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2014 年 10 月分新聞書評 

 

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。 
産経新聞 2014/10/04 

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

*9784163900704*

 

「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 
ＣＣＣメディアハウス 
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 2014/10/04 

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

*9784484141077*

 

世界の庭園歴史図鑑 
ペネロピ・ホブハウス/ 高山 宏/ 上原 ゆうこ 著 
原書房 
庭園史こそは文明の奥の院だ-。地上の楽園、王の視座、世界模型、仙境と禅、

珍奇植物の蒐集…。古典期から現代にいたる名園の数々と造園芸術の精華を、

500 点あまりの貴重な図版とともにたどる。 
産経新聞 2014/10/04 

2014:09. / 476p 
978-4-562-05093-2 
15,000 円〔本体〕+税 

*9784562050932*

 

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 2014/10/04 

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 2014/10/04 

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 2014/10/04 

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

*9784865281002*
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なぜかお金を引き寄せる女性 39 のルール 
ワタナベ 薫 著 
大和出版（文京区） 
「お金が大好き!」と言った瞬間、あなたはお金に愛される-。ブログランキング 7 年

連続 1 位のメンタルコーチが、「どうしたらお金を引き寄せられるのか」「豊かな人

生を送ることができるのか」をあますことなく説く。 
産経新聞 2014/10/04 

2014:02. / 202p 
978-4-8047-0477-7 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784804704777*

 

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 2014/10/04 

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

*9784915919886*

 

認知症はこわくない～正しい知識と理解から生まれるケア～ 
高橋 幸男 著 
ＮＨＫ出版 
認知症は、その“からくり”を知って理解すればこわがらなくてもいい。認知症ケア

に長年取り組んできた精神科医が、認知症の正しい知識と BPSD(行動・心理症

状)を解説。認知症当事者の思いや家族からのメッセージも紹介。 
産経新聞 2014/10/04 

2014:08. / 206p 
978-4-14-081649-3 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784140816493*

 

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 2014/10/04、朝日新聞 2014/10/19 

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

*9784334038199*

 

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 2014/10/04、読売新聞 2014/10/05、毎日新聞 2014/10/26 

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

*9784087207538*

 

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 2014/10/05 

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

*9784104393060*
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クララ先生、さようなら 
ラヘル・ファン・コーイ/ 石川 素子/ いちかわ なつこ 著 
徳間書店 
大好きな先生が病気で死んでしまう…子どもたちが考えたプレゼントとは？ 身近

な人の死を前にした子どもの気持ちを描く感動作。 
産経新聞 2014/10/05 

2014:09. / 301p 
978-4-19-863866-5 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784198638665*

 

後妻業 
黒川 博行 著 
文藝春秋 
前科持ちの結婚相談所の男と、結婚したパートナーと死別を繰り返す中年女につ

きまとう黒い疑惑。恐るべき“後妻業”の手口と実態。 
産経新聞 2014/10/05 

2014:08. / 413p 
978-4-16-390088-9 
1,850 円〔本体〕+税 

*9784163900889*

 

日中韓を振り回すナショナリズムの正体 
半藤 一利/ 保阪 正康 著 
東洋経済新報社 
歴史を清算し、“憎悪の連鎖”を断ち切るために今我々は何をするべきか。「気づ

いたら戦争」にならないための“本物の愛国者”入門。 
産経新聞 2014/10/05 

2014:09. / 252p 
978-4-492-06193-0 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784492061930*

 

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

指す。ベースになった論文「自然哲学・ノート」も収録。 
産経新聞 2014/10/05 

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

*9784540141300*

 

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

を交えて紹介。巻頭に、世界遺産の位置を示す大陸別の地図と国別世界遺産一

覧を掲載する。 
産経新聞 2014/10/05 

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

*9784864980159*

 

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。 
産経新聞 2014/10/05 

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

*9784898317044*

 

「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 2014/10/05 

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

*9784198638580*
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マイルス・デイヴィス「カインド・オブ・ブルー」創作術～モード・ジャズの原点を探

