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中国食品工場のブラックホール(扶桑社新書 171) 
福島 香織 著 
扶桑社 
中国の「食の安全」はなぜ改善されないのか? 農村と都市の格差、モラル崩壊、衛

生観念の二重基準、賄賂体質…。厳罰化だけでは抑止できない、中国食品加工工

場の深い闇を、ジャーナリストが徹底解説。 
産経新聞 2014/09/06 

2014:09. / 271p 
978-4-594-07118-9 
760 円〔本体〕+税 

*9784594071189*

 

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。 
産経新聞 2014/09/06 

2014:07. / 177p 
978-4-532-16933-6 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784532169336*

 

色街百景～定本・赤線跡を歩く～ 
木村 聡 著 
彩流社 
赤線、遊郭の跡を訪ね歩き、町並みや建物を記録した 730 枚の写真を、昔を知る

人の話や資料によって得られた地域ごとの沿革とともに紹介する。「赤線跡を歩く」

三部作を再構成。 
産経新聞 2014/09/06、読売新聞 2014/09/07 

2014:05. / 237p 
978-4-7791-1999-6 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784779119996*

 

1968 パリに吹いた「東風」～フランス知識人と文化大革命～ 
リチャード・ウォーリン/ 福岡 愛子 著 
岩波書店 
フランス現代思想はマオイズムから生まれた 
産経新聞 2014/09/07 

2014:07. / 
24p,383p,35p 
978-4-00-025985-9 
4,800 円〔本体〕+税 

*9784000259859*

 

いのちの花～捨てられた犬と猫の魂を花に変えた私たちの物語～ 
向井 愛実 著 
ＷＡＶＥ出版 
人間に捨てられ、殺処分される犬や猫たち……。その骨を土に混ぜ、種を蒔いて花

を咲かせる「命の花」プロジェクト、初の書籍化！ 
産経新聞 2014/09/07 

2014:08. / 87p 
978-4-87290-695-0 
1,100 円〔本体〕+税 

*9784872906950*

 

いちばんよくわかる!集団的自衛権 
佐瀬 昌盛 著 
海竜社 
集団的自衛権の「行使可能」は世界の常識だ。安倍晋三首相の「安全保障の法的

基盤の再構築に関する懇談会」メンバーである著者が、集団的自衛権についてわ

かりやすく解説する。 
産経新聞 2014/09/07 

2014:08. / 223p 
978-4-7593-1377-2 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784759313772*
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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。 
産経新聞 2014/09/07 

2014:07. / 797p 図版
16p 
978-4-86528-102-6 
8,300 円〔本体〕+税 

*9784865281026*

 

処女神～少女が神になるとき～ 
植島 啓司 著 
集英社 
少女がダライ・ラマのように転生するという、ネパールに実在する生き神・クマリ。この

処女神を中心に、日本の観音信仰にもつながる女神信仰の謎と系譜を、長年の調

査研究に基づいて解き明かす。 
産経新聞 2014/09/07 

2014:07. / 316p 図版
32p 
978-4-08-771564-4 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784087715644*

 

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。 
産経新聞 2014/09/07 

2014:07. / 321p 
978-4-12-004619-3 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784120046193*

 

人間になるための時間(小学館新書 216) 
曽野 綾子 著 
小学館 
限りある日々をどう生きるか。また、成熟した人間関係を築くには、どう考え、いかに

振る舞うべきか。作家・曽野綾子の幾多の小説、エッセイの中から人生の知恵を含

んだ文章を厳選し、人生を明るく生きぬくヒントを紹介する。 
産経新聞 2014/09/07 

2014:08. / 205p 
978-4-09-825216-9 
720 円〔本体〕+税 

*9784098252169*

 

空き家問題～1000 万戸の衝撃～(祥伝社新書 371) 
牧野 知弘 著 
祥伝社 
2030 年、人口は今より 1000 万人減り、2040 年、10 軒に 4 軒が空き家に。地方も都

会も、日本は空っぽの家ばかり! 今後 20 年の間に多くの人が直面する、日本国の

空き家問題について考え、解決への処方箋を示す。 
産経新聞 2014/09/07、朝日新聞 2014/09/07 

2014:07. / 236p 
978-4-396-11371-1 
800 円〔本体〕+税 

*9784396113711*

 

どろにやいと 
戌井 昭人 著 
講談社 
万病に効くお灸を行商する男。山奥の村を訪れた彼を待ち受けていたのは……？

人生のおかしさ、哀しさをシュールに描く著者の真骨頂。 
産経新聞 2014/09/07、読売新聞 2014/09/21 

2014:08. / 148p 
978-4-06-219105-0 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784062191050*
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拝啓、アスペルガー先生～私の支援記録より～ 
奥田 健次 著 
飛鳥新社 
「子育てブラック・ジャック」の異名をとる心理臨床家の奇跡のカウンセリングの記録 
産経新聞 2014/09/13 

2014:08. / 228p 
978-4-86410-341-1 
1,296 円〔本体〕+税 

*9784864103411*

 

愛なんて? 
白石 一文 著 
新潮社 
誰といても孤独なのは、結局、この世界が人々の裏切りで満ち満ちているから。私

にはもう、私しかいない。究極の自己愛を貫く短編集。 
産経新聞 2014/09/13 

2014:08. / 289p 
978-4-10-305654-6 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784103056546*

 

私の恋した雲蝶さま～いま蘇る越後のミケランジェロ～ 
中島 すい子 著 
現代書館 
三条の法華宗総本山本成寺の修築のため、越後に招かれた石川雲蝶。その時の

誘いの言葉は「美味しい酒と鑿を終生与える」という約束だった…。多くの作品を残

した「越後のミケランジェロ」石川雲蝶の生涯と作品を紹介する。 
産経新聞 2014/09/13 

2014:03. / 174p 
978-4-7684-5727-6 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784768457276*

 

外国人だけが知っている美しい日本～スイス人の私が愛する人と街と自然～ 
ステファン・シャウエッカー 著 
大和書房 
日本人の知らない街と文化と人の魅力を紹介 
産経新聞 2014/09/14 

2014:07. / 221p 
978-4-479-39262-0 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784479392620*

 

あらしのよるに～完全版～(あらしのよるにシリーズ) 
きむら ゆういち/ あべ 弘士 著 
講談社 
「あらしのよるに」２０周年記念企画。３５０万人が夢中になった「あらしのよるに」シリ

ーズ７巻が、この一冊でイッキに読める！！ 
産経新聞 2014/09/14 

2014:09. / 253p 
978-4-06-278509-9 
1,850 円〔本体〕+税 

*9784062785099*

 

幻肢 
島田 荘司 著 
文藝春秋 
事故で記憶を失った糸永遥は不安と焦燥でうつ病を発症。治療のため TMS（経頭

蓋磁気刺激法）を受けた直後から恋人の幽霊が現れる。 
産経新聞 2014/09/14 

2014:08. / 397p 
978-4-16-390109-1 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784163901091*

 

物語ベルギーの歴史～ヨーロッパの十字路～(中公新書 2279)  
松尾 秀哉 著 
中央公論新社 
ヨーロッパの十字路に立つ小国ベルギー。19 世紀の建国時における混乱から、植

民地獲得、2 つの世界大戦、フランス語とオランダ語という公用語をめぐる紛争、分

裂危機までの道のりを描く。 
産経新聞 2014/09/14 

2014:08. / 7p,244p 
978-4-12-102279-0 
840 円〔本体〕+税 

*9784121022790*
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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。 
産経新聞 2014/09/14 

2014:07. / 261p 
978-4-08-771567-5 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784087715675*

 

勝負脳の磨き方～小よく大を制す!～ 
舞の海 秀平 著 
育鵬社 
現役時代、大型力士をなぎ倒し、「平成の牛若丸」「技のデパート」の愛称で親しま

れた著者が、発想法、メンタルコントロール術、親方や先輩から教わった“勝負脳の

要諦”など、勝つための極意を伝える。 
産経新聞 2014/09/14 

2014:09. / 186p 
978-4-594-07099-1 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784594070991*

 

自衛隊は尖閣紛争をどう戦うか(祥伝社新書 378)  
西村 金一/ 岩切 成夫/ 末次 富美雄 著 
祥伝社 
東シナ海で日中の軍事衝突となれば、 新兵器の長射程ミサイルの応戦となり、人

類が未だ経験したことのない戦いとなる。自衛隊の幹部であった陸・海・空の軍事専

門家が 新軍事知識を駆使して想定した、尖閣沖の戦いを描く。 
産経新聞 2014/09/14 

2014:08. / 236p 
978-4-396-11378-0 
800 円〔本体〕+税 

*9784396113780*

 

ハケンアニメ! 
辻村 深月 著 
マガジンハウス 
伝説の天才アニメ監督が 9 年ぶりに挑む「運命戦線リデルライト」。同じクールには

期待の新人監督と人気プロデューサーが組むアニメもオンエアされる…。やる気み

なぎるお仕事小説。『anan』連載を加筆修正し書籍化。 
産経新聞 2014/09/14、朝日新聞 2014/09/21 

2014:08. / 441p 
978-4-8387-2690-5 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784838726905*

 

名もなき山へ 
深田 久弥 著 
幻戯書房 
どの山にもどこかに一つは美しい場所がある-。「日本百名山」の始祖が、山旅の醍

醐味、名峰の魅力、ふるさとへの想いを達意の筆で綴る随筆集。『報知新聞』『北国

新聞』など掲載を単行本化。 
産経新聞 2014/09/14、毎日新聞 2014/09/14 

2014:09. / 317p 
978-4-86488-054-1 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784864880541*

 

ディア・ライフ(CREST BOOKS) 
アリス・マンロー/ 小竹 由美子 著 
新潮社 
チェーホフ以来もっとも優れた短篇小説家が、透徹した眼差しと眩いほどの名人技

で描きだす、平凡な人びとの途方もない人生の深淵。自伝的作品 4 篇を含む全 14
篇を収録する。 
産経新聞 2014/09/20 

2013:12. / 391p 
978-4-10-590106-6 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784105901066*
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突破者外伝～私が生きた 70 年と戦後共同体～ 
宮崎 学 著 
祥伝社 
私の人生における不完全燃焼を教訓に、若い人たちにはどんな小さなことでもいい

から、完全燃焼してほしい-。終戦直後の京都に生まれ、戦後史の光も影も見続け

てきた「突破者」が、半生を回顧し、今を生きる日本人に贈る。 
産経新聞 2014/09/20 

2014:09. / 251p 
978-4-396-61503-1 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784396615031*

 

突変(徳間文庫 も 19-1) 
森岡 浩之 著 
徳間書店 
関西地方が別次元に転移！ ベストセラー『星界の紋章』『星界の戦旗』の著者が

贈る特異災害サスペンス超大作１０００枚！ 
産経新聞 2014/09/21 

2014:09. / 733p 
978-4-19-893889-5 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784198938895*

 

明と暗のノモンハン戦史 
秦 郁彦 著 
ＰＨＰ研究所 
ソ連側の新史料をロシアが公開した今、現代史家の目に「ノモンハン戦」はどう映る

のか。史料の綿密な解読に基づく真の姿とは。 
産経新聞 2014/09/21 

2014:07. / 424p,13p 
978-4-569-81678-4 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784569816784*

 

習近平は必ず金正恩を殺す 
近藤 大介 著 
講談社 
アメリカがバックに控える日本、ベトナム、フィリピンとは戦争ができない中国…国内

の不満を解消するためには金正恩を殺すしかない！ 
産経新聞 2014/09/21 

2014:08. / 285p 
978-4-06-219123-4 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784062191234*

 

ダブリンで日本美術のお世話を～チェスター・ビーティー・ライブラリーと私の半世

紀～ 
潮田 淑子 著 
平凡社 
ダブリンで暮らす日本人主婦が小さな美術館を手伝うとそこは日本美術の宝の山。

苦労の末世界的な美術館に。半世紀の自伝的エッセイ。 
産経新聞 2014/09/21 

2014:07. / 236p 
978-4-582-83663-9 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784582836639*

 

六千人の命を救え!外交官・杉原千畝(PHP 心のノンフィクション) 
白石 仁章 著 
ＰＨＰ研究所 
第二次世界大戦中、当時の外務省上層部の命令にそむいてまで、迫害された多く

のユダヤ人に日本通過ビザを発給した杉原千畝。「諸国民の中の正義の人」と称え

られた外交官の、勇気と決断を紹介します。 
産経新聞 2014/09/21 

2014:08. / 159p 
978-4-569-78410-6 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784569784106*
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「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。 
産経新聞 2014/09/21 

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

*9784022735737*

 

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

魂の和解、「在りし日の歌」の編集等、鎌倉は彼がその生涯に到着した総括の地で

もある。中原にとって「鎌倉」はいかなる地であったかを考察する。 
産経新聞 2014/09/21 

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

*9784925236966*

 

『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。 
産経新聞 2014/09/21、朝日新聞 2014/09/21 

2014:06. / 804p,30p,8p
978-4-480-83813-1 
6,400 円〔本体〕+税 

*9784480838131*

 

エヴリシング・フロウズ 
津村 記久子 著 
文藝春秋 
母親がうっとうしい、新しい同級生と絡むのは面倒、受験勉強も身が入らず。そんな

中三生・ヒロシのリアルな一年を描く青春群像小説。 
産経新聞 2014/09/21、朝日新聞 2014/09/21、日本経済新聞 2014/09/21、毎日新

聞 2014/09/21 

2014:08. / 346p 
978-4-16-390112-1 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784163901121*

 

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。 
産経新聞 2014/09/27 

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

*9784104393060*

 

「軍国主義」が日本を救う 
倉山 満 著 
徳間書店 
「軍国主義」を放棄した国に平和は来ない。世界の常識が日本ではなぜ「危険思

想」とされるのか? 「軍国主義=ファシズム」と意図的に混同し、安全保障を骨抜きに

してきた戦後の政治・思想界の罪を暴く。 
産経新聞 2014/09/27 

2014:09. / 294p 
978-4-19-863858-0 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784198638580*
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トラさん、あばれる 
ピーター・ブラウン/ 青山 南 著 
光村教育図書 
今のままじゃダメ！ そこでトラさんは…… 
産経新聞 2014/09/28 

2014:08. / [41p] 
978-4-89572-873-7 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784895728737*

 

「期待」の科学～悪い予感はなぜ当たるのか～ 
クリス・バーディック/ 夏目 大 著 
阪急コミュニケーションズ 
人の見ている世界像は、期待や予測から成り立っている。その期待や予測が過去

にどのように扱われてきたかという歴史と、 新の科学研究から、驚くべき「期待」の

力に迫る。 
産経新聞 2014/09/28 

2014:06. / 328p 
978-4-484-14107-7 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784484141077*

 

ニッポン景観論(集英社新書) 
アレックス・カー 著 
集英社 
「醜悪な建築」「邪魔な工業物」「過剰な看板」などの写真を並べながら、なぜ日本

の景観は破壊されるのか、貴重な観光資源を取り戻すにはどうすればいいのかなど

を論じた、異色のヴィジュアル文明批評。 
産経新聞 2014/09/28 

2014:09. / 206p 
978-4-08-720753-8 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784087207538*

 

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。 
産経新聞 2014/09/28 

2014:08. / 228p 
978-4-480-06793-7 
800 円〔本体〕+税 

*9784480067937*

 

松井秀喜は名監督になれるのか～名将から学ぶリーダーの素養とその分析～ 
久保木 善浩 著 
青林堂 
松井秀喜は、「人間関係の矛盾」が生み出す壁を乗り越え、球史に残る名監督にな

ることができる! かつて松井秀喜の番記者だった著者が考案した、経営者や組織の

力を測定する「 △○ □」の分析法を用いて、証明する。 
産経新聞 2014/09/28 

2014:09. / 183p 
978-4-7926-0501-8 
926 円〔本体〕+税 

*9784792605018*

 

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。 
産経新聞 2014/09/28 

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

*9784865281002*
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美との対話～私の空想美術館～ 
粟津 則雄 著 
生活の友社 
ゴヤ、ダヴィンチなど巨匠の絵画・彫刻から、ノートルダム大聖堂、サン・イシドーロ

などの建築美術まで、著者が自らの審美眼を培うきっかけとなった作家や作品の魅

力を読み解く。『美術の窓』連載を加筆・修正して単行本化。 
産経新聞 2014/09/28 

2014:07. / 601p 
978-4-915919-88-6 
4,500 円〔本体〕+税 

*9784915919886*

 

日本の地価が 3 分の 1 になる!～2020 年東京オリンピック後の危機～(光文社新

書 716) 
三浦 展/ 麗澤大学清水千弘研究室 著 
光文社 
全国 1730 市区町村の「現役世代負担率」から予測する、少子高齢社会・驚愕のシ

ナリオ。住宅地価格下落率をシミュレーションしたうえで、急激に不足する生産年齢

人口を補い、日本、そして東京の活力を維持する方法を考える。 
産経新聞 2014/09/28 

2014:09. / 204p 
978-4-334-03819-9 
880 円〔本体〕+税 

*9784334038199*

 

穴 
小山田 浩子 著 
新潮社 
仕事を辞め、夫の田舎に移り住んだ夏。見たことのない黒い獣の後を追ううちに、私

は得体の知れない穴に落ちる。夫の家族や隣人たちも、何かがおかしい。平凡な

日常の中にときおり顔を覗かせる異界。『工場』で新潮新人賞・織田作之助賞をダ

ブル受賞した著者による待望の第二作品集。芥川賞を受賞した表題作ほか二篇を

収録。 
仕事を辞め、夫の田舎に移り住んだ夏。奇妙な獣を追ううちに、私は得体の知れな

い穴に落ちる-。平凡な日常の中にときおり顔を覗かせる異界。表題作ほか全 3 編

を収録した第 2 作品集。『新潮』掲載に書き下ろしを加え単行本化。 

2014:01. / 157p 
978-4-10-333642-6 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784103336426*

 

ファーム・コミットメント～信頼できる株式会社をつくる～ 
コリン・メイヤー/ 宮島 英昭/ 清水 真人/ 河西 卓弥 著 
ＮＴＴ出版 
これからの株式会社の話をしよう！ 
朝日新聞 2014/09/07 

2014:06. / 12p,335p 
978-4-7571-2334-2 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784757123342*

 

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。 
朝日新聞 2014/09/07 

2014:07. / 256p 
978-4-560-09034-3 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784560090343*

 

宇宙エレベーターの本～実現したら未来はこうなる～ 
宇宙エレベーター協会 編 
アスペクト 
ロケットなしでも宇宙に行ける!? 軌道衛星と地球をつなげる「宇宙エレベーター」の

魅力とその未来をたっぷり紹介！ 
朝日新聞 2014/09/07 

2014:06. / 223p 
978-4-7572-2320-2 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784757223202*
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わたしを離さないで(ハヤカワｅｐｉ文庫)  
カズオ・イシグロ/ 土屋 政雄 著 
早川書房 
残酷な運命に翻弄される若者たちの一生を感動的に描き、世界中で絶賛された日

系英国人作家の新たなる傑作。解説：柴田元幸 
朝日新聞 2014/09/07 

2008:08. / ４５０ｐ 
978-4-15-120051-9 
800 円〔本体〕+税 

*9784151200519*

 

怪談四代記～八雲のいたずら～ 
小泉 凡 著 
講談社 
小泉八雲『怪談』発売以来、１１０年ぶりの新刊！ 八雲没後も小泉家に語り継がれ

てきた怪談、奇談を曾孫・小泉凡が一冊に！！ 
朝日新聞 2014/09/07 

2014:07. / 223p 
978-4-06-219024-4 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784062190244*

 

ヒゲのウヰスキー誕生す(新潮文庫 か-16-1) 
川又 一英 著 
新潮社 
いつの日か、この日本で本物のウイスキーを造る――。“日本のウイスキーの父”竹

鶴政孝と妻リタの夢と絆を描く。増補新装版。 
朝日新聞 2014/09/07 

2014:07. / 336p 
978-4-10-142802-4 
670 円〔本体〕+税 

*9784101428024*

 

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。 
朝日新聞 2014/09/07 

2014:09. / 226p 
978-4-10-214203-5 
490 円〔本体〕+税 

*9784102142035*

 

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。 
朝日新聞 2014/09/07 

2014:08. / 8p,358p 
978-4-326-50400-8 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784326504008*

 

江戸しぐさの正体～教育をむしばむ偽りの伝統～(星海社新書 52) 
原田 実 著 
星海社 
教育現場をも蝕む、偽りの伝統「江戸しぐさ」。その成立と展開の過程を、偽史・偽

書の専門家が徹底的に検討し、白日の下にさらす。 
朝日新聞 2014/09/07 

2014:08. / 222p 
978-4-06-138555-9 
820 円〔本体〕+税 

*9784061385559*

 

臨床憲法学 
笹沼 弘志 著 
日本評論社 
現代社会では、「権利を持つ権利」がいかに阻害されているのか。野宿者支援の経

験と、憲法学の理論から「臨床憲法学」を提唱する。 
朝日新聞 2014/09/07 

2014:08. / 5p,231p 
978-4-535-51708-0 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784535517080*
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ペーターのドイツ世界遺産全踏破(平凡社新書 741) 
ペーター・エンダーライン 著 
平凡社 
文字に記される前にはどんな遺跡があったのか。美しい街並みや教会の見どころ

は？など、38 件の世界遺産の魅力をペーターが紹介！ 
朝日新聞 2014/09/07 

2014:07. / 235p 
978-4-582-85741-2 
840 円〔本体〕+税 

*9784582857412*

 

奇想の発見～ある美術史家の回想～ 
辻 惟雄 著 
新潮社 
若冲、蕭白、又兵衛――日本美術史の片隅に忘れ去られた画家たちを再発見した

「変わりモノ」先生。その愉快でトホホなハミ出し人生。 
朝日新聞 2014/09/07 

2014:06. / 254p 
978-4-10-335811-4 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784103358114*

 

あなたは生まれたときから完璧な存在なのです。(文春新書 978)  
鈴木 秀子 著 
文藝春秋 
数多くの人々の心を危機から救ってきた聖心会のシスターの魂の言葉。なぜあなた

