する。写真も多数収録。『上毛新聞』連載を単行本化。 
毎日新聞 2014/08/24 

2014:06. / 150p 
978-4-86352-109-4 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784863521094*

 

かたづの! 
中島 京子 著 
集英社 
江戸時代、“女性"という立場で、清心尼はいかにして有象無象の敵を前に生き抜

いたのか。「武器を持たない戦い」を信条とした、世にも珍しい女大名の一代記。著

者初の歴史小説にして新たな代表作。 
毎日新聞 2014/08/24、産経新聞 2014/08/31 

2014:08. / 383p 
978-4-08-771570-5 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784087715705*

 

紙つなげ!彼らが本の紙を造っている～再生・日本製紙石巻工場～ 
佐々 涼子 著 
早川書房 
東日本大震災で被災した日本製紙・石巻工場。機能は全停止し、従業員でさえ復

旧は無理だと考えた。しかし工場長は半年での復興を宣言。その日から、彼らの闘

いは始まった…。奇跡の工場再生を描いたノンフィクション。 
毎日新聞 2014/08/24、朝日新聞 2014/08/31 

2014:06. / 267p 
978-4-15-209460-5 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784152094605*
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海へ 
高橋 順子 著 
書肆山田 
古里の家の柱の上のほうに 黒い波が来たしるしがあったから ゆめではなかった 
けれどもさめないわるいゆめのようだ ゆめは海が見るゆめ 海のための(「3・11 あ

れから」より) 詩集。 
毎日新聞 2014/08/24、読売新聞 2014/08/31 

2014:07. / 122p 
978-4-87995-899-0 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784879958990*

 

仏教学者中村元～求道のことばと思想～(角川選書 543)  
植木 雅俊 著 
KADOKAWA 
洋の東西を超え、仏教に人類共通の智慧を求めた碩学、中村元。アカデミズムを超

えて平易な言葉で仏教を説き、多くの人に慕われた人柄と、弛まざる学究の生涯を

つらぬく〈普遍思想史への夢〉を、あざやかに描きだす。 
毎日新聞 2014/08/31 

2014:07. / 238p 
978-4-04-703543-0 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784047035430*

 

パーソナル英和・和英辞典 ストームトルーパー版 
学研辞典集部 編 
学研教育出版 
「英和」「和英」を合本形式にしたハンディな辞典。ストームトルーパーのデザインで

発売。１８万５５００項目収録。 
毎日新聞 2014/08/31 

2014:07. / 828p,762p 
図版 16p 
978-4-05-304152-4 
2,900 円〔本体〕+税 

*9784053041524*

 

哀しすぎるぞ、ロッパ～古川緑波日記と消えた昭和～ 
山本 一生 著 
講談社 
日本の全盛期が僕の全盛期ですかな-。饒舌なロッパ日記が語りかけてくる、戦中

昭和の奇妙な光と影。時代の喝采を一身に浴びた「昭和の喜劇王」古川緑波の 57
年の生涯を描く、初の評伝。 
毎日新聞 2014/08/31 

2014:07. / 445p 
978-4-06-218980-4 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784062189804*

 

ザ・チーム(集英社文庫)  
井上 夢人 著 
集英社 
悩みを解決していたのは、霊視ではなく…！？人気〈霊導師〉の能城あや子。実

は、スタッフが収集する情報で、霊視しているかのように装っているのだ。彼女の正

体を暴こうと、週刊誌の記者が調査に乗り出すが…。痛快連作集！ 
毎日新聞 2014/08/31 

2009:01. / ３９７ｐ 
978-4-08-746395-8 
670 円〔本体〕+税 

*9784087463958*

 

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 
毎日新聞 2014/08/31 

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

*9784101357218*
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福沢諭吉と朝鮮問題～「朝鮮改造論」の展開と蹉跌～ 
月脚 達彦 著 
東京大学出版会 
朝鮮近代史研究から、19 世紀後半の東アジア世界の状況をふまえ、福沢の朝鮮

論を思想史的に分析し、歴史認識問題に光をあてる。 
毎日新聞 2014/08/31 

2014:08. / 14p,282p,7p
978-4-13-021078-2 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784130210782*

 

たんぽぽの目～村岡花子童話集～ 
村岡 花子/ 高畠 那生 著 
河出書房新社 
NHK ドラマ「花子とアン」の主人公、村岡花子。「みみずの女王」をはじめ、多くの昭

和の子どもたちに親しまれた童話の名作を収録。 
毎日新聞 2014/08/31 

2014:07. / 188p 
978-4-309-27512-3 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784309275123*

 

来るべき民主主義～小平市都道 328 号線と近代政治哲学の諸問題～(幻冬舎新

書 こ-18-1) 
國分 功一郎 著 
幻冬舎 
半世紀も前に作られた道路計画を見直してほしいという住民の声が行政に届かな

い。こんな社会がなぜ「民主主義」なのか? 小平市の住民運動に飛び込んだ哲学

者が、実践と深い思索をとおして描き出す、新しい社会の構想。 
毎日新聞 2014/08/31 

2013:09. / 254p 
978-4-344-98316-8 
780 円〔本体〕+税 

*9784344983168*

 

『ボヴァリー夫人』論 
蓮實 重彦 著 
筑摩書房 
ボヴァリー夫人とは何か? フローベールの 初の長編小説を徹底的に読み抜くこと

によって、その「テクスト的な現実」に露呈するさまざまな問題を縦横に論じる、歳月

をこえた書き下ろし 2000 枚の大著。 
毎日新聞 2014/08/31 

2014:06. / 804p,30p,8p
978-4-480-83813-1 
6,400 円〔本体〕+税 

*9784480838131*

 

還暦からの電脳(デジタル)事始 
高橋 源一郎 著 
毎日新聞社 
小学生の我が子らが iPad を使いこなしている姿にたまげ、すぐに iPad を買った、ワ

ープロ出身・親指シフターの「アラ還」小説家が、驚きと発見と、ときどき困惑の日々

を綴る。『毎日スポニチ TAP-i』連載を加筆修正。 
毎日新聞 2014/08/31 

2014:07. / 187p 
978-4-620-32266-7 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784620322667*

 

出版年鑑<2014(平成 26 年版)> [1]資料・名簿 [2]目録・索引 
出版年鑑編集部 編 
出版ニュース社 
書誌データや年間史、統計、「出版ニュース」主要記事等、出版関連の基本データ

を網羅した年鑑。 
毎日新聞 2014/08/31 

2014:07. / 2 冊 
978-4-7852-0152-4 
30,000 円〔本体〕+税 

*9784785201524*
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夜はやさし 
F.スコット・フィッツジェラルド/ 森 慎一郎 著 
作品社 
失意と苦悩の中で書き継がれたフィッツジェラルドの 後の長篇！ 解説：村上春

樹「器量のある小説」。附：森慎一郎編訳「小説『夜はやさし』の舞台裏――作者と

その周辺の人々の書簡より」。 
毎日新聞 2014/08/31 

2014:07. / 595p 
978-4-86182-480-7 
4,200 円〔本体〕+税 

*9784861824807*

 