る～ 
アシュリー・カーン/ 川嶋 文丸 著 
DU BOOKS 
世界中で愛されてきたマイルス・デイヴィスの 高傑作「カインド・オブ・ブルー」。

その創作過程をマイルスの足跡を追いつつ辿り、レコーディング・セッションの状

況を詳しく再現。当時と後世の音楽界に与えた影響を検証する。 
産経新聞 2014/10/05 

2014:09. / 10p,371p 
978-4-907583-22-4 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784907583224*

 

ベスト珍書～このヘンな本がすごい!～(中公新書ラクレ 507) 
ハマザキカク 著 
中央公論新社 
写真集から、図鑑、デザイン書、理工書、語学書、エロ本まで。日本で出版される

新刊全てをチェックしている珍書プロデューサーが、「ヤバい」「すごい」と感じた

100 冊を厳選して紹介する。 
産経新聞 2014/10/05、朝日新聞 2014/10/05、読売新聞 2014/10/26 

2014:09. / 238p 
978-4-12-150507-1 
800 円〔本体〕+税 

*9784121505071*

 

浮浪児 1945-～戦争が生んだ子供たち～ 
石井 光太 著 
新潮社 
終戦直後、焼け跡となった東京は、身寄りのない子供たちで溢れていた――歴史

から“消え去った”彼らを資料と証言から追う、問題作。 
産経新聞 2014/10/05、朝日新聞 2014/10/05、日本経済新聞 2014/10/05、毎日

新聞 2014/10/05 

2014:08. / 286p 
978-4-10-305455-9 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784103054559*

 

石の虚塔～発見と捏造、考古学に憑かれた男たち～ 
上原 善広 著 
新潮社 
「世紀の発見」の裏で巻き起こる学術論争、学閥抗争、誹謗中傷……岩宿遺跡か

ら旧石器捏造事件まで、考古学に魅せられた者たちの天国と地獄を描く。 
産経新聞 2014/10/05、朝日新聞 2014/10/12 

2014:08. / 287p 
978-4-10-336251-7 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784103362517*

 

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。 
産経新聞 2014/10/05、東京・中日新聞 2014/10/05、日本経済新聞 2014/10/19 

2014:08. / 18p,276p 
978-4-00-029141-5 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784000291415*

 

阿蘭陀西鶴 
朝井 まかて 著 
講談社 
江戸の浪華のエンタメ作家・井原西鶴は人間大好き、世間に興味津々なれど、傍

迷惑で数多の騒動を引き起こす。直木賞受賞第１作！ 
産経新聞 2014/10/05、東京・中日新聞 2014/10/12、読売新聞 2014/10/12、毎

日新聞 2014/10/26 

2014:09. / 285p 
978-4-06-219141-8 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784062191418*
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最高の戦略教科書孫子 
守屋 淳 著 
日本経済新聞出版社 
ビジネスや生き方にも通ずる、卓越した戦略の数々。偉人たちに読み継がれ、い

まなお絶大な影響力を誇る兵法書「孫子」を、「「孫子」は何が言いたいのか」「「孫

子」は現代でも活用可能か」の 2 部に分けて解説する。 
産経新聞 2014/10/11 

2014:01. / 384p 
978-4-532-16925-1 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784532169251*

 

吉田松陰に学ぶ男の磨き方 
川口 雅昭 著 
致知出版社 
愚直に道を守る、仁義を自得する、心中に覚悟をもつ、己の敵は己と知る…。江

戸幕末、数多くの逸材を育てた吉田松陰が、若き男子のために遺した生き方心得

を、幻の名著「武教全書講録」に学ぶ。 
産経新聞 2014/10/11、産経新聞 2014/10/19 

2014:07. / 248p 
978-4-8009-1042-4 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784800910424*

 

日本の正論 
平川 祐弘 著 
河出書房新社 
外国に媚びず、日本至上主義もまたとらない。ベストセラー『日本人に生まれて、

まあよかった』の著者が贈る日本人への提言。 
産経新聞 2014/10/12 

2014:08. / 267p 
978-4-309-24667-3 
760 円〔本体〕+税 

*9784309246673*

 

しっぽのひみつ～役割のちがいと進化をさぐる～(楽しい調べ学習シリーズ) 
今泉 忠明 著 
ＰＨＰ研究所 
動物によって、長さも色も役目も違う、さまざまなしっぽ。「しっぽの役割」「しっぽの