は幸せでないのか？ 自分軸の感覚を鍛えるメソッド。 
朝日新聞 2014/09/07 

2014:07. / 220p 
978-4-16-660978-9 
730 円〔本体〕+税 

*9784166609789*

 

老人と子供の考古学(歴史文化ライブラリー 380) 
山田 康弘 著 
吉川弘文館 
墓から浮かび上がる縄文人のライフヒストリー。豊富な人骨出土事例から縄文社会

の実態に迫り、現代まで繋がる縄文的死生観を考える。 
朝日新聞 2014/09/07 

2014:07. / 6p,264p 
978-4-642-05780-6 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784642057806*

 

ゆとり世代の愛国心～世界に出て、日本の奇跡が見えてきた～(PHP 新書 941) 
税所 篤快 著 
ＰＨＰ研究所 
憂鬱な日本を飛び出し、世界を隈なく見てきたからこそ素直に言える「この時代の

日本に生まれてラッキー」。注目の若手起業家の初評論。 
朝日新聞 2014/09/07 

2014:09. / 269p 
978-4-569-82023-1 
820 円〔本体〕+税 

*9784569820231*

 

運転、見合わせ中 
畑野 智美 著 
実業之日本社 
朝のラッシュ時に、電車が停止! そのとき、学生、フリーター、引きこもり、駅員は

…。彼らの“イマこの瞬間”を切り取った、私鉄沿線・恋愛青春小説。『紡』掲載を単

行本化。 
朝日新聞 2014/09/07 

2014:08. / 308p 
978-4-408-53649-1 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784408536491*

 

365 日 365 ホテル<上> 
瀧澤 信秋 著 
マガジンハウス 
1 年 365 日毎日違うホテルを利用し続ける、過酷なミッションを自分に課したホテル

評論家が、 あらゆるジャンルのホテルを、詳細採点。 100%利用者目線で書い

た、 前代未聞のホテルガイド！ 
朝日新聞 2014/09/07 

2014:07. / 222p 
978-4-8387-2686-8 
1,100 円〔本体〕+税 

*9784838726868*
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岡村昭彦の写真～生きること死ぬことのすべて～ 
岡村 昭彦 著, 岡村 昭彦/ 戸田 昌子 編 
美術出版社 
『LIFE』誌に絶賛された報道写真家・岡村昭彦のノートリミング写真集。彼が残した

フィルムのなかから今日的な視点でセレクトした、未発表写真を含む約 180 点を掲

載する。戦地での遺体の写真あり。 
朝日新聞 2014/09/07 

2014:07. / 221p 
978-4-568-10480-6 
2,700 円〔本体〕+税 

*9784568104806*

 

街を変える小さな店～京都のはしっこ、個人店に学ぶこれからの商いのかたち。

～ 
堀部 篤史 著 
京阪神エルマガジン社 
今の時代に、個人の小さな店が生き残るために必要なことは何か。京都の人気書

店「恵文社一乗寺店」の店主が、京都の街で愛されるさまざまな個店を訪ねて、小さ

なお店の魅力と街との関わりについて考えます。 
朝日新聞 2014/09/07 

2013:11. / 221p 
978-4-87435-427-8 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784874354278*

 

書店の棚 本の気配 
佐野 衛 著 
亜紀書房 
本が本を呼び、本が棚を呼び、棚が書店をつくる。本という限りない世界が身近な

空間になってくる-。店で出会った人たちとの温かい交流とともに、本屋の生き残り方

と永遠に変わらない本との付き合い方を綴る。 
朝日新聞 2014/09/07 

2012:09. / 193p 
978-4-7505-1223-5 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784750512235*

 

マルタの鷹 改訳決定版(ハヤカワ・ミステリ文庫 HM 143-7) 
ダシール・ハメット 著 
早川書房 
私立探偵サム・スペードは、若い女から依頼を受けた。悪い男にひっかかり、駆け落

ちした妹を連れ戻して欲しいというのだ。やがて、スペードは黄金の鷹像をめぐる金

と欲にまみれた醜い争いに巻き込まれていく…。 
朝日新聞 2014/09/07 

2012:09. / 380p 
978-4-15-077307-6 
740 円〔本体〕+税 

*9784150773076*

 

貴様いつまで女子でいるつもりだ問題～女は生涯、いち女子である-が、ハッと気

付けばいま何歳!?～ 
ジェーン・スー 著 
幻冬舎 
未婚のプロ、ジェーン・スーの真骨頂! 「女子会には二種類あってだな」「男女間に

友情は成立するか否か問題が着地しました」など、ブログ『ジェーン・スーは日本人

です。』のエントリに書き下ろしを加え書籍化。 
朝日新聞 2014/09/07 

2014:07. / 254p 
978-4-344-02604-9 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784344026049*

 

ナタリーってこうなってたのか(YOUR BOOKS 02) 
大山 卓也 著 
双葉社 
日本 大級のカルチャーニュースサイト・ナタリー。その歩みと哲学を創業者が初め

て語る、ウェブ時代メディア論。インターネットメディアを「次」へと進める強い確信を

明かす。津田大介と唐木元の特別対談も収録。 
朝日新聞 2014/09/07 

2014:08. / 183p 
978-4-575-30700-9 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784575307009*
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八月の六日間 
北村 薫 著 
KADOKAWA 
40 歳目前、文芸誌の副編集長をしているわたし。仕事に恋愛、人生ちょっぴり不調

気味な 近だ。だが初心者ながら登り始めた山々で巡り合った四季の美しさと様々

な出逢いに、わたしの心は少しずつ開かれてゆき……。 
朝日新聞 2014/09/07 

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

*9784041015544*

 

「空き家」が蝕む日本(ポプラ新書 036) 
長嶋 修 著 
ポプラ社 
戦後、長きにわたって続けられた新築偏重の住宅政策の矛盾が、全国的な「空き家

問題」となって噴出しはじめた。人口問題、エネルギー問題などさまざまなトレンドが

交錯する住宅問題を読み解き、日本の未来を透視する。 
朝日新聞 2014/09/07 

2014:07. / 174p 
978-4-591-14084-0 
780 円〔本体〕+税 

*9784591140840*

 

世界記憶遺産百科～全 244 のユネスコ世界記憶遺産～ 
ユネスコ/ コリンズ・バーソロミュー/ 樺山 紘一/ 村田 綾子 著 
柊風舎 
歴史上の人物にまつわるコレクションから、科学的発見や人類学に関する記録ま

で、人類の歴史的記録を保護するユネスコ「世界記憶遺産」を紹介。「登録内容」

「登録理由」「所蔵機関等」を図版とともに簡潔に提示する。 
朝日新聞 2014/09/07 

2014:09. / 607p 
978-4-86498-017-3 
13,000 円〔本体〕+税 

*9784864980173*

 

千の輝く太陽(ハヤカワ epi 文庫 79) 
カーレド・ホッセイニ/ 土屋 政雄 著 
早川書房 
望まれぬ子として生まれ、母とふたりで暮らすマリアムは、ある日突然父の屋敷を訪

れる。それが悲劇の始まりになるとは知らずに…。アフガニスタンの激動の歴史に翻

弄されながらも力強く生き抜く女たちの姿を感動的に描く。 
朝日新聞 2014/09/07 

2014:08. / 514p 
978-4-15-120079-3 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784151200793*

 

モロッコ流謫(ちくま文庫 よ 28-3) 
四方田 犬彦 著 
筑摩書房 
ヨーロッパの果て、アフリカの始まり。古来多くの天才たちを引きつけてやまない、驚

異と謎に満ちた街・モロッコ。ポール・ボウルズとの邂逅を含めた魅惑的な体験を、

イスラム文化や歴史への洞察を交えて描く紀行エッセイ。 
朝日新聞 2014/09/07 

2014:07. / 376p 
978-4-480-43185-1 
950 円〔本体〕+税 

*9784480431851*

 

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”。 
朝日新聞 2014/09/07 

2014:06. / 422p,30p 
978-4-622-07753-4 
4,500 円〔本体〕+税 

*9784622077534*
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健康で文化的な最低限度の生活<１>(ビッグコミックススピリッツ) 
柏木ハルコ 著 
小学館 
［生活保護］のリアルに迫る青春群像劇 新卒公務員の義経えみるが配属されたの

は福祉事務所。えみるはここでケースワーカーという生活保護に関わる仕事に就く

ことになったのだが、そこで生活に困窮した人々の暮らしを目の当たりにして―― 

新聞メディアはもちろん、現職のケースワーカー、医療、福祉関係者の方も注目す

る本格派ドラマ！ ［生活保護］に向き合う新米ケースワーカーたちの奮闘劇、開

幕！ 
朝日新聞 2014/09/07 

2014:08. / 170p 
978-4-09-186357-7 
552 円〔本体〕+税 

*9784091863577*

 

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。 
朝日新聞 2014/09/07、読売新聞 2014/09/07 

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

*9784480818409*

 

三省堂新現代川柳必携 
田口 麦彦 編 
三省堂 
現在活躍中の川柳作家による５千を超える新鮮な秀句をテーマ別に収載。ロングセ

ラー『三省堂 現代川柳必携』の続編。 
朝日新聞 2014/09/07、毎日新聞 2014/09/07 

2014:08. / 17p,411p 
978-4-385-13784-1 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784385137841*

 

ホットロード<１>(集英社文庫)  
紡木 たく 著 
集英社 
朝日新聞 2014/09/14 

1995:08. / ３９４ｐ 
978-4-08-617201-1 
638 円〔本体〕+税 

*9784086172011*

 

ホットロード<２>(集英社文庫)  
紡木 たく 著 
集英社 
朝日新聞 2014/09/14 

1995:08. / ４３５ｐ 
978-4-08-617202-8 
657 円〔本体〕+税 

*9784086172028*

 

薄幸日和(フラワ－コミックススペシャル) 
グレゴリ青山 著 
小学館 
朝日新聞 2014/09/14 

2014:08. / 192p 
978-4-09-136397-8 
990 円〔本体〕+税 

*9784091363978*
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民主党政権とは何だったのか～キーパーソンたちの証言～ 
岡田 克也 著, 中北 浩爾 編 
岩波書店 
12 人の政治家が語る「政権交代」の内実 
朝日新聞 2014/09/14 

2014:07. / 
16p,317p,15p 
978-4-00-024873-0 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784000248730*

 

ヘイトスピーチ～表現の自由はどこまで認められるか～ 
エリック・ブライシュ/ 明戸 隆浩/ 池田 和弘/ 河村 賢/ 小宮 友根/ 鶴見 太郎/ 
山本 武秀 著 
明石書店 
自由と規制のあるべきバランスを探りあてる 
朝日新聞 2014/09/14 

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

*9784750339504*

 

なぜ「小三治」の落語は面白いのか? 
広瀬 和生 著 
講談社 
日本が誇る落語界の名人、柳家小三治。その小三治を莫大な時間と情熱をかけ、

追いかけて綴った、「小三治論」の決定版！ 
朝日新聞 2014/09/14 

2014:08. / 303p 
978-4-06-219042-8 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784062190428*

 

?と絶望の生命科学(文春新書 986)  
榎木 英介 著 
文藝春秋 
STAP 細胞事件は氷山の一角に過ぎない。バイオ研究の現場で何が起きているの

か、元研究者で病理医の著者が背景を解き明かす。 
朝日新聞 2014/09/14 

2014:07. / 255p 
978-4-16-660986-4 
800 円〔本体〕+税 

*9784166609864*

 

基準値のからくり～安全はこうして数字になった～(ブルーバックス B-1868) 
村上 道夫/ 永井 孝志/ 小野 恭子/ 岸本 充生 著 
講談社 
放射線、賞味期限、高速バスの運転時間・・・さまざまな基準値はこう決められた！

驚きのからくりに「それでいいの？」と思わず絶句！ 
朝日新聞 2014/09/14 

2014:06. / 286p 
978-4-06-257868-4 
920 円〔本体〕+税 

*9784062578684*

 

男一代之改革 
青木 淳悟 著 
河出書房新社 
質素倹約を重んじた寛政の改革の松平定信。源氏趣味の彼が、恋多き貴人・光源

氏に自身を重ねた理由は!? 抱腹絶倒の著者 高傑作。 
朝日新聞 2014/09/14 

2014:07. / 199p 
978-4-309-02305-2 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784309023052*

 

今、問われる日本の人種差別撤廃～国連審査とＮＧＯの取り組み～(現代世界と

人権)  
反差別国際運動日本委員会 著 
解放出版社 
２０１０年２月、国連は日本の人種差別撤廃条約の実施に関する報告書を審査し

た。その審議録と総括所見を、研究者の論考を交えながらＮＧＯの視点でまとめる。 
朝日新聞 2014/09/14 

2010:09. / ３６３ｐ 
978-4-7592-6736-5 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784759267365*
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手のなかのこころ  
綿引 展子 著 
晶文社 
「自分の位置」「感情」「虚無の穴」「耐える歯」「意志としての目」「他者との接点」の６

つのテーマで自問自答しながら描きあげた、不気味かつユーモラスな作品群を収

録。 
朝日新聞 2014/09/14 

2008:09. / ９５ｐ 
978-4-7949-6734-3 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784794967343*

 

「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。 
朝日新聞 2014/09/14 

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

*9784846013424*

 

Amazon で変なもの売ってる 
谷山 浩子 著 
イーストプレス 
PC モニターの向こう側には、見たことのない世界が広がっていた…。ミカルとハル

ル姉妹が迷い込んだ不思議な世界を描く、異世界ファンタジー。『マトグロッソ』掲載

を書籍化。 
朝日新聞 2014/09/14 

2014:08. / 277p 
978-4-7816-1178-5 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784781611785*

 

なぜ、いまヘイト・スピーチなのか～差別、暴力、脅迫、迫害～ 
前田 朗 編 
三一書房 
日本社会を、悪意と暴力に満ちた社会にしないために-。「ヘイト・スピーチ」を克服

する思想を鍛えるためのガイドブック。日本におけるヘイト・スピーチの現象と本質を

的確に描き出し、対策を提言する。 
朝日新聞 2014/09/14 

2013:10. / 219p 
978-4-380-13009-0 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784380130090*

 

「自由」はいかに可能か～社会構想のための哲学～(NHK ブックス 1218) 
苫野 一徳 著 
ＮＨＫ出版 
人はどうすれば「自由」に生きられるか? 新進気鋭の哲学者が、「欲望」に着目する

ことで、「自由」を人間にとって も根本的な価値と捉えなおし、人が「生きたいよう

に生きられる」ための条件を考える。 
朝日新聞 2014/09/14 

2014:06. / 282p 
978-4-14-091218-8 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784140912188*

 

金田一家、日本語百年のひみつ(朝日新書 476) 
金田一 秀穂 著 
朝日新聞出版 
国語研究の老舗・金田一家の三代目である著者が、百年を超える辞書編纂の“家

業”を背に、言葉の海をウオッチ。変えてはいけない「根幹」とは何か。日本語の面

白さとは。金田一家の歴史と合わせて解説する。 
朝日新聞 2014/09/14 

2014:08. / 220p 
978-4-02-273576-8 
760 円〔本体〕+税 

*9784022735768*
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シビックエコノミー～世界に学ぶ小さな経済のつくり方～ 
00/ 石原 薫 著 
フィルムアート社 
誰もが経済の中心を担う、市民起業家になれる-。新しい経済システムをつくる 25
の実例を紹介し、共同出資、隠れた機会の発掘、ゴールを決めないアプローチな

ど、8 つの「市民起業家」行動ガイドを提案する。 
朝日新聞 2014/09/14 

2014:08. / 195p 
978-4-8459-1429-6 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784845914296*

 

乙女の日本史(角川文庫 ほ 22-1)  
堀江 宏樹/ 滝乃 みわこ 著 
KADOKAWA 
日本はもともと肉食女子×草食男子の国だった!? 神話の時代から昭和まで、通説と

されがちな「おじさん史観」にツッコミを入れつつ、乙女目線で日本の歴史を、マン

ガも交えて解説する。書下ろしコラムも収録。 
朝日新聞 2014/09/14 

2014:07. / 247p 
978-4-04-101589-6 
560 円〔本体〕+税 

*9784041015896*

 

名人～日本各地の名人に会いに行く!名人体験・写真集～ 
梅 佳代 著 
静山社 
飴細工師、若狭塗伝統工芸士、フラメンコ舞踊家…。梅佳代が日本各地の名人に

会いに行き、名人の技に体当たりで挑む。笑いあり、感動ありの名人体験・写真集。

『スカイワード』連載「梅佳代名人入門」を単行本化。 
朝日新聞 2014/09/14 

2014:07. / 219p 
978-4-86389-278-1 
2,700 円〔本体〕+税 

*9784863892781*

 

ヘイト・スピーチとは何か(岩波新書 新赤版 1460) 
師岡 康子 著 
岩波書店 
差別と侮辱、排除の言葉をマイノリティに向けて路上やネット上で撒き散らすヘイト・

スピーチ。民主主義社会をも破壊する「言葉の暴力」と向き合う国際社会の経験と

制度を紹介しながら、共に生きる社会の方途を探る。 
朝日新聞 2014/09/14 

2013:12. / 12p,222p 
978-4-00-431460-8 
760 円〔本体〕+税 

*9784004314608*

 

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 著 
ミネルヴァ書房 
池上彰が現代史をわかりやすく解説。昭和編 1 は、第二次世界大戦のはじまりから

戦後の日本の復興、サンフランシスコ講和条約の調印にいたるまで、昭和 20 年代

戦争と復興の時代を取り上げる。用語集、年表など資料も充実。 
朝日新聞 2014/09/14 

2014:09. / 47p 
978-4-623-07163-0 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784623071630*

 

音楽嗜好症(ミュージコフィリア)～脳神経科医と音楽に憑かれた人々～(ハヤカワ

文庫 NF 414) 
オリヴァー・サックス/ 大田 直子 著 
早川書房 
落雷による臨死状態から回復するやピアノ演奏にのめり込みだした医師、指揮や歌

うことはできても物事を数秒しか覚えていられない音楽家…。脳神経科医が、音楽

に必ずしも好まずして「憑かれた」人々の姿を共感をもって綴る。 
朝日新聞 2014/09/14 

2014:08. / 542p 
978-4-15-050414-4 
1,080 円〔本体〕+税 

*9784150504144*



 17  

 

日亜対訳クルアーン～<付>訳解と正統十読誦注解～ 
中田 考/ 中田 香織/ 下村 佳州紀/ 黎明イスラーム学術・文化振興会 著 
作品社 
預言者ムハンマドただ一人が授かった神の啓示の書、クルアーン(コーラン)を、スン

ナ派イスラームの権威ある正統的な解釈に立脚して翻訳。正統 10 伝承の異伝も全

て訳す。 
朝日新聞 2014/09/14、産経新聞 2014/09/20 

2014:08. / 766p 
978-4-86182-471-5 
4,800 円〔本体〕+税 

*9784861824715*

 

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。 
朝日新聞 2014/09/14、読売新聞 2014/09/21 

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

*9784163901015*

 

庭師とあるく京の隠れ庭(コロナ・ブックス 194) 
小埜 雅章 著 
平凡社 
整然と並ぶ京町屋大きな塀の向こうの一軒屋。その奥に潜む隠れ庭を庭師が訪ね

る。魅惑の庭 15 件を厳選、作庭の意図を徹底解剖する。 
朝日新聞 2014/09/14、読売新聞 2014/09/21 

2014:07. / 135p 
978-4-582-63492-1 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784582634921*

 

<科学ブーム>の構造～科学技術が神話を生みだすとき～ 
五島 綾子 著 
みすず書房 
〈科学ブーム〉の具体的事例をつぶさに振り返り、ブームを支えた「神話」や利害と

その奥にある科学技術の実像の関係図をあぶりだす。 
朝日新聞 2014/09/14、読売新聞 2014/09/21 

2014:07. / 250p,27p 
978-4-622-07840-1 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784622078401*

 

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。 
朝日新聞 2014/09/14、日本経済新聞 2014/09/14、朝日新聞 2014/09/21 

2014:06. / 379p,39p 
978-4-560-08369-7 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784560083697*

 

江戸の貧民(文春新書 992) 
塩見 鮮一郎 著 
文藝春秋 
* 
朝日新聞 2014/09/14、日本経済新聞 2014/09/21 

2014:08. / 221p 
978-4-16-660992-5 
800 円〔本体〕+税 

*9784166609925*

 

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 
朝日新聞 2014/09/14、日本経済新聞 2014/09/21 

2014:08. / 334p 
978-4-06-219094-7 
1,550 円〔本体〕+税 

*9784062190947*
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もし僕らのことばがウィスキーであったなら(新潮文庫)  
村上 春樹 著 
新潮社 
朝日新聞 2014/09/21 

2002:10. / １２２ｐ 
978-4-10-100151-7 
520 円〔本体〕+税 

*9784101001517*

 

主婦論争を読む～全記録～<１>  
上野千鶴子 著 
勁草書房 
朝日新聞 2014/09/21 

1982:11. / ２４１ｐ 
978-4-326-65032-3 
2,900 円〔本体〕+税 

*9784326650323*

 

主婦論争を読む～全記録～<２>  
上野千鶴子 著 
勁草書房 
朝日新聞 2014/09/21 

1982:12. / ２８８ｐ 
978-4-326-65033-0 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784326650330*

 

ねじ式／夜が掴む(ちくま文庫)  
つげ 義春 著 
筑摩書房 
朝日新聞 2014/09/21 

2008:10. / ３４３ｐ 
978-4-480-42541-6 
760 円〔本体〕+税 

*9784480425416*

 

家事労働に賃金を～フェミニズムの新たな展望～  
マリアロ－ザ・ダラ・コスタ/ 伊田久美子 著 
インパクト出版会 
朝日新聞 2014/09/21 

1986:10. / ３９０ｐ 
978-4-7554-0005-6 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784755400056*

 

ダ・ヴィンチの「最後の晩餐」はなぜ傑作か?～聖書の物語と美術～(小学館 101 ビ

ジュアル新書 V030) 
高階 秀爾 著 
小学館 
名画に描かれた聖書とキリスト教の世界 
朝日新聞 2014/09/21 

2014:06. / 191p 
978-4-09-823030-3 
1,100 円〔本体〕+税 

*9784098230303*

 