進化」の 2 つの視点で、やさしく解説する。 
産経新聞 2014/10/12 

2014:09. / 63p 
978-4-569-78417-5 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784569784175*

 

私を通りすぎた政治家たち 
佐々 淳行 著 
文藝春秋 
幼少時から、学生、警察・防衛官僚を経て現在までに出会った政治家（吉田茂、

岸信介、不破哲三、小泉純一郎、安倍晋三等）の虚実。 
産経新聞 2014/10/12 

2014:08. / 304p 
978-4-16-390113-8 
1,650 円〔本体〕+税 

*9784163901138*

 

悟浄出立 
万城目 学 著 
新潮社 
マキメワールドは、かくも深く、かくも玄妙だった――名作の「脇役」たちが、もし主

役になったなら？ 隠されたドラマを描く連作集。 
産経新聞 2014/10/12 

2014:07. / 206p 
978-4-10-336011-7 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784103360117*

 

壁はきっと越えられる～夢をかなえる晩成力～ 
鈴木 明子 著 
プレジデント社 
私はウサギじゃなくてカメ。カメだからこそ、二度もオリンピックの舞台に立つことが

できた-。フィギュアスケートの選手としてバンクーバーオリンピック、ソチオリンピッ

クに出場した鈴木明子が、自らの生き方を語る。 
産経新聞 2014/10/12 

2014:09. / 157p 
978-4-8334-2099-0 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784833420990*
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アイネクライネナハトムジーク 
伊坂 幸太郎 著 
幻冬舎 
奥さんに愛想を尽かされたサラリーマン、他力本願で恋をしようとする青年、元い

じめっこへの復讐を企てる OL…。情けないけど、愛おしい。ごく普通の人たちが

巻き起こす、小さな奇跡の物語。『パピルス』ほか連載を書籍化。 
産経新聞 2014/10/12 

2014:09. / 285p 
978-4-344-02629-2 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784344026292*

 

ホット・ゾーン～「エボラ出血熱」制圧に命を懸けた人々～ 
リチャード・プレストン/ 高見 浩 著 
飛鳥新社 
緊急出版！新聞・テレビで連日トップニュースの「エボラ出血熱」。 高の解説本

にして、もっとも有名なノンフィクションを緊急復刊！ 
産経新聞 2014/10/12、産経新聞 2014/10/19 

2014:10. / 465p 
978-4-86410-367-1 
1,204 円〔本体〕+税 

*9784864103671*

 

韓中衰栄と武士道 
黒鉄 ヒロシ 著 
KADOKAWA 
今や日本人の多くは歴史を識らず、他国は無い事を有る事として貶めようとする

時代。黒鉄ヒロシが<武士道>を物差しに、韓国と中国の不可思議な言動の謎を

解く。『夕刊フジ』連載を加筆修正して単行本化。 
産経新聞 2014/10/12、産経新聞 2014/10/19 

2014:09. / 254p 
978-4-04-653310-4 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784046533104*

 

低地(CREST BOOKS) 
ジュンパ・ラヒリ/ 小川 高義 著 
新潮社 
インド民主化運動のなかで殺された弟。その身重の妻をアメリカに連れ帰った兄。

両大陸を舞台とする波乱の家族史。待望の長篇小説。 
産経新聞 2014/10/12、朝日新聞 2014/10/12、読売新聞 2014/10/12、日本経済

新聞 2014/10/12 

2014:08. / 477p 
978-4-10-590110-3 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784105901103*

 

ユダヤ人とクラシック音楽(光文社新書 715) 
本間 ひろむ 著 
光文社 
ユダヤ人音楽家は何によって覚醒し、ブレイクスルーするに至ったのか。「神に選

ばれし民」「ホロコースト」等のキーワードを軸に、彼らがどのように西洋音楽のシ

ーンに関わってきたのかを検証し、異彩を放ち続ける秘密に迫る。 
産経新聞 2014/10/12、読売新聞 2014/10/19 

2014:09. / 219p 
978-4-334-03818-2 
760 円〔本体〕+税 

*9784334038182*

 