窓から逃げた 100 歳老人 
ヨナス・ヨナソン/ 柳瀬 尚紀 著 
西村書店 
世界で大ヒット。100 歳誕生日に脱走､珍道中 
朝日新聞 2014/09/21 

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

*9784890137060*
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死者を弔うということ～世界の各地に葬送のかたちを訪ねる～ 
サラ・マレー/ 椰野 みさと 著 
草思社 
人はどのように「人の死」を扱ってきたのか。世界各地を訪ね、その多様な姿を見つ

める傑作ノンフィクション！ 
朝日新聞 2014/09/21 

2014:06. / 350p 
978-4-7942-2059-2 
2,700 円〔本体〕+税 

*9784794220592*

 

ヒップな生活革命(idea ink 11) 
佐久間 裕美子 著 
朝日出版社 
ニューヨークに住みアメリカ文化を追い続けてきたライターが、現地で進化する「生

き方の革命」をレポートする。 
朝日新聞 2014/09/21 

2014:07. / 177p 
978-4-255-00786-1 
940 円〔本体〕+税 

*9784255007861*

 

兜虫～小檜山賢二写真集～(マイクロプレゼンス 4) 
小檜山 賢二 著 
出版芸術社 
ベストセラーのマイクロプレゼンス。第４弾は昆虫の王様・兜虫カブトムシのかっこよ

さ、美しさをあますことなく表現！ 
朝日新聞 2014/09/21 

2014:07. / 144p 
978-4-88293-468-4 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784882934684*

 

文明と文化の思想 
松宮 秀治 著 
白水社 
人間が世界の新たな創造者になった西欧近代を支えたのが「世界史」だった。世界

史という思想から西欧の本質を考える書。 
朝日新聞 2014/09/21 

2014:07. / 303p 
978-4-560-08375-8 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784560083758*

 

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 2014/09/21 

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

*9784794968517*

 

バンヴァードの阿房宮～世界を変えなかった十三人～ 
ポール・コリンズ/ 山田 和子 著 
白水社 
世界 長のパノラマ画家、地球空洞説の提唱者など、大きな夢と才能を持ちながら

歴史に名を残せなかった人々の数奇な生涯。 
朝日新聞 2014/09/21 

2014:08. / 425p,21p 
978-4-560-08385-7 
3,600 円〔本体〕+税 

*9784560083857*

 

非言語表現の威力～パフォーマンス学実践講義～(講談社現代新書 2273)  
佐藤 綾子 著 
講談社 
「表現されない実力は、無いも同じだ」。パフォーマンス学の第一人者が 新の研

究成果から明らかにする魅力的な「伝え方」。 
朝日新聞 2014/09/21 

2014:07. / 193p 
978-4-06-288273-6 
740 円〔本体〕+税 

*9784062882736*
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東海道新幹線開業 50 周年公式写真集～1964?2014～ 
須田 寛/ 副島 廣海/ 田中 宏昌 著, ウェッジ 編 
ウェッジ 
200 点以上の貴重な写真でたどる、東海道新幹線の 50 年！ 鉄道ファンはもちろ

んのこと、子供から大人まで楽しめる写真集！ 
朝日新聞 2014/09/21 

2014:07. / 153p 
978-4-86310-127-2 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784863101272*

 

山本美香という生き方(新潮文庫 や-73-1)  
山本 美香 著, 日本テレビ 編 
新潮社 
世界の紛争地から現地レポートを届け、シリアで凶弾に倒れた国際ジャーナリスト・

山本美香。愛と行動力で駆けたその仕事に迫る。 
朝日新聞 2014/09/21 

2014:08. / 270p 図版
16p 
978-4-10-126086-0 
670 円〔本体〕+税 

*9784101260860*

 

いま生きる「資本論」 
佐藤 優 著 
新潮社 
それは革命の書ではない。資本主義のカラクリを知り、得する人生を送る為の知恵

の書だ。豊富な事例で明快に説く名講義完全採録。 
朝日新聞 2014/09/21 

2014:07. / 251p 
978-4-10-475207-2 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784104752072*

 

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！ 
朝日新聞 2014/09/21 

2014:07. / 245p 
978-4-487-80821-2 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784487808212*

 

機巧のイヴ 
乾 緑郎 著 
新潮社 
巨大楼閣に君臨するという伊武。精緻極まる歯車を匂い立つ肌の下に秘めた彼女

を追う、幕府配下の機巧師。エロス薫る連作長篇小説。 
朝日新聞 2014/09/21 

2014:08. / 285p 
978-4-10-336191-6 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784103361916*

 

ブーメラン～欧州から恐慌が返ってくる～(文春文庫 ル 5-2) 
マイケル・ルイス/ 東江 一紀 著 
文藝春秋 
サブプライム危機で大儲けした男たちが次に狙うのは「国家の破綻」。アイスランド、

アイルランド、ギリシャ、ドイツ、そして日本。 
朝日新聞 2014/09/21 

2014:09. / 287p 
978-4-16-790195-0 
660 円〔本体〕+税 

*9784167901950*

 

非道に生きる(ｉｄｅａｉｎｋ) 
園子温 著 
朝日出版社 
津田大介『情報の呼吸法』、グリーンズ『ソーシャルデザイン』、Chim↑Pom『芸術実

行犯』につづく、注目のシリーズ第 4 弾！ 
朝日新聞 2014/09/21 

2012:10. / 175p 
978-4-255-00677-2 
940 円〔本体〕+税 

*9784255006772*
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明日は、いずこの空の下 
上橋 菜穂子 著 
講談社 
【祝アンデルセン賞受賞！】世界が認めた作家は、世界でなにを見たのか。旅した

国々や、出会った人々が描きだす著者のロードマップ。 
朝日新聞 2014/09/21 

2014:09. / 209p 
978-4-06-219088-6 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784062190886*

 

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。 
朝日新聞 2014/09/21 

2014:08. / 377p 
978-4-06-292250-0 
1,170 円〔本体〕+税 

*9784062922500*

 

世界最速「車窓案内」～東海道新幹線開業 50 周年記念～ 
今尾 恵介 著 
新潮社 
一日四十万人が利用するという新幹線。その車窓は日本で も知られた風景でも

あるが、実は知っているようで知らないことばかり……。 
朝日新聞 2014/09/21 

2014:08. / 127p 
978-4-10-336331-6 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784103363316*

 

ひねくれ古典『列子』を読む(新潮選書) 
円満字 二郎 著 
新潮社 
アイロニカルで残酷、そして突拍子もないユーモア。現代の我々をも十二分に魅了

する「諸子百家」の異端！ その痛快無比の面白さ―― 
朝日新聞 2014/09/21 

2014:07. / 236p 
978-4-10-603753-5 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784106037535*

 

ハウスワイフ 2.0 
エミリー・マッチャー/ 森嶋 マリ 著 
文藝春秋 
母親の世代は男性と伍して企業社会で働くことが価値だった。私たちの世代は会

社を辞め家に入り起業するハウスワイフ 2・0 をめざす。 
朝日新聞 2014/09/21 

2014:02. / 293p 
978-4-16-390027-8 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784163900278*

 

首都水没(文春新書 980) 
土屋 信行 著 
文藝春秋 
ゲリラ豪雨が深刻化すれば、都内でも地下鉄が長くストップし、東京駅が浸水しか

ねない。洪水研究の第一人者が都内危険マップを例示。 
朝日新聞 2014/09/21 

2014:08. / 249p 
978-4-16-660980-2 
760 円〔本体〕+税 

*9784166609802*

 

霧のむこうに住みたい(河出文庫 す 4-10) 
須賀 敦子 著 
河出書房新社 
愛するイタリアの懐かしい家族、友人、思い出の風景。須賀の数奇な人生が凝縮さ

れその文体の魅力が遺憾なく発揮された美しい作品集。 
朝日新聞 2014/09/21 

2014:09. / 187p 
978-4-309-41312-9 
550 円〔本体〕+税 

*9784309413129*
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似ていることば 
おかべ たかし/ やまで たかし 著 
東京書籍 
なんとなく似ているが、どこがどう違うのか？と改めて聞かれるとわからない「似てい

る」言葉を選んで、その違いを写真で解明する本。 
朝日新聞 2014/09/21 

2014:08. / 176p 
978-4-487-80894-6 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784487808946*

 

憲法主義～条文には書かれていない本質～ 
内山 奈月/ 南野 森 著 
ＰＨＰ研究所 
憲法を暗記しているアイドルと、気鋭の憲法学者による、1 億人のための憲法学講

義。投票の自由とは？ 有名人にプライバシーはある？ 
朝日新聞 2014/09/21 

2014:06. / 237p 
978-4-569-81913-6 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784569819136*

 

検証長篠合戦(歴史文化ライブラリー 382)  
平山 優 著 
吉川弘文館 
今一度の史料批判、鉄炮玉化学分析などの新成果を加味。両軍の鉄炮装備、兵

農分離軍隊の実態など、合戦の諸問題を徹底的に検証する。 
朝日新聞 2014/09/21 

2014:08. / 5p,247p 
978-4-642-05782-0 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784642057820*

 

比べてわかる!フロイトとアドラーの心理学(青春新書 INTELLIGENCE PI-430) 
和田 秀樹 著 
青春出版社 
共同研究者からケンカ別れし、対極ともいえる理論を打ち立てたフロイトとアドラー。

２大理論のその後と比較から、心理学の「いま」が見えてくる一冊！ 
朝日新聞 2014/09/21 

2014:08. / 187p 
978-4-413-04430-1 
900 円〔本体〕+税 

*9784413044301*

 

裏山の奇人～野にたゆたう博物学～(フィールドの生物学 14) 
小松 貴 著 
東海大学出版部 
身近にいる何の変哲もない(そしてなぜか多くの人間が嫌がる)小さな生き物を愛す

る著者が、近所の裏山から地球の裏側まで、奇怪な生き物を求めて徘徊した記録。 
朝日新聞 2014/09/21 

2014:08. / 14p,276p 
978-4-486-01994-7 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784486019947*

 

逃げる幻(創元推理文庫 M マ 12-7) 
ヘレン・マクロイ/ 駒月 雅子 著 
東京創元社 
目撃者の前で、少年が開けた荒野から忽然と消えた人間消失事件と、密室殺人

――スコットランドを舞台に、名探偵ウィリング博士が不可能犯罪に挑む謎解きの傑

作。本邦初訳。 
朝日新聞 2014/09/21 

2014:08. / 326p 
978-4-488-16809-4 
920 円〔本体〕+税 

*9784488168094*

 

「平等」理念と政治～大正・昭和戦前期の税制改正と地域主義～ 
佐藤 健太郎 著 
吉田書店 
大正・昭和戦前期における政党政治の時代を中心に、個人、制度、地域のそれぞ

れのレベルに現れる「平等」の問題について、特に税制改正と地域主義を主要分

析テーマとして論じる。 
朝日新聞 2014/09/21 

2014:08. / 6p,359p 
978-4-905497-23-3 
3,900 円〔本体〕+税 

*9784905497233*
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笹の舟で海をわたる 
角田 光代 著 
毎日新聞社 
疎開先が一緒の縁で義姉妹になった主婦の左織と料理家の風美子。思い通りに進

まないのはこの女のせい? 戦後昭和の女たちの物語。『サンデー毎日』連載に加

筆・修正して単行本化。 
朝日新聞 2014/09/21 

2014:09. / 407p 
978-4-620-10807-0 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784620108070*

 

鬼の哭く山 
宇江 敏勝 著 
新宿書房 
死者と生者が寄り添って生きる山の日常、古道を踏むといつしか出会う異形の世界

-。熊野山村の盛衰を詩情豊かに描いた中篇 4 作を収録。『VIKING』掲載を加筆

訂正し単行本化。 
朝日新聞 2014/09/21 

2014:08. / 213p 
978-4-88008-449-7 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784880084497*

 

天才勝新太郎(文春新書)  
春日 太一 著 
文芸春秋 
「座頭市」と豪快な勝新伝説で知られる勝新太郎。巨匠・黒沢との決裂の真相とは

…。映画製作者としての勝とその凄まじい現場をスタッフの証言を元に再現し、繊

細すぎる実像を浮き彫りにする。 
朝日新聞 2014/09/21 

2010:01. / ３０３ｐ 
978-4-16-660735-8 
940 円〔本体〕+税 

*9784166607358*

 

怨霊とは何か～菅原道真・平将門・崇徳院～(中公新書 2281)  
山田 雄司 著 
中央公論新社 
三大怨霊と称される菅原道真、平将門、崇徳院は死後、いかに人々を恐怖に陥れ

たのか。そして、どのように鎮魂がなされたのか。霊魂の存在から、怨霊の誕生と終

焉、近代の霊魂文化までを概観する。 
朝日新聞 2014/09/21 

2014:08. / 3p,206p 
978-4-12-102281-3 
760 円〔本体〕+税 

*9784121022813*

 

跳びはねる思考～会話のできない自閉症の僕が考えていること～ 
東田 直樹 著 
イーストプレス 
たとえ、うまく話せなくても、心には、言葉を持っているのです-。重度自閉症の著者

が「生きる」ことの本質を鋭く、清冽な言葉でとらえた珠玉の一冊。『cakes』連載に書

き下ろしを加えて書籍化。 
朝日新聞 2014/09/21 

2014:09. / 219p 
978-4-7816-1245-4 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784781612454*

 

翼(鉄筆文庫 し 1-1) 
白石 一文 著 
鉄筆 

期のあり方を考えると、今の生き方が見えてくる-。親友の恋人から結婚を申し込

まれた女。10 年後、親友と結婚した彼に再会するが、その気持ちは変わっておらず

…。ジャケットはリバーシブル仕様。 
朝日新聞 2014/09/21 

2014:07. / 253p 
978-4-907580-00-1 
600 円〔本体〕+税 

*9784907580001*
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リトル・ニモ～1905-1914～(ShoPro Books) 
ウィンザー・マッケイ/ 小野 耕世 著 
小学館集英社プロダクション 
初期新聞漫画の傑作「リトル・ニモ」の 1905 年 10 月 15 日から 1914 年 7 月 26 日

までの連載分を完全収録した邦訳決定版。アート・スピーゲルマンによる日本オリジ

ナルの序文コミックも掲載する。 
朝日新聞 2014/09/21 

2014:08. / 447p 
978-4-7968-7504-2 
6,000 円〔本体〕+税 

*9784796875042*

 

お母さんは忙しくなるばかり～家事労働とテクノロジーの社会史～  
ルース・シュウォーツ・コーワン/ 高橋 雄造 著 
法政大学出版局 
家庭に入り込んだ機械は、お母さんたちの仕事を本当に楽にしたのか？ １９世紀

の工業化と２０世紀の家庭電化によって主婦の家事労働が増えていったアイロニカ

ルな過程を、技術史・社会史の視点から描く。 
朝日新聞 2014/09/21 

2010:10. / ２４６，５６ｐ

図版１６ｐ 
978-4-588-36414-3 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784588364143*

 

琉球独立論～琉球民族のマニフェスト～ 
松島 泰勝 著 
バジリコ 
過去の琉球で何が起きたか、そして現在何が起きているのか-。琉球人教授が書き

下ろした私的「琉球独立論」。「琉球の独立」をテーマとして、歴史、理念、政治経

済、国際関係等、多角的な視点から述べる。 
朝日新聞 2014/09/21 

2014:07. / 290p 
978-4-86238-211-5 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784862382115*

 

僕たちは島で、未来を見ることにした 
巡の環 著 
木楽舎 
独自の行財政改革と産業創出により、日本でもっとも注目される島のひとつとなった

島根県の離島、隠岐諸島にある海士町。海士町で地域づくりの会社「巡の環」を起

業した著者による、島と地域と未来の入門書。 
朝日新聞 2014/09/21 

2012:12. / 295p 
978-4-86324-056-8 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784863240568*

 

もうひとつの核なき世界(小学館文庫 つ 10-1) 
堤 未果 著 
小学館 
アメリカの被曝者、戦勝国の歴史教育、核なき世界 VS 核ある世界、日本が起こす

チェンジ…。「核」の定義とは何か。そこに向き合うべきではないのか。3.11 以前、原

発依存の世に疑問を投げかけた予言の書。 
朝日新聞 2014/09/21 

2014:08. / 246p 
978-4-09-406073-7 
570 円〔本体〕+税 

*9784094060737*

 

幕末まらそん侍 
土橋 章宏 著 
角川春樹事務所 
安政 2 年、安中藩主・板倉勝明は、藩士の心身鍛錬を目的として 7 里余りの中山

道を走らせた。ライバルとの対決に燃える男、どさくさ紛れに脱藩を企てる男、藩を

揺るがす隠密男…。涙と笑いの痛快スポーツ時代小説。 
朝日新聞 2014/09/21 

2014:07. / 224p 
978-4-7584-1240-7 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784758412407*
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「領域」をめぐる分権と統合～スコットランドから考える～ 
山崎 幹根 著 
岩波書店 
スコットランドでは 1999 年に独自の立法権を持つ議会が発足し、「新しい政治」を

実践する努力を重ねている。「領域」を単位とした、この新しい分権改革の動きを紹

介し、それが国家統合に与えている影響を考察する。 
朝日新聞 2014/09/21 

2011:03. / 6,204p 
978-4-00-025566-0 
3,400 円〔本体〕+税 

*9784000255660*

 

家事労働ハラスメント～生きづらさの根にあるもの～(岩波新書 新赤版 1449) 
竹信 三恵子 著 
岩波書店 
食事の支度や後片付け、洗濯、掃除、育児に介護…。「暮らしの営み」の労働は、

なぜ正当に評価されないのか? 「見えない労働」を担う人々が社会から不当に締め

出されている実態に光をあて、困難から抜け出す道をさぐる。 
朝日新聞 2014/09/21 

2013:10. / 14p,238p 
978-4-00-431449-3 
800 円〔本体〕+税 

*9784004314493*

 

セロひきのゴーシュ(講談社青い鳥文庫)  
宮沢 賢治/ 太田 大八 著 
講談社 
ゴーシュは町の活動写真館でセロをひく係でしたが、あまりに下手で楽長にいじめ

られてばかり。家で夜遅くまで練習をしていると、毎晩のように動物や鳥が現われて

…。表題作を含む４つの童話のほか、詩「林と思想」を収録。 
朝日新聞 2014/09/21 

2009:03. / １６４ｐ 
978-4-06-285052-0 
570 円〔本体〕+税 

*9784062850520*

 

女子高生の裏社会～「関係性の貧困」に生きる少女たち～(光文社新書 711) 
仁藤 夢乃 著 
光文社 
今、普通の女子高生が、「JK リフレ」「JK お散歩」の現場に入り込んできている。

「JK 産業」で働く少女たちの身に何が起きているのか。大人は何を考え、どう行動

すべきか。取材した少女たちの本音から、解決策を探る。 
朝日新聞 2014/09/21 

2014:08. / 257p 
978-4-334-03814-4 
760 円〔本体〕+税 

*9784334038144*

 

坂本龍馬関係写真集 
坂本 登/ 三吉 治敬/ 海保 幸康 著, 坂本 登/ 三吉 治敬/ 海保 幸康/ 倉持 

基 編 
国書刊行会 
龍馬が生きた時代が鮮やかによみがえる! 坂本龍馬 33 年の生涯を、幕末?昭和初

期の古写真約 200 点で振り返る。龍馬自身をはじめ、著名な人物やあまり脚光を浴

びてこなかった人物、龍馬が旅した風景の写真を中心に構成。 
朝日新聞 2014/09/21 

2014:09. / 261p,7p 
978-4-336-05809-6 
15,000 円〔本体〕+税 

*9784336058096*

 

「証言」日本国有鉄道～国鉄 OB インタビュー集～<04> 東海道新幹線 1962-
1987(イカロス MOOK) 
イカロス出版 
国鉄を思い起こすとき、そこには多くの人がいる-。04 は、モデル線運転士の鉄道

員人生、日立製作所車両設計者の回想、車掌回想録など、東海道新幹線の黎明

期を支えた鉄道マンたちの「証言」を収録する。見返しに奥付あり。 
朝日新聞 2014/09/21 

2014:09. / 178p 
978-4-86320-909-1 
1,833 円〔本体〕+税 

*9784863209091*
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「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。 
朝日新聞 2014/09/21 

2014:07. / 390p 
978-4-12-004627-8 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784120046278*

 

別荘(ロス・クラシコス 1) 
ホセ・ドノソ/ 寺尾 隆吉 著 
現代企画室 
ベントゥーラ一族が毎夏を過ごす辺境の別荘。大人たちが全員ピクニックに出か

け、別荘には 33 人のいとこたちだけが取り残された。日常の秩序が失われた小世

界で、やがて常軌を逸した出来事が…。ラテンアメリカ文学の金字塔。 
朝日新聞 2014/09/21 

2014:08. / 557p 
978-4-7738-1418-7 
3,600 円〔本体〕+税 

*9784773814187*

 

日本沈没<上>(小学館文庫)  
小松 左京 著 
小学館 
朝日新聞 2014/09/21 

2005:12. / ４１７ｐ 
978-4-09-408065-0 
571 円〔本体〕+税 

*9784094080650*

 

満蒙～日露中の「最前線」～(講談社選書メチエ 580) 
麻田 雅文 著 
講談社 
満蒙は日本だけの生命線ではなかった！ 鉄道の帝国＝ロシア、群雄割拠する中

国の軍閥、日本の関東軍。国際政治の視点で捉え直す。 
朝日新聞 2014/09/21、東京・中日新聞 2014/09/28 

2014:08. / 318p 
978-4-06-258583-5 
1,850 円〔本体〕+税 

*9784062585835*

 

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。 
朝日新聞 2014/09/21、読売新聞 2014/09/21 

2014:07. / 252p 
978-4-16-390092-6 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784163900926*

 

荒神 
宮部 みゆき 著 
朝日新聞出版 
時は元禄、東北の山間の仁谷村が一夜にして壊滅状態となった。隣り合う二藩の因

縁、奇異な風土病を巡る騒動…。交錯する北の人々は、それぞれの力を結集し、

“災い”に立ち向かう。『朝日新聞』連載を加筆修正し単行本化。 
朝日新聞 2014/09/21、読売新聞 2014/09/21 

2014:08. / 565p 
978-4-02-251204-8 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784022512048*

 

敗戦とハリウッド～SCREENING ENLIGHTENMENT～ 
北村 洋 著 
名古屋大学出版会 
なぜ日本人はハリウッド映画を受け入れたのか。検閲や配給をめぐる交渉からファ

ン文化の形成まで。 
朝日新聞 2014/09/21、日本経済新聞 2014/09/21 

2014:07. / 5p,220p,83p
978-4-8158-0775-7 
4,800 円〔本体〕+税 

*9784815807757*
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マーケティングと共に～フィリップ・コトラー自伝～ 
フィリップ・コトラー/ 田中 陽/ 土方 奈美 著 
日本経済新聞出版社 
世界的マーケティング学者、フィリップ・コトラーの自伝。家族、青年時代、NPO との

出会い、日本への思い、マーケティングの未来などについて綴る。『日本経済新聞』

朝刊連載「私の履歴書」を大幅加筆し書籍化。 
朝日新聞 2014/09/21、日本経済新聞 2014/09/21 

2014:08. / 229p 
978-4-532-16922-0 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784532169220*

 

「自由の国」の報道統制～大戦下の日系ジャーナリズム～(歴史文化ライブラリー 
381) 
水野 剛也 著 
吉川弘文館 
〝戦争〟と〝言論・報道の自由〟。第二次大戦下、アメリカは「敵性外国人」である

日系人の新聞を、どのように統制・利用したのか。 
東京・中日新聞 2014/09/07 

2014:07. / 6p,195p 
978-4-642-05781-3 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784642057813*

 

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。 
東京・中日新聞 2014/09/07 

2014:06. / 567p,7p 
978-4-10-335851-0 
2,700 円〔本体〕+税 

*9784103358510*

 

アベノミクスの終焉(岩波新書 新赤版 1495) 
服部 茂幸 著 
岩波書店 
政府と日銀によって紡がれる「アベノミクスによって日本経済は回復しつつある」とい

う「物語」。しかしそれは真実なのか。政治のレトリックに惑わされることなく、客観的

なデータにもとづいて、警鐘を鳴らす。 
東京・中日新聞 2014/09/07 

2014:08. / 14p,204p 
978-4-00-431495-0 
740 円〔本体〕+税 

*9784004314950*

 

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。 
東京・中日新聞 2014/09/07、産経新聞 2014/09/28 

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

*9784163900704*

 

世界が驚いた科学捜査事件簿 
ナイジェル・マクレリー/ 沼尻 由起子 著 
河出書房新社 
犯罪捜査の手法を塗り替えた技術はいつ、どのように生まれたのか？ 数々の難事

件を再現しつつ検証する、科学捜査の発達史！ 
東京・中日新聞 2014/09/14 

2014:08. / 241p 
978-4-309-24668-0 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784309246680*
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メディアの臨界～紙と電子のはざまで～ 
粉川 哲夫 著 
せりか書房 
電子メディアの急速な浸透のなかで、紙の本を取り囲む環境はがらりと変わった。紙

か、電子か-。この不毛な二者択一に陥らず、本もネットも臨界状態にある現在のメ

ディアの可能性を新たな視点から問い直す。 
東京・中日新聞 2014/09/14 

2014:07. / 260p,15p 
978-4-7967-0335-2 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784796703352*

 

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。 
東京・中日新聞 2014/09/14 

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

*9784763014290*

 

雨の狩人 
大沢 在昌 著 
幻冬舎 
新宿署の一匹狼刑事は法を捨て、日本 大の暴力団 高幹部は面子を捨てた。

やがて数奇な運命の少女と刑事の孤独な魂は、重なりながら、濁流の渦へと飲み

込まれてゆく…。『北海道新聞』等連載を加筆修正。 
東京・中日新聞 2014/09/14、日本経済新聞 2014/09/14 

2014:07. / 602p 
978-4-344-02613-1 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784344026131*

 

結婚 
橋本 治 著 
集英社 
28 歳の倫子は結婚を意識し始めていた。卵子老化の話題も気になっている。兄が

結婚し、会社の同僚の花蓮が結婚するなか、結婚に結びつかない関係しかなかっ

た倫子はついに具体的に動くことを決意する。 
東京・中日新聞 2014/09/21 

2014:07. / 261p 
978-4-08-771566-8 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784087715668*

 

集団的自衛権と安全保障(岩波新書 新赤版 1491) 
豊下 楢彦/ 古関 彰一 著 
岩波書店 
集団的自衛権の行使は日本の安全性を高めるのか。現実を見ない机上の論理、現

状分析のない提言、国際感覚の欠如が「他国防衛」のための戦争へと日本を駆り立

てている-。安全保障と憲法論の第一人者が、日本の今を問いかける。 
東京・中日新聞 2014/09/21 

2014:07. / 17p,237p 
978-4-00-431491-2 
820 円〔本体〕+税 

*9784004314912*

 

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。 
東京・中日新聞 2014/09/21、朝日新聞 2014/09/21 

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

*9784344026070*
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<肖像>文化考 
平瀬 礼太 著 
春秋社 
人の似姿に特別なオーラを感じる理由とは？御真影、切手、結婚写真、広告、藁人

形、絵馬、美術品から肖像と日本人の関係を考察する。 
東京・中日新聞 2014/09/21、日本経済新聞 2014/09/21 

2014:08. / 247p 
978-4-393-33337-2 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784393333372*

 

昆虫はすごい(光文社新書 710) 
丸山 宗利 著 
光文社 
恋愛、戦争、奴隷、共生…。虫はなんでもやっている! 人間たちの思考を覆す、小

さな生物のあっぱれな生き方を紹介し、地球上で も多種多様な昆虫の生態に迫

る。写真も多数収録。 
東京・中日新聞 2014/09/28 

2014:08. / 238p 
978-4-334-03813-7 
780 円〔本体〕+税 

*9784334038137*

 

井月現る～伊那の放浪俳人～ 
今泉 恂之介 著 
同人社 
30 歳代半ばに信州の伊那地方に現れ、約 30 年間の後半生をこの地で送った「伊

那の放浪俳人」井上井月。和漢・西欧の学問に優れ、芭蕉の流儀による正統的な

句をたくさん残した彼の足跡を辿る。 
東京・中日新聞 2014/09/28 

2014:08. / 243p 
978-4-904150-07-8 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784904150078*

 

縄文人からの伝言(集英社新書 0746D) 
岡村 道雄 著 
集英社 
通説に真っ向から抗い、弥生ではなく縄文に日本人のルーツを求める著者が、居

住環境、流通システム、葬送の儀礼ほか、現代日本と縄文の連続性を独自の切り

口から考察。縄文時代に現代人が学ぶべきことを探る。 
東京・中日新聞 2014/09/28 

2014:07. / 197p 
978-4-08-720746-0 
720 円〔本体〕+税 

*9784087207460*

 

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 
読売新聞 2014/09/07 

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

*9784907497019*

 

別のしかたで～ツイッター哲学～ 
千葉 雅也 著 
河出書房新社 
話題騒然のデビュー作『動きすぎてはいけない』の著者が贈る、ツイッター上で思考

された「140 字以内」の哲学書！ 
読売新聞 2014/09/07 

2014:07. / 207p 
978-4-309-24664-2 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784309246642*

 

監獄ラッパー(新潮文庫 ひ-37-1)  
B.I.G.JOE 著 
新潮社 
オーストラリアの刑務所に収監された日本人ラッパー。彼は獄中から作品を発表し

続けた。リアルでドラマチックな６年間の獄中記。 
読売新聞 2014/09/07 

2014:08. / 264p 
978-4-10-126081-5 
520 円〔本体〕+税 

*9784101260815*
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ロックの歴史(講談社現代新書 2270) 
中山 康樹 著 
講談社 
英米が洋楽の「受容」と「誤読」を経て影響し合い、「ロック」が誕生、「分化」していく

までを明快に説く、ロックファン必読の書。 
読売新聞 2014/09/07 

2014:06. / 254p 
978-4-06-288270-5 
800 円〔本体〕+税 

*9784062882705*

 

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。 
読売新聞 2014/09/07 

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

*9784163901169*

 

凡人伝(講談社文芸文庫 さ R1) 
佐々木 邦 著 
講談社 
ユーモア小説の第一人者で『少年倶楽部』等で活躍した異才の長編。１０歳で神

童、その後凡人の正道を歩く男の自伝の体裁をとった傑作 
読売新聞 2014/09/07 

2014:08. / 333p 
978-4-06-290239-7 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784062902397*

 

よい旅を 
ウィレム・ユーケス/ 長山 さき 著 
新潮社 
元日本軍通訳である 98 歳のオランダ人が語る戦前の神戸、蘭領東インド、日本軍

刑務所での苛酷な日々。戦争の真実を見つめる回想録。 
読売新聞 2014/09/07 

2014:07. / 134p 
978-4-10-506771-7 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784105067717*

 

はなちゃんのみそ汁(文春文庫 や 59-1) 
安武 信吾/ 安武 千恵/ 安武 はな 著 
文藝春秋 
毎朝、早起きしてみそ汁をつくること――それが癌で逝った三十三歳の母と五歳の

娘の「約束」だった。静かな感動に満ちた家族の物語。 
読売新聞 2014/09/07 

2014:08. / 262p 
978-4-16-790169-1 
580 円〔本体〕+税 

*9784167901691*

 

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。 
読売新聞 2014/09/07 

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

*9784569819624*

 

敬語で旅する四人の男 
麻宮 ゆり子 著 
光文社 
仲良くもなく、友だちでもない四人の青年。ひょんなことから連れ立った旅先に、そ

れぞれの人生の答えがあった…のか? 第 7 回小説宝石新人賞受賞作を含む全 4
編を収録する。 
読売新聞 2014/09/07 

2014:07. / 276p 
978-4-334-92955-8 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784334929558*
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幕末群像の墓を巡る 
合田 一道 著 
青弓社 
坂本龍馬、勝海舟、西郷隆盛、白虎隊…。幕末から維新の激動期を生きた 80 人を

中心に合計 150 人の墓を 1 つ 1 つたずねる。続発した事件や出来事の背景を解

説しながら、中心人物の墓地を案内する歴史ガイド。 
読売新聞 2014/09/07 

2014:08. / 289p 
978-4-7872-2057-8 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784787220578*

 

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。 
読売新聞 2014/09/07 

2014:07. / 238p 
978-4-04-703543-0 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784047035430*

 

わたしは、なぜタダで 70 日間世界一周できたのか?(幻冬舎文庫 は-28-1) 
はあちゅう 著 
幻冬舎 
卒業旅行に 25 社が協賛! この不況下で、なぜ? 錚々たる企業が女子大生の「世

界一周旅行」のスポンサーに。企画立案、アポイントどり、プレゼンテーションから、

70 日間で世界一周を成し遂げるまでの涙と汗の全記録。 
読売新聞 2014/09/07 

2014:08. / 285p 
978-4-344-42237-7 
650 円〔本体〕+税 

*9784344422377*

 

クランがゆがめる行政日本病の根源 
稲葉 清毅 著 
勉誠出版 
霞ヶ関、特殊法人、大学、地方自治体―。タテ社会を「ナナメ」に歩いた著者が見

た、日本という「クラン社会」の醜い構造。実体験から日本の病根を鋭く暴き、未来を

変えるふたつの「方策」を示す。行政関係者、志望者必読！ 
読売新聞 2014/09/07 

2014:07. / 261p 
978-4-585-23029-8 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784585230298*

 

桂信子文集 
桂 信子 著, 桂 信子/ 宇多 喜代子 編 
ふらんす堂 
敬愛する俳人やその人の句、四季の風物についての所感、出会った人々…。新興

俳句の旗手・日野草城に俳句を学び、平明な詩情で独自な作品世界を確立した桂

信子の評論・エッセイ・対談・インタビューなどを収録した散文選集。 
読売新聞 2014/09/07 

2014:06. / 646p 
978-4-7814-0683-1 
10,000 円〔本体〕+税 

*9784781406831*

 

バカが多いのには理由がある 
橘 玲 著 
集英社 
見渡せば極端な「右」と「左」ばかり…。なぜ言論界は「バカ」だらけになってしまった

のか。作家・橘玲が、政治、経済からワイドショーネタまで、安倍政権下の日本をズ

バリ解説。『週刊プレイボーイ』連載を再構成し単行本化。 
読売新聞 2014/09/07 

2014:06. / 235p 
978-4-08-780728-8 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784087807288*
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希望の格闘技 
中井 祐樹 著 
イーストプレス 
人の生き死にを疑似体験する格闘技だからこそ、勝ち負けを超えた人生の喜怒哀

楽が存分に味わえるだろう-。日本におけるブラジリアン柔術の先駆者・中井祐樹が

勝負哲学を初めて語る。大宅賞作家・増田俊也との特別対談も収録。 
読売新聞 2014/09/07 

2014:08. / 220p 
978-4-7816-1223-2 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784781612232*

 

<正常>を救え～精神医学を混乱させる DSM-5 への警告～ 
アレン・フランセス/ 大野 裕/ 青木 創 著 
講談社 
正常と精神疾患のあいだに決定的な境界線を引く DSM。だが DSM-5 はありふれ

た不安や奇行、物忘れ、乱れた食習慣を精神疾患に変えようとしている。偽りの診

断を生み出し、薬の乱用をあおる DSM-5 のリスクを警告する。 
読売新聞 2014/09/07 

2013:10. / 445p 
978-4-06-218551-6 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784062185516*

 

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。 
読売新聞 2014/09/07、毎日新聞 2014/09/21 

2014:07. / 5p,318p 
978-4-12-102274-5 
900 円〔本体〕+税 

*9784121022745*

 

桃山人夜話～絵本百物語～(角川ソフィア文庫)  
竹原 春泉 著 
角川書店 
読売新聞 2014/09/14 

2006:07. / １９１ｐ 
978-4-04-383001-5 
705 円〔本体〕+税 

*9784043830015*

 

風童(ビッグコミックススペシャル) 
花輪和一 著 
小学館 
読売新聞 2014/09/14 

2013:05. / 1 冊 
978-4-09-185318-9 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784091853189*

 

奈良絵本<上>(紫紅社文庫)  
工藤早弓/ 花林舎 著 
紫紅社 
読売新聞 2014/09/14 

2006:10. / ２５５ｐ 
978-4-87940-580-7 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784879405807*

 

奈良絵本<下>(紫紅社文庫)  
工藤早弓/ 花林舎 著 
紫紅社 
読売新聞 2014/09/14 

2006:10. / ２５５ｐ 
978-4-87940-581-4 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784879405814*
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昭和ノスタルジアとは何か～記憶とラディカル・デモクラシーのメディア学～ 
日高 勝之 著 
世界思想社 
なぜ私たちは《昭和》に囚われるのか？ 
読売新聞 2014/09/14 

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

*9784790716266*

 

「無」の科学 
水谷 淳 著, ジェレミー・ウェッブ 編 
SB クリエイティブ 
「無」は、大きな驚きと可能性に満ちている 
読売新聞 2014/09/14 

2014:07. / 9p,269p 
978-4-7973-7701-9 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784797377019*

 

今日もごちそうさまでした(新潮文庫 か-38-10)  
角田 光代 著 
新潮社 
苦手だった野菜が、きのこが、青魚が……こんなに美味しい！ 読むほどに、次の

ごはんが待ち遠しくなる絶品食べものエッセイ。 
読売新聞 2014/09/14 

2014:08. / 266p 
978-4-10-105830-6 
520 円〔本体〕+税 

*9784101058306*

 

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。 
読売新聞 2014/09/14 

2014:08. / 207p 
978-4-309-92026-9 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784309920269*

 

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。 
読売新聞 2014/09/14 

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

*9784336057617*

 

文芸誌編集実記 
寺田 博 著 
河出書房新社 
「文藝」配属。金なく人脈なく、文学愛あるのみ。作家との切り結びから、誌面作りの

苦労話まで。名物編集者による肉声の文学史。 
読売新聞 2014/09/14 

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

*9784309022857*

 

平蔵狩り 
逢坂 剛 著 
文藝春秋 
裏ではびこる悪事も決して見逃さない――ハードボイルドの調べにこだわり抜いた

逢坂剛版・平成の長谷川平蔵シリーズ待望の第二弾。 
読売新聞 2014/09/14 

2014:08. / 363p 
978-4-16-390103-9 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784163901039*
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歌舞伎に踊る囲碁文化 
藁科 満治 著 
日本評論社 
江戸時代を背景とした歌舞伎と囲碁の歴史、代表的な歌舞伎演目の舞台に登場

する囲碁の場面を紹介する。囲碁文化シリーズ待望の第 3 弾 
読売新聞 2014/09/14 

2014:08. / 11p,268p 
978-4-535-58672-7 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784535586727*

 

村落伝承論～『遠野物語』から～ 増補新版 
三浦 佑之 著 
青土社 
『遠野物語』を基本に「人」そして「共同体」に目を向け、実相を掘り起こす考究を続

けている著者のデビュー作。大幅増補を加え復刊。 
読売新聞 2014/09/14 

2014:07. / 340p 
978-4-7917-6798-4 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784791767984*

 

メタモルフォシス 
羽田 圭介 著 
新潮社 
完全に奴隷の状態に身を委ねなければ見えない世界が見たい――マゾヒズムの快

楽に耽溺せずにはいられない男達を精細に描く禁断の異色中編二作を収録。 
読売新聞 2014/09/14 

2014:07. / 202p 
978-4-10-336111-4 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784103361114*

 

五月女ケイ子のレッツ！！古事記  
五月女 ケイ子 著 
講談社 
古典なんてお堅くて…なんて思っているそこのあなた！ 人気イラストレーターが、

他の本とはひと味もふた味も違う神々を描きました。五月女ワールド全開の「古事

記」をご堪能あれ！ 
読売新聞 2014/09/14 

2008:07. / １４６ｐ 
978-4-06-364722-8 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784063647228*

 

江戸化物草紙  
アダム・カバット 著 
小学館 
見越し入道、ろくろ首…。現代マンガもびっくりの江戸期妖怪マンガの傑作を、親し

みやすい解説で興味深く紹介。「化物」たちが物語のなかでのびのびと活動する様

子が伝わってくる。 
読売新聞 2014/09/14 

1999:01. / ２３９ｐ 
978-4-09-362111-3 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784093621113*

 

意識をめぐる冒険 
クリストフ・コッホ/ 土谷 尚嗣/ 小畑 史哉 著 
岩波書店 
有機物の塊にすぎない脳の何が「赤い」「痛い」といった感覚を生むのか。意識の脳

科学研究における 先端の成果と、今後の意識研究の方向性を、多彩なトピックを

散りばめながら語る。 
読売新聞 2014/09/14 

2014:08. / 20p,354p,8p
978-4-00-005060-9 
2,900 円〔本体〕+税 

*9784000050609*
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病気になるサプリ～危険な健康食品～(幻冬舎新書 さ-11-1)  
左巻 健男 著 
幻冬舎 
効果も危険性も行政のチェックなしに販売できる健康食品・サプリは、とればとるほ

ど健康を害す…? 健康食品・サプリの危険性を製造の背景、広告手法、科学的根

拠の面から明らかにする。 
読売新聞 2014/09/14 

2014:07. / 221p 
978-4-344-98350-2 
780 円〔本体〕+税 

*9784344983502*

 

日本の蹴鞠 
池 修 著 
光村推古書院 
蹴鞠は国技だった? 宮本武蔵も鞠を蹴った? 「馬鹿」の語源は蹴鞠にある? 蹴鞠

の成り立ちから発展、現在にいたる歴史をはじめ、衣装や蹴り方、武家や人々との

関わりまでを詳細に解説する。 
読売新聞 2014/09/14 

2014:06. / 185p 
978-4-8381-0508-3 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784838105083*

 

老人と海(光文社古典新訳文庫 KA ヘ 1-3) 
ヘミングウェイ 著 
光文社 
数カ月続く不漁のために周囲から同情の視線を向けられながら、独りで舟を出し、

獲物がかかるのを待つ老サンチャゴ。やがて巨大なカジキが仕掛けに食らいつき、

3 日にわたる壮絶な闘いが始まる…。 
読売新聞 2014/09/14 

2014:09. / 165p 
978-4-334-75299-6 
600 円〔本体〕+税 

*9784334752996*

 

意識の探求～神経科学からのアプローチ～<下>  
クリストフ・コッホ/ 土谷 尚嗣/ 金井 良太 著 
岩波書店 
意識の問題を解決するには、あらゆる分野の成果が要求される。だが、決定的なア

イデアや実験的事実が今すぐに何らかの分野で現れる可能性は常にある?。意識

にからむあらゆる仮説を論評した決定版。 
読売新聞 2014/09/14 

2006:06. / ｐ３４７ 
978-4-00-005054-8 
3,400 円〔本体〕+税 

*9784000050548*

 

セラピスト～Silence in Psychotherapy～ 
相 葉月 著 

新潮社 
心の病は、どのように治るのか。膨大な取材と証言を通して、心の治療のあり方に挑

むノンフィクション。故河合隼雄の箱庭療法の意義を問い、精神科医の中井久夫と

対話を重ね、セラピストとは何かを探る。 
読売新聞 2014/09/14 

2014:01. / 345p 
978-4-10-459803-8 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784104598038*

 

ときめき昆虫学 
メレ山 メレ子 著 
イーストプレス 
かわいい、かっこいい、そしていとおしい。20 種類の虫たちの魅力を写真とともに紹

介します。登場する虫をモチーフにした作品も掲載。切り取り式蔵書票付き。Web
文芸誌『マトグロッソ』掲載に加筆し書籍化。 
読売新聞 2014/09/14 

2014:04. / 288p 
978-4-7816-1173-0 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784781611730*
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女のいない男たち 
村上 春樹 著 
文藝春秋 
舞台俳優・家福は女性ドライバーみさきを雇う。死んだ妻について、彼はみさきに少

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

表題作などを加えた全 6 編の短編を収録する。 
読売新聞 2014/09/14 

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

*9784163900742*

 

病から詩がうまれる～看取り医がみた幸せと悲哀～(朝日選書 918) 
大井 玄 著 
朝日新聞出版 
医学の進歩だけでは、老・病・死の苦しみは救えない。認知症の老人をやさしくみ

つめる高校生、脊椎カリエスの正岡子規、麻酔科医の外須美夫…。著者が終末期

医療でみた人生の真実を詩歌と結ぶ 32 のエッセイを収録。 
読売新聞 2014/09/14 

2014:04. / 213p 
978-4-02-263018-6 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784022630186*

 

意識の探求～神経科学からのアプローチ～<上>  
クリストフ・コッホ/ 土谷 尚嗣/ 金井 良太 著 
岩波書店 
哲学、脳科学、心理学、さらには物理、計算機も含め、これまでの意識研究のすべ

てを精査・評価し、独自の見解を明快に述べた労作。クオリアや自由意志など、さま

ざまな意識に関するキーワードの意味を知るガイドとしても 適。 
読売新聞 2014/09/14 

2006:06. / ３４６，２２ｐ 
978-4-00-005053-1 
3,400 円〔本体〕+税 

*9784000050531*

 

アンダーカバー～秘密調査～ 
真保 裕一 著 
小学館 
無実の罪を着せられた戸鹿野は名前も顔も変えて調査に乗り出す。一方イギリスで

麻薬捜査を手がけるウォーカーはイタリアでマフィア幹部の惨殺事件に遭遇。やが

て、驚愕の真相が明らかになり…。『週刊ポスト』掲載を単行本化。 
読売新聞 2014/09/14 

2014:07. / 484p 
978-4-09-379862-4 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784093798624*

 

スパルタ婚活塾 
水野 敬也 著 
文響社 
モテる女とモテない女の違いを、男目線で研究した恋愛本。恋愛能力が格段にアッ

プする「恋愛五大陸理論」や、恋愛の流れに沿った具体的な恋愛理論、理想の男

を確実に結婚へと導く術などを紹介する。「LOVE 理論」の女性版。 
読売新聞 2014/09/14 

2014:08. / 311p 
978-4-905073-07-9 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784905073079*

 

乳しぼり娘とゴミの丘のおとぎ噺 
ラティフェ・テキン/ 宮下 遼 著 
河出書房新社 
トルコ版『百年の孤独』といわれる傑作。郊外のゴミ処理場に住み着く人々と、彼ら

が創りあげる幻想的でグロテスクな異界の物語。 
読売新聞 2014/09/14、日本経済新聞 2014/09/21 

2014:07. / 193p 
978-4-309-20655-4 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784309206554*
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主題歌(講談社文庫 し 91-1） 
柴崎 友香 著 
講談社 
読売新聞 2014/09/21 

2011:03. / 203p 
978-4-06-276906-8 
448 円〔本体〕+税 

*9784062769068*

 

辺境・近境(新潮文庫)  
村上 春樹 著 
新潮社 
読売新聞 2014/09/21 

2000:05. / ３０１ｐ 
978-4-10-100148-7 
520 円〔本体〕+税 

*9784101001487*

 

その街の今は(新潮文庫)  
柴崎 友香 著 
新潮社 
読売新聞 2014/09/21 

2009:04. / １５８ｐ 
978-4-10-137641-7 
400 円〔本体〕+税 

*9784101376417*

 

海からの贈物 改版(新潮文庫)  
リンドバーグ夫人/ 吉田 健一 著 
新潮社 
読売新聞 2014/09/21 

1993:01. / １１７ｐ 
978-4-10-204601-2 
430 円〔本体〕+税 

*9784102046012*

 

青空感傷ツアー(河出文庫)  
柴崎 友香 著 
河出書房新社 
読売新聞 2014/09/21 

2005:11. / １７４ｐ 
978-4-309-40766-1 
470 円〔本体〕+税 

*9784309407661*

 

次の町まで、きみはどんな歌をうたうの？(河出文庫)  
柴崎 友香 著 
河出書房新社 
読売新聞 2014/09/21 

2006:03. / １７６ｐ 
978-4-309-40786-9 
470 円〔本体〕+税 

*9784309407869*

 

お供え(大活字本シリーズ)  
吉田 知子 著 
埼玉福祉会 
読売新聞 2014/09/21 

2001:07. / ３４８ｐ 
978-4-88419-073-6 
3,500 円〔本体〕+税 

*9784884190736*



 38  

 

なんといふ空 
相 葉月 著 

ＰＨＰエディターズ・グループ 
相葉月の原点と言える初エッセイ集の復刊。 

読売新聞 2014/09/21 

2014:08. / 276p 
978-4-569-81969-3 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784569819693*

 

吉田知子選集<3> そら 
吉田 知子 著 
景文館書店 
吉田知子の小説選集第 3 弾。巻末には町田康氏が考える「そら」への問いを収録。 
読売新聞 2014/09/21 

2014:09. / 283p 
978-4-907105-02-0 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784907105020*

 

星火瞬く(講談社文庫 は 99-3) 
葉室 麟 著 
講談社 
その男が、幕末を動かした――動乱の地で会わなければならなかった日本の「革命

家」とは、誰なのか？ 
読売新聞 2014/09/21 

2014:08. / 379p 
978-4-06-277886-2 
660 円〔本体〕+税 

*9784062778862*

 

わが生涯のすべて 
マリオ・ジャコメッリ/ 和田 忠彦/ 石田 聖子 著, マリオ・ジャコメッリ/ シモーナ・グ

エッラ 編 
白水社 
死の 2 か月前、写真界の巨星がその歩みを振り返る。撮影現場の秘密、謎多き人

生の全貌。未紹介作品を含む図版・年譜付。 
読売新聞 2014/09/21 

2014:09. / 255p,1p 
978-4-560-08383-3 
3,400 円〔本体〕+税 

*9784560083833*

 

やまとなでしこの性愛史～古代から近代へ～ 
和田 好子 著 
ミネルヴァ書房 
自然でゆるやかに規定されていたかつての男女の関係や、江戸・明治時代を経て

一夫一婦制につながる流れをわかりやすく語る 
読売新聞 2014/09/21 

2014:08. / 
11p,234p,16p 
978-4-623-07105-0 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784623071050*

 

残響～中原中也の詩によせる言葉～(講談社文芸文庫 ま K1) 
中原 中也/ 町田 康 著 
講談社 
早世の天才詩人中原中也の詩５７編に、現代文学を牽引する著者が耳を澄まし目

を凝らして寄せた文章。時空を越え谺しあう詩人の魂！ 
読売新聞 2014/09/21 

2014:08. / 234p 
978-4-06-290240-3 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784062902403*

 

源実朝～「東国の王権」を夢見た将軍～(講談社選書メチエ 578) 
坂井 孝一 著 
講談社 
詩魂を以て史料に対し、史眼を以て和歌に向き合うときにみえてくるものとは何か？ 

「文弱の貴公子」という八百年来の誤解を解く快著 
読売新聞 2014/09/21 

2014:07. / 286p 
978-4-06-258581-1 
1,750 円〔本体〕+税 

*9784062585811*
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俺の喉は一声千両～天才浪曲師・桃中軒雲右衛門～ 
岡本 和明 著 
新潮社 
「貧民芸」だった浪曲を、御前公演に格上げさせた明治期の天才浪曲師の一生を、

芸能研究家の曾孫が新資料を駆使し、愛情こめて描く！ 
読売新聞 2014/09/21 

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

*9784103245322*

 

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。 
読売新聞 2014/09/21 

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

*9784106037528*

 

代表制という思想(選書<風のビブリオ> 1) 
早川 誠 著 
風行社 
「国の規模が大きくなったので、やむなく代表制が採られている」「代表制は直接民

主主義の次善策」という《直接民主主義の神話》を根底から問い直す。 
読売新聞 2014/09/21 

2014:06. / 210p,4p 
978-4-86258-084-9 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784862580849*

 

吉田知子選集<1> 脳天壊了 
吉田 知子 著 
景文館書店 
作家・吉田知子の小説選集。1 は、「脳天壊了」をはじめ、「ニュージーランド」「乞食

谷」「寓話」など 7 編を収録。巻末には町田康が考える「脳天壊了」への問いを掲

載。 
読売新聞 2014/09/21 

2012:12. / 245p 
978-4-907105-00-6 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784907105006*

 

吉田知子選集<2> 日常的隣人 
吉田 知子 著 
景文館書店 
作家・吉田知子の小説選集。2 は、「日常的母娘」をはじめ、「日常的夫婦」「日常的

嫁舅」「日常的親友」など 11 編を収録。巻末には町田康が考える「日常的隣人」へ

の問いを掲載。 
読売新聞 2014/09/21 

2013:10. / 245p 
978-4-907105-01-3 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784907105013*

 

絵のように～明治文学と美術～ 
前田 恭二 著 
白水社 
約百年前、美術の国家的保護奨励策を横目に、小説家たちは絵画をどのように意

識し、どう表現したか。山田美妙から石川啄木まで、作品を読み解きながら、現実と

芸術の位相を問い直す。 
読売新聞 2014/09/21 

2014:09. / 679p,27p 
978-4-560-08384-0 
6,200 円〔本体〕+税 

*9784560083840*
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和歌文学の世界(放送大学教材) 
島内 裕子/ 渡部 泰明 著 
放送大学教育振興会 
古代から現代まで 1300 年以上にわたる長い和歌の歴史の中で、和歌の表現や和

歌に託された人々の心はどのように変遷し、どのように深まってきたのかを、様々な

角度から具体的に解説する。 
読売新聞 2014/09/21 

2014:03. / 240p 
978-4-595-31470-4 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784595314704*

 

謎とき東北の関ケ原～上杉景勝と伊達政宗～(光文社新書 708) 
渡邊 大門 著 
光文社 
直江状、小山評定、事前密約は、結局あったのか、なかったのか? 上杉景勝とその

ライバル、伊達政宗という東北の 2 人の大名を中心に、関ケ原の謎と俗説を、数多

くの史料をもとに解き明かす。 
読売新聞 2014/09/21 

2014:08. / 247p 
978-4-334-03812-0 
760 円〔本体〕+税 

*9784334038120*

 

きょうのできごと(河出文庫)  
柴崎 友香 著 
河出書房新社 
きょうもこの惑星のどこかで、だれかとだれかが出会いすれ違う。京都の夜に集まっ

た男女が、ある一日に経験した、いくつかの小さな物語。やさしくてせつなくてきらき

らした恋愛宇宙があなたを誘う！ 
読売新聞 2014/09/21 

2004:03. / １８９ｐ 
978-4-309-40711-1 
450 円〔本体〕+税 

*9784309407111*

 

虹色と幸運 
柴崎 友香 著 
筑摩書房 
珠子とかおりは大学の、夏美とかおりは高校の同級生。かつての仲良し、アラサー3
人が各々の人生を選択していく様を、移りゆく季節を背景に色鮮やかに描く。『web
ちくま』掲載作品に加筆・修正。 
読売新聞 2014/09/21 

2011:07. / 251p 
978-4-480-80434-1 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784480804341*

 

恋人たちのいる風景～Ｏ・ヘンリーラブ・ストーリーズ～  
Ｏ．ヘンリー/ 常盤 新平 著 
洋泉社 
大都会の片隅に花咲く、すてきな恋の話?。古典の名作「賢者の贈り物」、本邦初訳

の「牧場のマダム・ボーピープ」など、Ｏ・ヘンリーによる珠玉のラブ・ストーリー７篇

を、翻訳家・常盤新平の名訳で収録。 
読売新聞 2014/09/21 

2009:11. / １２５ｐ 
978-4-86248-386-7 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784862483867*

 

吉田稔麿 松陰の志を継いだ男(角川選書 544) 
一坂 太郎 著 
KADOKAWA 
高杉晋作・久坂玄瑞と並び称される三傑の一人、吉田松陰から も期待された吉

田稔麿（栄太郎）。人間味あふれる手紙など貴重な史料を発掘した著者が、幕末乱

世を走り抜けた青年武士の生涯とその時代を描く。 
読売新聞 2014/09/21 

2014:08. / 237p 
978-4-04-703544-7 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784047035447*
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凶悪犯罪者こそ更生します(新潮新書 579) 
岡本 茂樹 著 
新潮社 
気づきを得た時こそ、凶悪犯罪者たちの更生への意志は強くなる。有効なのは「反

省を求めない」「加害者視点の」教育。数多くの累犯受刑者を「本当の反省」に導い

た著者が、超実践的更生メソッドを詳述する。 
読売新聞 2014/09/21 

2014:07. / 206p 
978-4-10-610579-1 
720 円〔本体〕+税 

*9784106105791*

 

「健康第一」は間違っている(筑摩選書 0097) 
名郷 直樹 著 
筑摩書房 
健康より大切なものはないのか。巷にあふれる健康情報や様々な医療データを精

査し、おもに生活習慣病の治療と予防について根本から問いなおす。世界一の長

寿国・日本の現実を見据えた、ラディカルな医療論。 
読売新聞 2014/09/21 

2014:08. / 286p 
978-4-480-01605-8 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784480016058*

 

老いの楽しみ(ちくま文庫 さ 30-4) 
沢村 貞子 著 
筑摩書房 
好きな言葉は小綺麗、小ざっぱり-。80 歳を過ぎて女優を引退した著者が、女優時

代のこと、下町気質の両親のこと、生まれ育った浅草の思い出などを織り交ぜなが

ら、齢に逆らわず、気楽に生きる日々を綴る。 
読売新聞 2014/09/21 

2014:08. / 254p 
978-4-480-43198-1 
740 円〔本体〕+税 

*9784480431981*

 

金沢庄三郎～地と民と語とは相分つべからず～(ミネルヴァ日本評伝選) 
石川 遼子 著 
ミネルヴァ書房 
日本語と朝鮮語が同系との確信に基づき日本文化を再考した金沢庄三郎。「日鮮

同祖論」などの著作において、金沢は何を訴えようとしたのか。その足跡と論考を丹

念に辿り、朝鮮ならびに朝鮮語への思いを探る。 
読売新聞 2014/09/21 

2014:07. / 20p,451p,9p
978-4-623-06701-5 
4,000 円〔本体〕+税 

*9784623067015*

 

じぶんの学びの見つけ方 
フィルムアート社集部 編 
フィルムアート社 
人生を深く、豊かに、自主的に生きるために「学ぶこと」をどのように捉え、続けてい

くのか。「学び」が、社会や他者の人生に、どのような影響を与えているのか。柴田

元幸、片桐仁らが自身の学びを軽やかに語る。 
読売新聞 2014/09/21 

2014:07. / 255p 
978-4-8459-1434-0 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784845914340*

 

音楽を愛でるサル～なぜヒトだけが愉しめるのか～(中公新書 2277) 
正高 信男 著 
中央公論新社 
人類出現とともに社会的なコミュニケーションのツールとして誕生した音楽が、言語

と分化し、ウォークマンや iPod など個人で愉しむものに変わるまで。音楽の起源と

歴史、機能から、人類の進化の謎を解き明かす。 
読売新聞 2014/09/21 

2014:07. / 7p,222p 
978-4-12-102277-6 
740 円〔本体〕+税 

*9784121022776*
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四〇〇文字の小宇宙～「よみうり寸評」自選集 1995-2014～ 
永井 梓 著 
中央公論新社 
日本の四季とくらし、世相と話題、忘れ得ぬ人々、新潟中越地震・東日本大震災、

皇室のこと…。緩急自在の筆遣いで日々のニュースの本質をえぐる。『読売新聞』夕

刊一面の名物コラム「よみうり寸評」20 年分を凝縮。 
読売新聞 2014/09/21 

2014:09. / 334p 
978-4-12-004659-9 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784120046599*

 

男子のための恋愛検定(よりみちパン!セ P035) 
伏見 憲明/ 100%ORANGE 著 
イーストプレス 
カッコよくないと彼女はできない? あの子を振り向かせる秘訣は? 恋という不思議へ

のリアルな解答が満載。じぶんだけの「恋の道」を探すすべての男子に贈る、新世

紀を生き抜くための恋愛論。恋愛検定テスト付き。 
読売新聞 2014/09/21 

2012:02. / 206p 
978-4-7816-9037-7 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784781690377*

 

神道－日本が誇る「仕組み」(朝日新書 474) 
武光 誠 著 
朝日新聞出版 
なぜ日本人は一人で複数の宗教にかかわり、幾つもの神様に祈るのか? 縄文時代

の精霊崇拝を起源とし、人々をまとめていく“仕組み”として変遷を重ねてきた日本

の素晴らしい文化「神道」の歴史的背景を明らかにする。 
読売新聞 2014/09/21 

2014:08. / 223p 
978-4-02-273574-4 
760 円〔本体〕+税 

*9784022735744*

 

現代小説作法(ちくま学芸文庫 オ 1-2) 
大岡 昇平 著 
筑摩書房 
西欧文学に通暁し、幅広いテーマを描き続けた著者が、実践的な小説作法の要諦

を論じ尽くした名著。シェイクスピア、スタンダール、漱石、?外他、古今東西の作品

を豊富に引用することで見晴らしのいい文学地図を提示。 
読売新聞 2014/09/21 

2014:08. / 254p 
978-4-480-09635-7 
1,100 円〔本体〕+税 

*9784480096357*

 

アースダイバー  
中沢 新一 著 
講談社 
縄文地図を片手に、東京の風景が一変する散歩の革命へ！ 見たこともない野生

の東京が立ち上がる。ママチャリに乗った「アースダイバー式」東京散歩へ。折込ア

ースダイビング・マップ付き。『週刊現代』連載をまとめる。 
読売新聞 2014/09/21 

2005:06. / ２５２ｐ 
978-4-06-212851-3 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784062128513*

 

弱肉強食の大学論～生き残る大学、消える大学～(朝日新書 475) 
諸星 裕/ 鈴木 典比古 著 
朝日新聞出版 
淘汰の厳しさを増す日本の大学。本当に残る大学はどこか。開学 10 年で就職率ほ

ぼ 100%を達成した鈴木典比古・国際教養大学学長と大学経営に詳しい諸星裕・

桜美林大学教授が、真の教育力をもつ強い大学の条件を明かす。 
読売新聞 2014/09/21 

2014:08. / 233p 
978-4-02-273575-1 
760 円〔本体〕+税 

*9784022735751*
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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。 
読売新聞 2014/09/21 

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

*9784087207507*

 

マダム・キュリーと朝食を 
小林 エリカ 著 
集英社 
「東の都市」へと流れて来た猫と、震災の年に生まれた少女・雛。目に見えないはず

の“放射能”を、猫は「光」として見、少女の祖母は「声」として聞く…。“放射能”と生

き物の物語。『すばる』掲載を加筆修正し単行本化。 
読売新聞 2014/09/21 

2014:07. / 181p 
978-4-08-771573-6 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784087715736*

 

わたしがいなかった街で 
柴崎 友香 著 
新潮社 
1945 年に広島にいた祖父。大阪で生まれ育ち、2010 年の東京で暮らす 36 歳のわ

たし。戦争や震災など過去の記憶と、65 年前に書かれた作家の日記が交錯し、現

実の時間が動き始める…。『新潮』『群像』掲載を単行本化。 
読売新聞 2014/09/21 

2012:06. / 239p 
978-4-10-301832-2 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784103018322*

 

死ぬな～生きていれば何とかなる～(新潮新書 587) 
並木 秀之 著 
新潮社 
重度の障害、五度のがん、側近の裏切り、財産喪失…。様々な壁にぶつかりながら

も、ハンデを強みに変え乗り越えてきた異色のファンドマネージャーが語る極限の

人生論。壮絶な体験から導き出された、弱者の戦略と命の意味とは? 
読売新聞 2014/09/21 

2014:09. / 190p 
978-4-10-610587-6 
700 円〔本体〕+税 

*9784106105876*

 

野馬追を生きる南相馬を生きる 
阿部 珠樹 著 
イーストプレス 
東日本大震災で親族 12 人を失った男は、それでもなお今年も野馬追に出陣しつ

づける。男をそこまで惹きつける野馬追の魅力とは何か。伝統行事の戦国絵巻を越

えた、その土地に生きる人間の本能と気概に迫ったノンフィクション。 
読売新聞 2014/09/21 

2014:07. / 239p 
978-4-7816-1224-9 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784781612249*

 

海賊と資本主義～国家の周縁から絶えず世界を刷新してきたものたち～ 
ロドルフ・デュラン/ ジャン=フィリップ・ベルニュ/ 永田 千奈 著 
阪急コミュニケーションズ 
国家とせめぎ合いながら、資本主義のグレーゾーンを狙って既存のシステムを揺る

がしてきた「海賊組織」。それが資本主義のダイナミズムに駆動される形で「国家」と

の間に繰り返してきた癒着と相克を描き出す。 
読売新聞 2014/09/21、日本経済新聞 2014/09/21 

2014:08. / 216p 
978-4-484-14112-1 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784484141121*
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黒ケ丘の上で 
ブルース・チャトウィン/ 栩木 伸明 著 
みすず書房 
没後 25 年人気再燃中のチャトウィン長編小説。ウェールズの寒村に激動の 20 世

紀を時間を止め 80 歳まで生きる双子と村人の感動物語 
読売新聞 2014/09/21、毎日新聞 2014/09/21 

2014:09. / 412p 
978-4-622-07863-0 
3,700 円〔本体〕+税 

*9784622078630*

 

成田亨作品集 
成田 亨/ 富山県立近代美術館/ 福岡市美術館/ 青森県立美術館 著 
羽鳥書店 
特撮の世界で大きな足跡を残した成田亨の作品集。ウルトラマンやマイティジャック

のデザインから、特撮美術、後年の絵画・彫刻まで、未発表作品も含む全 515 点を

収録する。本体表紙に写真あり。 
読売新聞 2014/09/21、毎日新聞 2014/09/21 

2014:07. / 399p 
978-4-904702-46-8 
5,000 円〔本体〕+税 

*9784904702468*

 

劣化する日本人～自分のことしか考えられない人たち～(ベスト新書 443) 
香山 リカ 著 
ベストセラーズ 
“現代のベートベン”“万能の STAP 細胞”“PC 遠隔操作は誤認逮捕”これらはみん

なウソだった!? 劣化した社会で起こるべくして起きた問題を取り上げ、精神医学的

観点からその言動を分析し、日本人の「劣化」を論じる。 
読売新聞 2014/09/22 

2014:07. / 189p 
978-4-584-12443-7 
759 円〔本体〕+税 

*9784584124437*

 

2015 年中国の真実～中国は習近平に潰される?～(WAC BUNKO B-204) 
宮崎 正弘/ 石 平 著 
ワック 
単なる景気後退ではない、中国のシステムそのものが限界に達している。バブル崩

壊、危険な反日路線、アジア諸国の温度差など、気鋭のチャイナ・ウォッチャー2 人

が中国について語り合う。 
読売新聞 2014/09/27 

2014:09. / 234p 
978-4-89831-704-4 
900 円〔本体〕+税 

*9784898317044*

 

光学(岩波文庫)  
ニュートン/ 島尾 永康 著 
岩波書店 
日本経済新聞 2014/09/07 

1983:11. / ４０６ｐ 
978-4-00-339041-2 
960 円〔本体〕+税 

*9784003390412*

 

星界の報告～他一編～(岩波文庫)  
ガリレオ・ガリレイ/ 山田 慶児/ 谷 泰 著 
岩波書店 
日本経済新聞 2014/09/07 

1976:10. / １７３ｐ 
978-4-00-339065-8 
560 円〔本体〕+税 

*9784003390658*

 

ロウソクの科学(岩波文庫)  
ファラデー 著 
岩波書店 
日本経済新聞 2014/09/07 

2010:09. / ２８０ｐ 
978-4-00-339091-7 
700 円〔本体〕+税 

*9784003390917*
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ピラミッド～その歴史と科学～(科学のたんけん・知識のぼうけん)  
かこ さとし 著 
偕成社 
日本経済新聞 2014/09/07 

2000:02. / ４７ｐ 
978-4-03-529320-0 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784035293200*

 

エカチェリーナ大帝～ある女の肖像～<上> 
ロバート・K.マッシー/ 北代 美和子 著 
白水社 
ドイツからロシア宮廷に嫁ぎ、才知と意志、鋭い政治感覚で長年君臨した、「一人の

女」の波瀾の生涯。受賞多数の傑作評伝！ 
日本経済新聞 2014/09/07 

2014:07. / 396p 
978-4-560-08377-2 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784560083772*

 

エカチェリーナ大帝～ある女の肖像～<下> 
ロバート・K.マッシー/ 北代 美和子 著 
白水社 
ドイツからロシア宮廷に嫁ぎ、才知と意志、鋭い政治感覚で長年君臨した、「一人の

女」の波瀾の生涯。受賞多数の傑作評伝！ 
日本経済新聞 2014/09/07 

2014:07. / 423p,27p 
978-4-560-08378-9 
3,300 円〔本体〕+税 

*9784560083789*

 

三島由紀夫の肉体 
山内 由紀人 著 
河出書房新社 
三島由紀夫ほど肉体にこだわった作家はいない。初めての肉体論。コンプレックス

の克服が、三島の文学、精神世界の達成でもあった。 
日本経済新聞 2014/09/07 

2014:08. / 289p 
978-4-309-02318-2 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784309023182*

 

L70 を狙え!～70 歳以上の女性が消費の主役になる～ 
吉本 佳生 著 
日本経済新聞出版社 
L70(70 歳以上の女性)が日本経済をリードする時代がやってくる! 人気エコノミスト

が、L70 に焦点を当て、趣味・教養、旅行、学習などの消費行動について予測す

る。 
日本経済新聞 2014/09/07 

2014:08. / 236p 
978-4-532-31945-8 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784532319458*

 

報道されない中東の真実～動乱のシリア・アラブ世界の地殻変動～ 
国枝 昌樹 著 
朝日新聞出版 
アサド政権は民衆を抑圧する「悪」なのか? アラブ諸国・欧米・反体制派の思惑は

何なのか? 元在シリア大使が、欧米・日本メディアが報道しない中東問題の「実態」

をリポートする。 
日本経済新聞 2014/09/07 

2014:08. / 319p 
978-4-02-331292-0 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784023312920*

 

電気事始め～マイケル・ファラデーの生涯～  
Ｊ．ハミルトン/ 佐波 正一 著 
教文館 
電磁回転、電磁誘導の発見など、今日の電気電子工学の基礎を築いた天才科学

者マイケル・ファラデー。ひたむきな情熱と、無欲かつ謙虚な生活と信仰、神への敬

虔に貫かれたその生涯をたどる。 
日本経済新聞 2014/09/07 

2010:04. / ３３４ｐ 
978-4-7642-6683-4 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784764266834*
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甦る被災鉄道～東日本大震災を乗り越えて～ 
大澤 賢 著 
東京新聞出版部 
東日本大震災から 3 年余。東北新幹線や三陸鉄道は見事に復活したが、次の南

海トラフ巨大地震と首都直下地震への備えはどのようになっているのか。JR 各社の

大地震対策と鉄道の安全を考える。 
日本経済新聞 2014/09/07 

2014:07. / 325p 
978-4-8083-0992-3 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784808309923*

 

文楽手帖(角川ソフィア文庫 F130-1)  
高木 秀樹 著 
KADOKAWA 
『仮名手本忠臣蔵』『菅原伝授手習鑑』『義経千本桜』をはじめ、骨太な人間ドラマ

を解説。文楽ならではの観どころ・聴きどころを逃さず味わえる。臨場感溢れるエン

ターテイメントとして楽しめる入門書。 
日本経済新聞 2014/09/07 

2014:08. / 219p 
978-4-04-408008-2 
800 円〔本体〕+税 

*9784044080082*

 

ブラックスワンの経営学～通説をくつがえした世界最優秀ケーススタディ～ 
井上 達彦 著 
日経ＢＰ社 
統計的分析ではわからない因果関係を解明する方法とは? 世界で も影響力のあ

る経営学会、アカデミー・オブ・マネジメントが選んだ 優秀論文から、意外性に満

ちあふれた知識を選りすぐって紹介する。 
日本経済新聞 2014/09/07 

2014:07. / 280p 
978-4-8222-5029-4 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784822250294*

 

ドリトル先生航海記 新版(岩波少年文庫)  
ヒュー・ロフティング/ 井伏 鱒二 著 
岩波書店 
トミー少年や動物たちをつれて航海に出たドリトル先生は、漂流するクモサル島に

上陸。島民の敵をやっつけて島の王様に選ばれたりしますが、やがて大カタツムリ

の殻にもぐって帰国します。７８年刊に次ぐ新版。 
日本経済新聞 2014/09/07 

2000:06. / ３９１ｐ 
978-4-00-114022-4 
760 円〔本体〕+税 

*9784001140224*

 

ランペドゥーザ全小説 
ジュゼッペ・トマージ・ディ・ランペドゥーザ/ 脇 功/ 武谷 なおみ 著 
作品社 
戦後イタリア文学にセンセーションを巻き起こしたシチリアの貴族作家ランペドゥー

ザの全小説を集成。長編「山猫」、短編「セイレーン」、回想録「幼年時代の想い

出」、スタンダールへのオマージュ等を収録する。 
日本経済新聞 2014/09/07 

2014:08. / 565p 
978-4-86182-487-6 
5,400 円〔本体〕+税 

*9784861824876*

 

高平哲郎スラップスティック選集<1> 銀座の学校・新宿の授業 
高平 哲郎 著 
ワニブックス 
演出家・作家・編集者として多彩な仕事を手がける高平哲郎の選集。1 は、「バラエ

ティ番組の創成期と東宝ミュージカル」「40 年前の新宿映画館地図」「「いいとも」の

その日」などを収録。山本晋也との対談も掲載。 
日本経済新聞 2014/09/07 

2014:07. / 382p 
978-4-8470-9247-3 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784847092473*
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綻びゆくアメリカ～歴史の転換点に生きる人々の物語～ 
ジョージ・パッカー/ 須川 綾子 著 
ＮＨＫ出版 
勝者と敗者に二極化したアメリカ。タバコ農家を諦めてバイオ燃料に賭ける起業家、

工場労働者から転身したシングルマザー…。自力で道を探す市井の人々の人生を

丹念に追いながら、かつての超大国の姿を透徹した視線で描く。 
日本経済新聞 2014/09/07 

2014:07. / 687p,6p 
978-4-14-081648-6 
3,500 円〔本体〕+税 

*9784140816486*

 

経済を見る 3 つの目(日経文庫 1313) 
伊藤 元重 著 
日本経済新聞出版社 
経済を理解するコツは、鳥の目(マクロの目)、虫の目(ミクロの目)、魚の目(潮目を読

む目)の 3 つの視点からとらえること。その 3 つの目の身につけ方を、東大人気教

授が解説。経済現象を観察する面白さを伝える入門書。 
日本経済新聞 2014/09/07 

2014:08. / 199p 
978-4-532-11313-1 
830 円〔本体〕+税 

*9784532113131*

 

ASEAN・南西アジアのビジネス環境 
若松 勇/ 小島 英太郎 著 
日本貿易振興機構 
ASEAN・南西アジアのビジネス環境や進出日系企業からみたビジネス上のメリット、

ASEAN・南西アジア各国が抱える課題と具体例・対応策などを紹介し、今後の

ASEAN・南西アジアビジネスの留意点と展望を記す。 
日本経済新聞 2014/09/07 

2014:07. / 3p,250p 
978-4-8224-1138-1 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784822411381*

 

地方消滅～東京一極集中が招く人口急減～(中公新書 2282)  
増田 寛也 著 
中央公論新社 
このままでは 896 の自治体が消滅しかねない-。若者が子育て環境の悪い東京圏

へ移動し続け、人口減少社会に突入。日本の未来図を描き出し、地方に人々が留

まり、希望どおりに子どもを持てる社会へ変わるための戦略を考える。 
日本経済新聞 2014/09/07 

2014:08. / 243p 
978-4-12-102282-0 
820 円〔本体〕+税 

*9784121022820*

 

美術、応答せよ!～小学生から大人まで、芸術と美の問答集～ 
森村 泰昌 著 
筑摩書房 
本当に見たままでいいんですか? 美術であることと、そうでないことの境は? 美術家

として何十年も第一線で活躍してきた森村泰昌が全問入魂、すべての問いに応え

る、芸術と美の問答集。『ちくま』連載に加筆訂正し単行本化。 
日本経済新聞 2014/09/07 

2014:07. / 252p 
978-4-480-87374-3 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784480873743*

 

死刑執行人～残された日記と、その真相～ 
ジョエル・F.ハリントン/ 日暮 雅通 著 
柏書房 
ひとりの敬虔な職人が日記として残した、自らが執行した刑の記録。そして晩年に

書いた皇帝への請願書。2 つの文書をつなぐと見えてくるものとは。16 世紀の死刑

執行人が生涯をかけてなし遂げた、一家の名誉回復の歴史を追う。 
日本経済新聞 2014/09/07 

2014:08. / 376p 図版
26p 
978-4-7601-4447-1 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784760144471*
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柿の種(岩波文庫)  
寺田 寅彦 著 
岩波書店 
日常のなかの不思議を研究した物理学者で、随筆の名手としても知られる寺田寅

彦の短文集。大正９年に始まる句誌「渋柿」への連載から病床での口授筆記までを

含む１７６篇。「なるべく心の忙（せわ）しくない，ゆっくりした余裕のある時に，一節ず

つ間をおいて読んでもらいたい」という著者の願いがこめられている。 
日本経済新聞 2014/09/07 

1996:04. / ３１０ｐ 
978-4-00-310377-7 
700 円〔本体〕+税 

*9784003103777*

 

金沢を歩く(岩波新書 新赤版 1493) 
山出 保 著 
岩波書店 
兼六園、前田利家、加賀友禅…。金沢で生まれ育ち、まちづくりに長年携わってき

た著者が、金沢のまち、歴史、文化を歩きながら、その奥深い魅力を余すところなく

伝える。 
日本経済新聞 2014/09/07、朝日新聞 2014/09/14、読売新聞 2014/09/14 

2014:07. / 9p,213p,4p 
978-4-00-431493-6 
860 円〔本体〕+税 

*9784004314936*

 

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。 
日本経済新聞 2014/09/07、読売新聞 2014/09/14、朝日新聞 2014/09/21 

2014:07. / 445p 
978-4-06-218980-4 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784062189804*

 

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。 
日本経済新聞 2014/09/07、読売新聞 2014/09/21 

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

*9784782602218*

 

トニオ・クレエゲル 改版(岩波文庫)  
トオマス・マン/ 実吉 捷郎 著 
岩波書店 
日本経済新聞 2014/09/14 

2003:09. / １４５ｐ 
978-4-00-324340-4 
480 円〔本体〕+税 

*9784003243404*

 

嵯峨野明月記(中公文庫)  
辻 邦生 著 
中央公論新社 
日本経済新聞 2014/09/14 

2000:01. / ４４０ｐ 
978-4-12-201737-5 
743 円〔本体〕+税 

*9784122017375*
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春の戴冠<１>(中公文庫)  
辻 邦生 著 
中央公論新社 
日本経済新聞 2014/09/14 

2008:04. / ４９２ｐ 
978-4-12-205016-7 
952 円〔本体〕+税 

*9784122050167*

 

手紙読本(講談社文芸文庫 え E1)  
日本ペンクラブ 編 
講談社 
出来日および定価未確定 
日本経済新聞 2014/09/14 

2014:09. / 234p 
978-4-06-290242-7 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784062902427*

 

ヒロシマ戦後史～被爆体験はどう受けとめられてきたか～ 
宇吹 暁 著 
岩波書店 
被爆後六九年間の人々の歩みは何を物語るか 
日本経済新聞 2014/09/14 

2014:07. / 
19p,339p,15p 
978-4-00-024523-4 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784000245234*

 

揺れる現代会計～ハイブリッド構造とその矛盾～ 
石川 純治 著 
日本評論社 
求められる役割が急激に変わる中で、歪みを抱え込み揺れる現代の会計。その本

質を、実務の渦中から視点を相対化することで見抜く。 
日本経済新聞 2014/09/14 

2014:08. / 10p,226p 
978-4-535-55797-0 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784535557970*

 

四人組がいた。 
高村 薫 著 
文藝春秋 
村の老人四人組の元には不思議な来客ばかり。奇妙な味わいとおかしみ。「日本の

偉大な田舎」から今を風刺する初めてのユーモア小説。 
日本経済新聞 2014/09/14 

2014:08. / 282p 
978-4-16-390102-2 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784163901022*

 

はじめて読む聖書(新潮新書 582) 
田川 建三 著 
新潮社 
史上 大のベストセラー「聖書」には、何が書かれているのか。池澤夏樹、内田樹、

橋本治ら、すぐれた読み手たちがその魅力を語る。季刊誌『考える人』2010 年春号

の特集をもとに再編集。 
日本経済新聞 2014/09/14 

2014:08. / 206p 
978-4-10-610582-1 
720 円〔本体〕+税 

*9784106105821*

 

読書の歴史を問う～書物と読者の近代～ 
和田 敦彦 著 
笠間書院 
書物の出版、検閲、流通、保存は読者の歴史とどうかかわってきたのか。主に近代

以降の日本を対象として、読者、あるいは読書の歴史についての学び方や調べ方

を実践的、体系的に解説する書。 
日本経済新聞 2014/09/14 

2014:07. / 286p 
978-4-305-70736-9 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784305707369*
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新幹線 50 年の技術史～高速鉄道の歩みと未来～(ブルーバックス B-1863) 
曽根 悟 著 
講談社 
2014 年は東海道新幹線開業から 50 年。日本初の高速鉄道技術はどう変化し、進

歩し、停滞したのか。新幹線 50 年の歩みを技術中心に振り返り、整備新幹線やリ

ニアなどの将来像を展望する。 
日本経済新聞 2014/09/14 

2014:04. / 231p 
978-4-06-257863-9 
900 円〔本体〕+税 

*9784062578639*

 

未承認国家と覇権なき世界(NHK ブックス 1220) 
廣瀬 陽子 著 
ＮＨＫ出版 
無秩序な世界の狭間で大国の論理に翻弄される、国家にあらざる国、未承認国

家。未承認国家を起点に、不安定化する世界を読み解く。ウクライナ危機について

も言及する。現代未承認国家一覧付き。 
日本経済新聞 2014/09/14 

2014:08. / 313p 
978-4-14-091220-1 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784140912201*

 

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

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

は本当に必要なのかを徹底的に検証する。 
日本経済新聞 2014/09/14 

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

*9784087207316*

 

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。 
日本経済新聞 2014/09/14 

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

*9784046533081*

 

異端児たちの決断～日立製作所川村改革の 2000 日～ 
小板橋 太郎 著 
日経ＢＰ社 
2009 年 3 月期の決算で、国内製造業史上 大の 終赤字を計上した日立製作

所。崖っぷちの総合電機メーカーが、本流から外れた“デッドヘッド(員数外)”の男

たちによって完全復活を遂げるまでを描く。 
日本経済新聞 2014/09/14 

2014:08. / 271p 
978-4-8222-7789-5 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784822277895*

 

天気予報はこの日「ウソ」をつく(日経プレミアシリーズ 255) 
安藤 淳 著 
日本経済新聞出版社 
なぜ「雨」の予報は「晴れ」よりはずれやすいのか? 世界トップレベルの日本の天気

予報の裏側を、科学記者がやさしく解説。気象予報士だけが知る業界裏話から、世

界の天気予報事情まで、様々な薀蓄も満載。 
日本経済新聞 2014/09/14 

2014:08. / 187p 
978-4-532-26255-6 
850 円〔本体〕+税 

*9784532262556*
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往生際の悪い奴 
島田 雅彦 著 
日本経済新聞出版社 
人生に敗北し続ける 28 歳の男が、生きることに倦んだ 55 歳の弁護士にひろわれ

る。ふたりが請け負った案件の被害者である女子大生との間に、やがて微妙な三角

関係が生まれ…。『日本経済新聞』電子版掲載を書籍化。 
日本経済新聞 2014/09/14 

2014:08. / 388p 
978-4-532-17128-5 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784532171285*

 

江戸幕府と儒学者～林羅山・鵞峰・鳳岡三代の闘い～(中公新書 2273) 
揖斐 高 著 
中央公論新社 
林家は、朱子学者・林羅山を始祖とする江戸幕府に仕えた儒官の家柄である。初

代羅山・二代鵞峰・三代鳳岡は、歴代将軍の寵用と冷遇に翻弄されながらも、江戸

期朱子学の確立に奔走した。彼らの 150 年の闘いと事績を描く。 
日本経済新聞 2014/09/14 

2014:06. / 4p,254p 
978-4-12-102273-8 
860 円〔本体〕+税 

*9784121022738*

 

夢想と身体の人間博物誌～綺想と現実の東洋～ 
張 競 著 
青土社 
「美女」の基準とは何か、残虐な拷問の歴史から何が見えるか、「不老不死」はどう

夢見られたのか…。比較文化論の第一人者が、文学、美術、演劇、風俗などのさま

ざまな領域を探訪しながら、東洋の多様な人間像を提示する。 
日本経済新聞 2014/09/14 

2014:07. / 282p 
978-4-7917-6805-9 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784791768059*

 

新幹線とナショナリズム(朝日新書 419) 
藤井 聡 著 
朝日新聞出版 
敗戦後、自信を失っていた日本人に希望を与え、ナショナルプライド復活に大きな

力となった夢の超特急「新幹線」。インフラを整備して国家を発展させた海外の例な

ども交えながら、ナショナルシンボルとしての新幹線を論じる。 
日本経済新聞 2014/09/14 

2013:08. / 216p 
978-4-02-273519-5 
760 円〔本体〕+税 

*9784022735195*

 

東海道新幹線 50 年(KOTSU ライブラリ 005) 
須田 寛 著 
交通新聞社 
世界の高速鉄道開発の先駆けとなった東海道新幹線。その歩みは決して平坦では

なかった。長年、東海道新幹線経営の中枢にいた著者が、その歴史を振り返り、東

海道新幹線バイパスライン(中央新幹線)実現への道筋を紹介する。 
日本経済新聞 2014/09/14 

2014:03. / 247p 
978-4-330-45214-2 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784330452142*

 

地域資源活用による農村振興～条件不利地域を中心に～ 
谷口 憲治 著 
農林統計出版 
地域の資源活用を真に効率的かつ持続的に行うにはどうすべきか。これは、TPP
時代に日本農業、そして日本が生き残るための 重要課題である。中国地方を中

心とした現場からの、地域資源活用のための研究成果を取り上げる。 
日本経済新聞 2014/09/14 

2014:07. / 12p,552p 
978-4-89732-298-8 
6,000 円〔本体〕+税 

*9784897322988*
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無人島セレクション 
無人島セレクション集部 編 
光文社 
もしも、無人島でひとりぼっちになるとしたら、持っていく「レコード 1 枚、映画 1 本、

本 1 冊」は? 浅井愼平、泉麻人、奥田英朗、亀和田武、片岡義男、熊谷達也、椎

名誠ら 18 人の大人の男が答えます。 
日本経済新聞 2014/09/14、朝日新聞 2014/09/21 

2014:09. / 257p 
978-4-334-97795-5 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784334977955*

 

言志四録<１> 言志録(講談社学術文庫)  
佐藤 一斎/ 川上 正光 著 
講談社 
日本経済新聞 2014/09/21 

1979:01. / ２９５ｐ 
978-4-06-158274-3 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784061582743*

 

言志四録<２> 言志後録(講談社学術文庫)  
佐藤 一斎/ 川上 正光 著 
講談社 
日本経済新聞 2014/09/21 

1979:03. / ３１１ｐ 
978-4-06-158275-0 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784061582750*

 

言志四録<３> 言志晩録(講談社学術文庫)  
佐藤 一斎/ 川上 正光 著 
講談社 
日本経済新聞 2014/09/21 

1980:01. / ３３６ｐ 
978-4-06-158276-7 
1,100 円〔本体〕+税 

*9784061582767*

 

言志四録<４> 言志耋録(講談社学術文庫)  
佐藤 一斎/ 川上 正光 著 
講談社 
日本経済新聞 2014/09/21 

1981:12. / ３３１ｐ 
978-4-06-158277-4 
1,050 円〔本体〕+税 

*9784061582774*

 

されどわれらが日々(文春文庫)  
柴田 翔 著 
文芸春秋 
日本経済新聞 2014/09/21 

2007:11. / ２６９ｐ 
978-4-16-710205-0 
533 円〔本体〕+税 

*9784167102050*

 

敗れざる者たち(文春文庫)  
沢木 耕太郎 著 
文芸春秋 
日本経済新聞 2014/09/21 

1986:01. / ２９８ｐ 
978-4-16-720902-5 
520 円〔本体〕+税 

*9784167209025*
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鉄道廃線跡を歩く～失われた鉄道実地踏査６０～(ＪＴＢキャンブックス)  
宮脇 俊三 著 
JTB パブリッシング 
日本経済新聞 2014/09/21 

1995:10. / 191p 
978-4-533-02337-8 
1,553 円〔本体〕+税 

*9784533023378*

 

魔法としての言葉～アメリカ・インディアンの口承詩～  
金関寿夫 著 
思潮社 
日本経済新聞 2014/09/21 

1993:09. / ２５０ｐ 
978-4-7837-1558-0 
1,942 円〔本体〕+税 

*9784783715580*

 

夜中に台所でぼくはきみに話しかけたかった  
谷川俊太郎 著 
青土社 
日本経済新聞 2014/09/21 

1975:01. / ８３ｐ 
978-4-7917-5086-3 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784791750863*

 

一般均衡論から経済学史へ～根岸隆～(シリーズ「自伝」ｍｙ ｌｉｆｅ ｍｙ ｗｏｒｌｄ） 
根岸 隆 著 
ミネルヴァ書房 
国際的経済学者が辿った知の系譜 
日本経済新聞 2014/09/21 

2011:12. / 7p,240p,5p 
978-4-623-05922-5 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784623059225*

 

フェルメールの帽子～作品から読み解くグローバル化の夜明け～ 
ティモシー・ブルック/ 本野 英一 著 
岩波書店 
あなたがまだ見たことのない、フェルメールの世界 
日本経済新聞 2014/09/21 

2014:05. / 10p,323p 
978-4-00-024696-5 
2,900 円〔本体〕+税 

*9784000246965*

 

米軍と人民解放軍～米国防総省の対中戦略～(講談社現代新書 2277) 
布施 哲 著 
講談社 
日本にとって 悪のシナリオとは――米軍・自衛隊ｖｓ．人民解放軍――米国防総

省の対中戦略を解き明かす 
日本経済新聞 2014/09/21 

2014:08. / 312p 
978-4-06-288277-4 
880 円〔本体〕+税 

*9784062882774*

 

The DevOps 逆転だ!～究極の継続的デリバリー～ 
ジーン・キム/ ケビン・ベア/ ジョージ・スパッフォード/ 榊原 彰/ 長尾 高弘 著 
日経ＢＰ社 
数々の危機を乗り越え、開発と運用が一体となったチーム体制「DevOps」が生まれ

ていく痛快 IT 物語。 
日本経済新聞 2014/09/21 

2014:08. / 395p 
978-4-8222-8535-7 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784822285357*
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社会政策を問う～国際比較からのアプローチ～(明治大学リバティブックス) 
加藤 久和 著 
明治大学出版会 
社会保障制度や雇用政策など、改革を行うための視点を、主に先進国との対比を

通して示す。日本の未来を考える必携の書。 
日本経済新聞 2014/09/21 

2014:08. / 6p,215p 
978-4-906811-09-0 
2,700 円〔本体〕+税 

*9784906811090*

 

東大名物教授がゼミで教えている人生で大切なこと 
伊藤 元重 著 
東洋経済新報社 
東大の超人気教授がゼミで話している人生論や仕事の技術を大公開。やりたい仕

事をして充実した人生を送ろう、と語りかける。 
日本経済新聞 2014/09/21 

2014:08. / 184p 
978-4-492-04550-3 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784492045503*

 

日本遊戯思想史 
増川 宏一 著 
平凡社 
日本の古代から現代にいたる遊戯の変遷をおして、各時代を生きた人々の遊びに

こめた歓び、意識や考え方を捉える初の思想史。 
日本経済新聞 2014/09/21 

2014:09. / 310p,11p 
978-4-582-46817-5 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784582468175*

 

欧州リスク～日本化・円化・日銀化～ 
唐鎌 大輔 著 
東洋経済新報社 
「日本化」する欧州経済・財政、「円化」するユーロ……日本Ｎｏ．１の「ＥＣＢウォッチ

ャー」が読み解く、欧州経済の動向と行方。 
日本経済新聞 2014/09/21 

2014:07. / 262p 
978-4-492-44407-8 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784492444078*

 

おだまり、ローズ～子爵夫人付きメイドの回想～ 
ロジーナ・ハリソン/ 新井 潤美/ 新井 雅代 著 
白水社 
子爵夫人は才色兼備な社交界の花形、おまけにエキセントリック！ 型破りな貴婦

人に仕えた型破りなメイドの、笑いと涙の 35 年間。 
日本経済新聞 2014/09/21 

2014:08. / 364p 
978-4-560-08381-9 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784560083819*

 

話が長くなるお年寄りには理由(わけ)がある～「老年的超越」の心理学～(PHP 新

書 942) 
増井 幸恵 著 
ＰＨＰ研究所 
同居人が居なくても、「つながり」を感じることができる……1831 人の高齢者への調

査を行なった研究者が、お年寄りの心理を明かす。 
日本経済新聞 2014/09/21 

2014:09. / 189p 
978-4-569-81672-2 
780 円〔本体〕+税 

*9784569816722*

 

米中経済と世界変動(シリーズ現代経済の展望) 
大森 拓磨 著 
岩波書店 
いまや世界経済の基軸を担う米中経済関係。米中それぞれが地域経済圏を作り出

そうとしている動きを「ネオブロック化」として捉え、今後の世界経済の行方を展望す

る。 
日本経済新聞 2014/09/21 

2014:08. / 11p,256p 
978-4-00-028741-8 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784000287418*
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ど・スピリチュアル日本旅 
たかの てるこ 著 
幻冬舎 
高野山・美坊主とナイトツアー、北海道・アイヌの肝っ玉シャーマン、沖縄・ 強の

“ユタ”のお告げで覚醒…。「世界一、スピリチュアルな国」日本をディープにめぐる

旅エッセイ。 
日本経済新聞 2014/09/21 

2014:08. / 353p 図版

8 枚 
978-4-344-02618-6 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784344026186*

 

?つき鳥 
久世 光彦 著 
幻戯書房 
年をとると、?をつくぐらいのことで疲れる。もちろん、?の相手は、女である-。1990 年

から 2006 年までに綴られた、久世光彦の単行本未収録エッセイ全 42 篇をまとめ

る。 
日本経済新聞 2014/09/21 

2014:09. / 211p 
978-4-86488-056-5 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784864880565*

 

現代うた景色～河野裕子の短歌案内～(中公文庫 か 82-1) 
河野 裕子 著 
中央公論新社 
「待つ」ときめき、母と子、父と娘、失恋、桜の歌…。歌人・河野裕子が、有名歌人か

ら、雑誌・新聞の投稿歌人のものまで、1 つのテーマに 3 首ずつ作品を採りあげ、

歌に即して解説する。 
日本経済新聞 2014/09/21 

2014:07. / 275p 
978-4-12-205981-8 
760 円〔本体〕+税 

*9784122059818*

 

イノベーション・オブ・ライフ～ハーバード・ビジネススクールを巣立つ君たちへ～ 
クレイトン・M.クリステンセン/ ジェームズ・アルワース/ カレン・ディロン/ 櫻井 祐子 
著 
翔泳社 
人生の根源的な問題を手軽に解決する方法など存在しない-。クリステンセン教授

が、どうすれば幸せで充実した人生を送れるかについて語った、ハーバード・ビジネ

ススクールの 終講義。 
日本経済新聞 2014/09/21 

2012:11. / 250p 
978-4-7981-2409-4 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784798124094*

 

ウーマノミクス～仕事も家庭もあきらめない新しい「働き方」のカタチ～ 
クレア・シップマン/ キャティー・ケイ/ 林 久実 著 
アルファポリス 
柔軟な働き方を要求する、本当に必要なものの優先順位をつける、時には「ノー」と

言う、上手に手を抜く…。家事、育児、趣味、勉強、すべて充実させる女性の新しい

働き方を具体的に紹介する。 
日本経済新聞 2014/09/21 

2014:08. / 349p 
978-4-434-19567-9 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784434195679*

 

不祥事は、誰が起こすのか(日経プレミアシリーズ 261) 
植村 修一 著 
日本経済新聞出版社 
「大人の事情」を優先、ミスには厳罰、功への焦り…。不祥事を起こしやすい組織に

は共通の「文化」がある。元日銀マンが、多くの事例を紹介しながら、不祥事の仕組

みと予防策を徹底解剖する。 
日本経済新聞 2014/09/21 

2014:09. / 237p 
978-4-532-26261-7 
850 円〔本体〕+税 

*9784532262617*
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トリーズの発明原理 40～あらゆる問題解決に使える<科学的>思考支援ツール～ 
高木 芳徳 著 
ディスカヴァー・トゥエンティワン 
ロシア生まれの発明的な問題解決の理論「トリーズ」。その基本である 40 の発明原

理を、1 つずつ見開き 2 ページで紹介する。発明原理を身近なところから見つけ出

す発明原理観察と WORK も掲載。 
日本経済新聞 2014/09/21 

2014:08. / 187p 
978-4-7993-1523-1 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784799315231*

 

世界飛び地大全(角川ソフィア文庫 N209-1)  
吉田 一郎 著 
KADOKAWA 
人も住めないミクロな飛び地、飛び地の中の飛び地など、世界には驚くような飛び

地が多数存在している。誕生のいきさつや政治、歴史などの背景も紹介。図版も

100 点超！ 新しい世界史が見えてくる！ 
日本経済新聞 2014/09/21 

2014:08. / 429p 
978-4-04-409469-0 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784044094690*

 

昭和陸軍秘録～軍務局軍事課長の幻の証言～ 
西浦 進 著 
日本経済新聞出版社 
長年中枢に勤務し、陸軍省を知り尽くした元軍務局軍事課長・西浦進が昭和陸軍

について語る証言集。陸軍と海軍の対立、陸軍内の軋轢、当時の陸軍を動かして

いた人々の意外な素顔とエピソード等を明らかにする。 
日本経済新聞 2014/09/21 

2014:08. / 18p,431p 
978-4-532-16936-7 
3,600 円〔本体〕+税 

*9784532169367*

 

批評の生理 新版(思潮ライブラリー)  
谷川 俊太郎/ 大岡 信 著 
思潮社 
「批評することのいちばん基本には人間の感覚がある」「文字と自分が対話していく

ことの繰り返しが、批評的な心の動きを導き出す 大の動機」 熟成された対話の

場が批評のありようを根底から問い直す。新版。 
日本経済新聞 2014/09/21 

2004:11. / ２８３ｐ 
978-4-7837-1621-1 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784783716211*

 

アメリカ・インディアンの口承詩～魔法としての言葉～(平凡社ライブラリー)  
金関 寿夫 著 
平凡社 
やさしさのなかの力、素朴さのなかの洗練、甦る魔法の詩人たち…。アメリカ現代詩

が見いだした「古典」、先住民が伝えた口承文学の世界を解明する。９３年思潮社

刊「魔法としての言葉」の改題。〈ソフトカバー〉 
日本経済新聞 2014/09/21 

2000:06. / ３０６ｐ 
978-4-582-76347-8 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784582763478*

 

平均寿命 105 歳の世界がやってくる～喜ぶべきか、憂うべきか～ 
アレックス・ザヴォロンコフ/ 仙名 紀 著 
柏書房 
平均寿命 105 歳の世界。そのとき、社会保障や国家財政はどうなる? 長寿研究の

中心で活躍を続ける著者が、高齢化社会の未来に医学的な面と経済を含む社会

学的な面の双方からアプローチ。巧みな語り口で解説する。 
日本経済新聞 2014/09/21 

2014:08. / 306p 
978-4-7601-4420-4 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784760144204*
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ねこの秘密(文春新書 990) 
山根 明弘 著 
文藝春秋 
ねこは美しく、しなやかで、俊敏で、気まぐれで、気高く、神秘的。その魅力はいっ

たいどこから来るのでしょうか? そして、どんな一生を送っているのでしょうか? 知ら

れざるねこの生態を動物学者が解き明かします。 
日本経済新聞 2014/09/21 

2014:09. / 236p 
978-4-16-660990-1 
770 円〔本体〕+税 

*9784166609901*

 

フランクリン・ローズヴェルト<上> 日米開戦への道 
ドリス・カーンズ・グッドウィン/ 砂村 榮利子/ 山下 淑美 著 
中央公論新社 
アメリカ史上、唯一四選されたローズヴェルト大統領の評伝。大恐慌からの再建と第

二次世界大戦を指導した大統領の素顔、妻との愛憎、ホワイトハウスや米国民の実

情を描く。上は、中立からの方針転換、日米開戦などを収録。 
日本経済新聞 2014/09/21 

2014:08. / 567p 
978-4-12-004645-2 
4,200 円〔本体〕+税 

*9784120046452*

 

TED 驚異のプレゼン～人を惹きつけ、心を動かす 9 つの法則～ 
カーマイン・ガロ/ 土方 奈美 著 
日経ＢＰ社 
もっと自信をもって話をしたい、説得力のあるスピーチをしたいという人に向けて、

「感情に訴える」「目新しさを出す」「記憶に残す」といった心を動かすプレゼンテー

ションの要素と技術を、科学的な根拠とともに解説する。 
日本経済新聞 2014/09/21 

2014:07. / 381p 
978-4-8222-5033-1 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784822250331*

 

フランクリン・ローズヴェルト<下> 激戦の果てに 
ドリス・カーンズ・グッドウィン/ 砂村 榮利子/ 山下 淑美 著 
中央公論新社 
アメリカ史上、唯一四選されたローズヴェルト大統領の評伝。大恐慌からの再建と第

二次世界大戦を指導した大統領の素顔、妻との愛憎、ホワイトハウスや米国民の実

情を描く。下は、妻エレノアの尽力と史上初の四選などを収録。 
日本経済新聞 2014/09/21 

2014:09. / 573p 
978-4-12-004646-9 
4,200 円〔本体〕+税 

*9784120046469*

 

<高卒当然社会>の戦後史～誰でも高校に通える社会は維持できるのか～ 
香川 めい/ 児玉 英靖/ 相澤 真一 著 
新曜社 
誰もが高校に行くことが当たり前の時代。それはいかにして可能になったのか。その

結果、日本社会に何が起きたのか。戦後高校教育の拡大過程を緻密なデータ分析

によって丹念にたどり、その多様なダイナミズムを明らかにする。 
日本経済新聞 2014/09/21 

2014:07. / 4p,226p 
978-4-7885-1395-2 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784788513952*

 

国策通信社『同盟』の興亡～通信記者と戦争～ 
鳥居 英晴 著 
花伝社 
アジア太平洋戦争下、史上空前の規模を誇り、戦時報道をになった同盟通信。異

能の記者たちは戦争へとひた走る時代とどう向き合い、どう抗い、流されていったの

か。同盟通信の誕生から膨張、崩壊まで、10 年のドラマをたどる。 
日本経済新聞 2014/09/21 

2014:07. / 7p,789p,25p
978-4-7634-0708-5 
5,000 円〔本体〕+税 

*9784763407085*
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九代目松本幸四郎 
中村 義裕 著 
三月書房 
歌舞伎からミュージカルまで何でもこなす稀有な歌舞伎役者、九代目松本幸四郎。

ひたすらに「挑戦」を続けている幸四郎に見えているものは何なのか。何のために

挑戦をしているのか。その芸風と人柄を、あらゆる面から描き出す。 
日本経済新聞 2014/09/21 

2014:09. / 174p 
978-4-7826-0222-5 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784782602225*

 

データから読むアジアの幸福度～生活の質の国際比較～(岩波現代全書 040) 
猪口 孝 著 
岩波書店 
アジア全域の「生活の質」に焦点を当てた大規模データを分析。幸福の意味、子ど

もに植えつけたい価値観・規範意識、市民の政府に対する行動様態、「生活の質」

からみたアジア社会類型などについて、新鮮な視点から存分に語る。 
日本経済新聞 2014/09/21 

2014:08. / 
12p,167p,74p 
978-4-00-029140-8 
2,100 円〔本体〕+税 

*9784000291408*

 

旅する知～世紀をまたいで、世界を訪ねる～ 
船曳 建夫 著 
海竜社 
人はなぜ旅に出るのか? 異なる場所を知りたいだけでなく、異なる時間を生きたい

のだ-。サンクトペテルブルグ、ニューヨーク、パリ…。旅を通して、1970 年に始まる

世界の移り変わりの不思議さと明日の予兆を綴る。 
日本経済新聞 2014/09/21、毎日新聞 2014/09/21 

2014:07. / 333p 
978-4-7593-1361-1 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784759313611*

 

ハチワンダイバー<35>(ヤングジャンプ・コミックス) 
柴田 ヨクサル/ 鈴木 大介 著 
集英社 
毎日新聞 2014/09/07 

2014:08. / 216p 
978-4-08-879882-0 
514 円〔本体〕+税 

*9784088798820*

 

潮目～フシギな震災資料館～ 
片山 和一良 著, 片山 和一良/ 中村 紋子 編 
ポット出版 
岩手県の沿岸部にある越喜来（おきらい）地区の海の側に建てられた、遊び心あふ

れる震災資料館「潮目」についての写真集。 
毎日新聞 2014/09/07 

2014:09. / 128p 
978-4-7808-0210-8 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784780802108*

 

金融は人類に何をもたらしたか～古代メソポタミア・エジプトから現代・未来まで～ 
フランクリン・アレン/ グレン・ヤーゴ/ 藤野 直明/ 空閑 裕美子 著 
東洋経済新報社 
金融イノベーションは社会変革の原動力となりうる。ファイナンス理論の世界的権威

が壮大なスケール感で語る金融の歴史と未来。 
毎日新聞 2014/09/07 

2014:08. / 
35p,352p,53p 
978-4-492-65463-7 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784492654637*

 

ジャーナリズムの現場から(講談社現代新書 2276) 
大鹿 靖明 著 
講談社 
良質の調査報道を手がけきた大鹿靖明氏（朝日新聞記者）が、様々な分野で活躍

するジャーナリストを取材し、その生き様を活写する。 
毎日新聞 2014/09/07 

2014:08. / 349p 
978-4-06-288276-7 
920 円〔本体〕+税 

*9784062882767*
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未闘病記～膠原病、「混合性結合組織病」の～ 
笙野 頼子 著 
講談社 
５０代後半、老猫との２人暮らし。ようやく訪れた平穏な日々、のはずが。「難病」患

者となった作家が描く疾風怒濤のハイパー闘病記！ 
毎日新聞 2014/09/07 

2014:07. / 258p 
978-4-06-219016-9 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784062190169*

 

明治の表象空間 
松浦 寿輝 著 
新潮社 
世界は全て表象である。現在の原型たる明治の政治・経済・文学……あらゆるテク

ストを踏査する決定的大著。十余年に及ぶ知の集大成。 
毎日新聞 2014/09/07 

2014:05. / 735p,7p 
978-4-10-471702-6 
5,000 円〔本体〕+税 

*9784104717026*

 

未来のだるまちゃんへ 
かこ さとし 著 
文藝春秋 
『だるまちゃんとてんぐちゃん』『からすのパンやさん』で知られる絵本作家かこさとし

さんが未来の子どもたちに語りつぐメッセージ。 
毎日新聞 2014/09/07 

2014:06. / 254p 
978-4-16-390054-4 
1,450 円〔本体〕+税 

*9784163900544*

 

インタヴューズ<3> 毛沢東からジョン・レノンまで(文春学藝ライブラリー 雑 7) 
クリストファー・シルヴェスター 編 
文藝春秋 
現代史の巨人たちが一堂に会した証言集が遂に完結。ジョン・F・ケネディ、マリリ

ン・モンローなど、記憶に新しいスターが再び甦る。 
毎日新聞 2014/09/07 

2014:06. / 463p 
978-4-16-813018-2 
1,690 円〔本体〕+税 

*9784168130182*

 

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。 
毎日新聞 2014/09/07 

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

*9784480431899*

 

インタヴューズ<1> マルクスからトルストイまで(文春学藝ライブラリー) 
新庄 哲夫 著, クリストファー・シルヴェスター 編 
文藝春秋 
20 世紀のパイオニアたちが世界に向けて発した名言の数々を読み解くと、時代を

覆っていた空気が見えてくる。1 は、マルクス、エディソン、ビスマルク、トルストイな

ど、29 人の証言を収録する。 
毎日新聞 2014/09/07 

2014:04. / 479p 
978-4-16-813014-4 
1,690 円〔本体〕+税 

*9784168130144*
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明日へ。～東北の息吹 東日本大震災からの 3 年～ 
榎並 悦子 著 
朝日新聞出版 
人の数だけ物語がある。物語はまだまだ続く。東北の復興へ向けて。明日へ-。東日

本大震災からの 3 年間、出会った人や見たものに寄り添いながら、「被災地に息づ

く人々の体温」を写し取った写真集。 
毎日新聞 2014/09/07 

2014:05. / 239p 
978-4-02-100235-9 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784021002359*

 

断絶の都市センダイ～ブラック国家・日本の縮図～ 
今野 晴貴 著 
朝日新聞出版 
支援という名の偽善ビジネス、分断されたコミュニティ、都市型の貧困と孤独…。こ

の国には、善意も絆も存在しないのか? NPO 法人 POSSE の仙台における被災地

支援から見えたものをとりまとめたルポ。 
毎日新聞 2014/09/07 

2014:05. / 232p 
978-4-02-251179-9 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784022511799*

 

インタヴューズ<2> ヒトラーからヘミングウェイまで(文春学藝ライブラリー) 
新庄 哲夫 著, クリストファー・シルヴェスター 編 
文藝春秋 
20 世紀のパイオニアたちが世界に向けて発した名言の数々を読み解くと、時代を

覆っていた空気が見えてくる。2 は、グレタ・ガルボ、フロイト、ヒトラー、ピカソ、ヒチコ

ックなど、35 人の証言を収録する。 
毎日新聞 2014/09/07 

2014:04. / 449p 
978-4-16-813015-1 
1,690 円〔本体〕+税 

*9784168130151*

 

復興するハイチ～震災から、そして貧困から 医師たちの闘いの記録 2010-11～ 
ポール・ファーマー/ 岩田 健太郎 著 
みすず書房 
闘う相手は「自然」災害だけではない。判断力を伴わない善意がもたらす弊害、先

進国の業者に還流する支援金…。ハイチで 30 年にわたって医療活動を行ってき

た著者とそのチームの、ハイチ大地震後の奮闘の記録。 
毎日新聞 2014/09/07 

2014:03. / 10p,340p 
978-4-622-07820-3 
4,300 円〔本体〕+税 

*9784622078203*

 

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。 
毎日新聞 2014/09/07 

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

*9784004314875*

 

3 月のライオン～March comes in like a lion～<9>(JETS COMICS 031) 
羽海野 チカ/ 先崎 学 著 
白泉社 
高校進学を前に、ひなたは零の通う高校を受験することを決意。零もそんなひなた

に勉強を教えながら将棋を指す中で、今の自分にとってひなたの存在がいかに大

きいかを自覚し出し…。おでかけニャーしょうぎ付限定版も同日発売です♪ 2013 年

9 月刊。 
毎日新聞 2014/09/07 

2013:09. / 166p 
978-4-592-14519-6 
486 円〔本体〕+税 

*9784592145196*
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サイボーグ昆虫、フェロモンを追う(岩波科学ライブラリー 228) 
神崎 亮平 著 
岩波書店 
昆虫のニューロンの数はヒトの 100 万分の 1。米粒ほどの小さな脳でも、優れたセン

サと巧みな行動戦略で、工学者に解けなかった難題をこなす。そんな昆虫脳のは

たらきをコンピューター上で再現することで明らかにする。 
毎日新聞 2014/09/07、朝日新聞 2014/09/21 

2014:07. / 5p,108p 
978-4-00-029628-1 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784000296281*

 

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。 
毎日新聞 2014/09/07、読売新聞 2014/09/21 

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

*9784642064651*

 

伊豆の踊子 改版(新潮文庫)  
川端 康成 著 
新潮社 
毎日新聞 2014/09/14 

2003:05. / ２０１ｐ 
978-4-10-100102-9 
362 円〔本体〕+税 

*9784101001029*

 

眠れる美女 改版(新潮文庫)  
川端 康成 著 
新潮社 
毎日新聞 2014/09/14 

2010:01. / ２４８ｐ 
978-4-10-100120-3 
430 円〔本体〕+税 

*9784101001203*

 

ねにもつタイプ(ちくま文庫)  
岸本 佐知子 著 
筑摩書房 
毎日新聞 2014/09/14 

2010:01. / ２２７ｐ 
978-4-480-42673-4 
600 円〔本体〕+税 

*9784480426734*

 

<わたし>はどこにあるのか～ガザニガ脳科学講義～ 
マイケル・S.ガザニガ/ 藤井 留美 著 
紀伊國屋書店出版部 
私たちは脳をどこまでわかっているか?――脳科学の 前線で数々の難問に対峙し

てきた世界的権威ガザニガの集大成。 
毎日新聞 2014/09/14 

2014:09. / 301p 
978-4-314-01121-1 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784314011211*

 

壊血病～医学の謎に挑んだ男たち～(希望の医療シリーズ) 
スティーブン・R.バウン/ 中村 哲也/ 小林 政子 著 
国書刊行会 
大航海時代、２００万人の船乗りが壊血病に命を奪われた。恐怖の病にリンド医師、

キャプテン・クック、ブレーン卿の３人が挑む。 
毎日新聞 2014/09/14 

2014:08. / 262p 
978-4-336-05799-0 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784336057990*
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マレーシア航空機はなぜ消えた 
杉江 弘 著 
講談社 
ナジブ首相記者会見のトリックを見破った、Ｂ７４７ジャンボ機乗務時間世界一の元

機長が、航空史上 大のミステリーを解き明かす。 
毎日新聞 2014/09/14 

2014:07. / 223p 
978-4-06-219027-5 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784062190275*

 

殺人出産 
村田 沙耶香 著 
講談社 
１０人産めば、１人殺してもいい──。「殺人出産制度」が認められた世界。殺人は、

本当に悪なのか？ 普遍のテーマに挑む衝撃作！ 
毎日新聞 2014/09/14 

2014:07. / 188p 
978-4-06-219046-6 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784062190466*

 

プロット・アゲンスト・アメリカ～もしもアメリカが…～ 
フィリップ・ロス/ 柴田 元幸 著 
集英社 
もしも第二次大戦時に元飛行士で反ユダヤ主義者リンドバーグが大統領になって

いたら…。7 歳の少年の目線で差別にさらされる恐怖と家族・民族・国家を描く、ロス

高傑作とも評される歴史改変小説。 
毎日新聞 2014/09/14 

2014:08. / 531p 
978-4-08-773486-7 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784087734867*

 

日本劣化論(ちくま新書 1078) 
笠井 潔/ 白井 聡 著 
筑摩書房 
なぜ、日本は思考停止に陥ってしまったのか? なぜ「負け」を認めることができなか

ったのか? 戦後史からみえる日本の弱点について、「天皇とアメリカ」「左右の沈没」

などを取り上げ、臆することなく徹底討論する。 
毎日新聞 2014/09/14 

2014:07. / 270p 
978-4-480-06787-6 
840 円〔本体〕+税 

*9784480067876*

 

井浦新の日曜美術館 
井浦 新 著 
青幻舎 
俳優・井浦新が、NHK『日曜美術館』の司会を始めた 2013 年に放送された番組か

ら、番組内では言い尽くせなかった想い、感動体験、美術との付き合い方、歴史的

視点でみることなどを語る。書き下ろしコラムも収録。 
毎日新聞 2014/09/14 

2014:08. / 203p 
978-4-86152-450-9 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784861524509*

 

写真の力～ニューズウィーク日本版～ 
ニューズウィーク日本版集部 編 
阪急コミュニケーションズ 
写真で世界を伝える『ニューズウィーク日本版』連載「Picture Power」10 年の集大

成。2004?2014 年の傑作 25 作品のほか、全 482 本の冒頭の見開きページと当時

の世界情勢についての解説を収録。 
毎日新聞 2014/09/14 

2014:06. / 189p 
978-4-484-14216-6 
4,600 円〔本体〕+税 

*9784484142166*
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山女日記 
湊 かなえ 著 
幻冬舎 
私の選択は、間違っていたのですか。悩める 7 人の胸に去来するのは-。誰にも言

えない苦い思いを抱いて、女たちは、一歩一歩、頂を目指す。新しい景色が小さな

答えをくれる連作長編。『GINGER L.』連載を単行本化。 
毎日新聞 2014/09/14 

2014:07. / 292p 
978-4-344-02601-8 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784344026018*

 

おかあさんと子どものための防災&非常時ごはんブック～4 コマでわかる!～ 
草野 かおる/ 木原 実 著 
ディスカヴァー・トゥエンティワン 
明日災害が起きたら!? そのとき、自分は? 子どもは? 家は? 被災した場所別に、ど

うすれば自分自身と子どもを守れるのかを 4 コマ漫画を交えて解説。防災&避難生

活の常識、いざという時のための非常時ごはんも紹介。 
毎日新聞 2014/09/14 

2014:08. / 165p 
978-4-7993-1545-3 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784799315453*

 

アベノミクス批判～四本の矢を折る～ 
伊東 光晴 著 
岩波書店 
幻想につつまれた経済政策の正体とは? アベノミクス第一、第二、第三の矢を検討

し、いずれも景気浮揚にはつながらないことを解明。さらに第四の矢ともいうべき、

安倍政権の真の狙いである「戦後政治改変」の動きも批判する。 
毎日新聞 2014/09/14 

2014:07. / 16p,156p 
978-4-00-022082-8 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784000220828*

 

じゅうぶん豊かで、貧しい社会～理念なき資本主義の末路～ 
ロバート・スキデルスキー/ エドワード・スキデルスキー/ 村井 章子 著 
筑摩書房 
日々の暮らしに、そして人生に、何を求めるのか、お金は何のためにあるのか、よい

暮らしとはどのようなものか。ケインズ研究の世界的権威が、「足るを知る」につい

て、広く古典を渉猟し、先哲の知恵を探りつつ誠実に議論する。 
毎日新聞 2014/09/14 

2014:07. / 341p 
978-4-480-86725-4 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784480867254*

 

ビゴー日本素描集<続>(岩波文庫)  
ビゴー/ 清水 勲 著 
岩波書店 
毎日新聞 2014/09/21 

1992:11. / ２２９ｐ 
978-4-00-335562-6 
660 円〔本体〕+税 

*9784003355626*

 

怪しい来客簿(文春文庫)  
色川 武大 著 
文芸春秋 
毎日新聞 2014/09/21 

1989:10. / ３１０ｐ 
978-4-16-729604-9 
543 円〔本体〕+税 

*9784167296049*
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米朝落語全集<第 8 巻> 増補改訂版 資料・索引等 
桂 米朝 著 
創元社 
上方落語随一の定本にして永久保存版 
毎日新聞 2014/09/21 

2014:06. / 285p 
978-4-422-76015-5 
4,500 円〔本体〕+税 

*9784422760155*

 

エウロペアナ～二〇世紀史概説～(EXLIBRIS) 
パトリク・オウジェドニーク 著 
白水社 
現代チェコ文学を牽引する作家が 20 世紀ヨーロッパ史を大胆に記述。笑いと皮肉

のなかで、時代の不条理が巧みに表出される。 
毎日新聞 2014/09/21 

2014:08. / 146p 
978-4-560-09035-0 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784560090350*

 

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 2014/09/21 

2014:07. / 440p 
978-4-10-125961-1 
670 円〔本体〕+税 

*9784101259611*

 

徹底検証・使用済み核燃料 再処理か乾式貯蔵か～最終処分への道を世界の経

験から探る～ 
田窪 雅文 著, 国際核分裂性物質パネル 編 
合同出版 
国際社会の試みが直面してきた政策的及び技術的問題の分析の書。使用済み核

燃料の世界と日本の状況と、 新の技術がわかる決定版！ 
毎日新聞 2014/09/21 

2014:08. / 247p 
978-4-7726-1116-9 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784772611169*

 

日和山～佐伯一麦自選短篇集～(講談社文芸文庫 さ N2) 
佐伯 一麦 著 
講談社 
アスベスト禍、妻の草木染め、ノルウェイ滞在、老いゆく両親－－現在の著者を形

作るテーマの源流をたどり著者自身が選び抜いた短篇集 
毎日新聞 2014/09/21 

2014:06. / 257p 
978-4-06-290233-5 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784062902335*

 

英語化する世界、世界化する英語 
ヘンリー・ヒッチングズ/ 田中 京子 著 
みすず書房 
5 世紀の出現以来、変化し、混ざり合い、21 世紀のグローバルな言語として不動の

王座を誇る英語。英語＝言葉のもつ力を多角的に展覧 
毎日新聞 2014/09/21 

2014:04. / 7p,365p,23p
978-4-622-07801-2 
6,200 円〔本体〕+税 

*9784622078012*

 

日本海 
百々 俊二 著 
赤々舎 
萩市のしだれ桜の下、佐渡の海が見える棚田、吹雪の利尻島…。日本海沿岸を故

郷とする人々の堂々とした姿、風土の記憶をモノクロームにうつした写真集。 
毎日新聞 2014/09/21 

2014:07. / 321p 
978-4-86541-019-8 
7,000 円〔本体〕+税 

*9784865410198*
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大転換期日本の人口事情～少子高齢社会の過去・現在・将来～ 
エイジング総合研究センター 著 
中央法規出版 
戦後からの日本人口の動向を、社会経済や生活行動などとの関連でとりまとめ、将

来の人口動向と今後求められる社会的対応について付説する。見返しにグラフあ

り。 
毎日新聞 2014/09/21 

2014:08. / 148p 
978-4-8058-5070-1 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784805850701*

 

ダ・ヴィンチ・コード<上>(角川文庫)  
ダン・ブラウン/ 越前 敏弥 著 
角川書店 
ルーヴル美術館館長が館内で死体となって発見された。殺害当夜、館長と会う約

束をしていたハーヴァード大教授ラングドンは、フランス警察より捜査協力を求めら

れる。 
毎日新聞 2014/09/21 

2006:03. / ２９６ｐ 
978-4-04-295503-0 
552 円〔本体〕+税 

*9784042955030*

 

土木女子! 
清文社集部 編 
清文社 
トンネルや高速道路など、土木の現場で働く女性「土木女子」。厳しさは承知で、土

木業界に夢をもって飛び込んでいった 20 人の女性たちの姿を、写真とインタビュ

ーで追う。 
毎日新聞 2014/09/21 

2014:09. / 127p 
978-4-433-41114-5 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784433411145*

 

虫娘 
井上 荒野 著 
小学館 
樅木照(もみのきひかる)はシェアハウスの裏庭で、ある朝全裸で死んでいた。前夜

に開かれたパーティで、いったい何があったのか? ミステリー&恋愛小説。『きらら』

連載を単行本化。 
毎日新聞 2014/09/21 

2014:09. / 248p 
978-4-09-386383-4 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784093863834*

 

老後に乾杯！～ズッコケ夫婦の奮闘努力～(PHP 文庫 は 28-2) 
半藤 末利子 著 
ＰＨＰ研究所 
寄る年波で、怪我、病気、物忘れ…。それでも、老夫婦の二人暮しはかくも楽しい! 
「俺は酒が強い」と豪語する夫、外出より自宅の方が気が楽な妻。そんな老夫婦の

日常を、妻の目線から綴る。 
毎日新聞 2014/09/21 

2014:02. / 263p 
978-4-569-76109-1 
619 円〔本体〕+税 

*9784569761091*

 

美術の物語 
E.H.ゴンブリッチ 著 
ファイドン 
原始の洞窟壁画から現代の実験的な芸術にいたる、美術の全体を論じた入門書。

色々な名前や時代や様式がわかりやすく整理できるように工夫し、物語としての美

術史を目に見えるように描き出す。 
毎日新聞 2014/09/21 

2011:10. / 1046p 
978-4-86441-006-9 
2,100 円〔本体〕+税 

*9784864410069*
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蓼喰う虫 改版(新潮文庫 た-1-6) 
谷崎 潤一郎 著 
新潮社 
セックスレスが原因で不和に陥った一組の夫婦。関係はもはや破綻しているのに、

子供のことを考えると離婚に踏み切れない。夫婦を夫婦たらしめるものは一体何か? 
著者の私生活を反映した問題作。 
毎日新聞 2014/09/21 

2012:08. / 274p 
978-4-10-100507-2 
490 円〔本体〕+税 

*9784101005072*

 

中国国境熱戦の跡を歩く(岩波現代全書 041) 
石井 明 著 
岩波書店 
中国の国境地帯で繰り広げられてきた数々の戦闘の現場や兵士らの祀られる烈士

陵園を訪ね歩き、冷戦下中国での「熱戦」の意味を再検証する。さらに、東アジアの

平和と安定はいかにして可能かを考察する。 
毎日新聞 2014/09/21 

2014:08. / 18p,276p 
978-4-00-029141-5 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784000291415*

 

ダ・ヴィンチ・コード<下>(角川文庫)  
ダン・ブラウン/ 越前 敏弥 著 
角川書店 
フィボナッチ数列、アナグラム……数々の象徴の群れに紛れたメッセージを解き進

むラングドンとソフィーの前に現れたのは、ダ・ヴィンチが英知の限りを尽くして暗号

を描き込んだ絵画〈 後の晩餐〉だった。 
毎日新聞 2014/09/21 

2006:03. / ２７８ｐ 
978-4-04-295505-4 
552 円〔本体〕+税 

*9784042955054*

 

日本の軍歌～国民的音楽の歴史～(幻冬舎新書 つ-3-1) 
辻田 真佐憲 著 
幻冬舎 
政府にとって国民を戦争に動員するための道具であり、国民には も身近な娯楽、

レコード会社・新聞社・出版社には、確実に儲かる商品だった軍歌。その誕生から

末路まで、史上 大の大衆音楽の引力に迫る。 
毎日新聞 2014/09/21 

2014:07. / 274p 
978-4-344-98353-3 
840 円〔本体〕+税 

*9784344983533*

 

「らしい」建築批判 
飯島 洋一 著 
青土社 
なぜ東京オリンピックのために、ザハ・ハディドの手による新国立競技場が必要なの

か。加熱する資本主義システムに加担する「ブランド」建築家たちの論理を厳密に

検証する。『ユリイカ』掲載をもとに単行本化。 
毎日新聞 2014/09/21 

2014:08. / 340p 
978-4-7917-6811-0 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784791768110*

 

ダ・ヴィンチ・コード<中>(角川文庫)  
ダン・ブラウン/ 越前 敏弥 著 
角川書店 
館長の死体はダ・ヴィンチの有名な素描〈ウィトルウィウス的人体図〉を模した形で横

たわっていた。被害者の孫娘でもある暗号解読官ソフィーは、一目で祖父が自分だ

けに分かる暗号を残していることに気づく……。 
毎日新聞 2014/09/21 

2006:03. / ２８４ｐ 
978-4-04-295504-7 
552 円〔本体〕+税 

*9784042955047*
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政治改革の熱狂と崩壊(角川 one テーマ 21 D-39) 
藤井 裕久 著, 藤井 裕久/ 菊池 正史 編 
KADOKAWA 
平成になって四半世紀が過ぎ、昭和が歴史になっていくなかで、田中角栄から続く

政治改革の熱狂と崩壊の中心地に居続けた藤井裕久。田中角栄その人に引き揚

げられた著者が、その独自の視点で振り返り、警鐘を鳴らす。 
毎日新聞 2014/09/21 

2014:08. / 280p 
978-4-04-101648-0 
800 円〔本体〕+税 

*9784041016480*

 

ひとりぼっちを笑うな(角川 one テーマ 21 D-38) 
蛭子 能収 著 
KADOKAWA 
小さな頃から「分相応」的なものに自分らしさを感じ、「他人に害を与えない」ことを

一番大事に考えてきた。友達だって少ないかもしれないけれど、別に悪いことでも

ないと思う。蛭子流・内向的な人間のための幸福論。 
毎日新聞 2014/09/21 

2014:08. / 229p 
978-4-04-101811-8 
800 円〔本体〕+税 

*9784041018118*

 

螺旋階段 
山本 譲司 著 
光文社 
大きな幸せも、絶望的な苦悩もない。でも充実感はあったかと思う。出張に向かう新

幹線車内で、妻からの電話を受けるまでは-。次々と押し寄せる災厄、そして…。家

族を描いた長編小説。『小説宝石』連載を単行本化。 
毎日新聞 2014/09/21 

2014:09. / 459p 
978-4-334-92971-8 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784334929718*

 

人体の物語～解剖学から見たヒトの不思議～ 
ヒュー・オールダシー=ウィリアムズ/ 松井 信彦 著 
早川書房 
人体とは、ヒトにとっては も身近でありながら、その働きに も疎い、「未踏の地」で

ある。人体をテーマに、専門文献や絵画、文学などの引用を駆使し、ドライなユーモ

アとウィットを盛り込んで科学的な事柄を解説する。 
毎日新聞 2014/09/21 

2014:08. / 405p 
978-4-15-209476-6 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784152094766*

 

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。 
毎日新聞 2014/09/21 

2014:07. / 251p 
978-4-09-388376-4 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784093883764*

 

鈴木成一デザイン室 
鈴木 成一 著 
イーストプレス 
人気ブックデザイナー・鈴木成一が、初期に手掛けたものから 近のものまで約

150 冊をランダムに振り返りながら、制作の舞台裏やデザインについて思うことなど

を綴る。ウェブ・マガジン『マトグロッソ』連載をもとに書籍化。 
毎日新聞 2014/09/21 

2014:08. / 261p 
978-4-7816-0951-5 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784781609515*
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慰安婦問題とアジア女性基金～デジタル記念館～ 
和田 春樹 編 
青灯社 
戦争の時代に慰安婦とされた人々に対する国民的な償いの事業をおこなうアジア

女性基金。その 12 年間にわたる「河野談話に基づく謝罪と償いの努力」を記録し

た Web サイトを書籍化。資料や元慰安婦たちの証言などを収録する。 
毎日新聞 2014/09/21 

2014:08. / 186p 
978-4-86228-074-9 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784862280749*

 

なぜ神は悔いるのか～旧約的神観の深層～ 
イェルク・イェレミアス/ 関根 清三/ 丸山 まつ 著 
日本キリスト教団出版局 
人類創造を悔やみ、サウルを王にしたことを悔やみ、イスラエルへの怒りを思い直

し、ニネヴェ滅亡を惜しむ神…。旧約聖書に頻出する「悔いる神」のモティーフの変

遷を詳細に分析し、そこに通底する神の「救済」への意志に迫る。 
毎日新聞 2014/09/21 

2014:07. / 223p 
978-4-8184-0861-6 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784818408616*

 

昭和俳句作品年表<戦前・戦中篇> 
現代俳句協会 編 
東京堂出版 
戦前・戦中期に発表された俳句から、歴史的な評価を得ている作品など名句 2400
句を厳選。現代の俳壇・俳人に必須の歴史的集大成！ 
毎日新聞 2014/09/22 

2014:09. / 301p 
978-4-490-20871-9 
2,700 円〔本体〕+税 

*9784490208719*

 