邪宗門<上>(河出文庫 た 13-12) 
高橋 和巳 著 
河出書房新社 
戦時下の弾圧で壊滅し、戦後復活し急進化した“教団”。その激動と興亡を早逝し

た天才作家が壮大に描く永遠の必読書。解説：佐藤優。 
産経新聞 2014/10/13 

2014:08. / 601p 
978-4-309-41309-9 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784309413099*
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邪宗門<下>(河出文庫 た 13-13) 
高橋 和巳 著 
河出書房新社 
戦時下の弾圧で壊滅し、戦後復活し急進化した“教団”。その激動と興亡を早逝し

た天才作家が壮大に描く永遠の必読書。解説：佐藤優。 
産経新聞 2014/10/13 

2014:08. / 617p 
978-4-309-41310-5 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784309413105*

 

ジャパン・ディグニティ 
高森 美由紀 著 
産業編集センター 
第一回「暮らしの小説大賞」受賞作。うだつのあがらない津軽塗職人一家を、ひた

むきにコミカルに描いた青森発<もの作り小説>。 
産経新聞 2014/10/18 

2014:10. / 337p 
978-4-86311-101-1 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784863111011*

 

弱者の勇気～小さな勇気を積み重ねることで世界は変わる～ 
栗城 史多 著 
学研パブリッシング 
秋季エベレスト単独無酸素登頂への 4 度の失敗。重度の凍傷による手指 9 本の

切断。試練を糧に、再び世界の頂に挑む登山家・栗城史多が、自分の弱さと向き

合い、今までの失敗談と苦しみを綴る。 
産経新聞 2014/10/18 

2014:09. / 243p 
978-4-05-800373-2 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784058003732*

 

新共和党宣言～国債が紙くずにならないために～ 
島田 一 著 
産経新聞出版 
公務員を 40 歳定年制にする。食品の放射能基準を厳格化する…。金融記者 36
年の著者がその間に見聞きし、体験したことに基づいて、共和制による民主的な

挙国一致体制と、それによる財政の抜本的な再建を唱える。 
産経新聞 2014/10/18 

2014:10. / 253p 
978-4-86306-111-8 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784863061118*

 

まさか発達障害だったなんて～「困った人」と呼ばれつづけて～(PHP 新書 947) 
星野 仁彦/ さかもと 未明 著 
ＰＨＰ研究所 
人の話を聞かない、急に感情的になる、約束を守らない…。 近、ADHD を合併

したアスペルガーと診断されたさかもと未明。悩み抜いた本人による幼少期から今

日までの独白、病名を下した医師の見立てを紙上で再現する。 
産経新聞 2014/10/18 

2014:09. / 286p 
978-4-569-80948-9 
800 円〔本体〕+税 

*9784569809489*

 

賭博<３>(ものと人間の文化史)  
増川 宏一 著 
法政大学出版局 
産経新聞 2014/10/19 

1983:10. / ３６２，５ｐ 
978-4-588-20403-6 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784588204036*
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光と音のない世界で～盲ろうの東大教授・福島智物語～(ノンフィクション・生きる

チカラ 17) 
池田 まき子 著 
岩崎書店 
盲ろう者として初めて大学へ進学、その後大学教授となった福島智さん。持ち前

の明るさと聡明さで道を切り拓いてきた姿を追う。 
産経新聞 2014/10/19 

2014:08. / 171p 
978-4-265-08304-6 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784265083046*

 

吉本隆明 
田中 和生 著 
アーツアンドクラフツ 
初期詩集「固有時との対話」から 後の理論的著作「アフリカ的段階について」ま

で、日本語による普遍文学をめざした吉本隆明の全体を、文芸評論家・田中和生

が批評する。 
産経新聞 2014/10/19 

2014:06. / 230p 
978-4-901592-99-4 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784901592994*

 

絶叫 
葉真中 顕 著 
光文社 
私を棄てたこの世界を騙す-。貧困、ブラック企業、保険金殺人、孤独死…。鈴木

陽子という平凡なひとりの女が、社会の暗部に足を踏み入れ生き抜く姿を描く。ノ

ンストップ・ミステリー。 
産経新聞 2014/10/19 

2014:10. / 522p 
978-4-334-92973-2 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784334929732*

 

ダブル・フォールト 
真保 裕一 著 
集英社 
殺人犯の弁護を任された新米弁護士。法廷で被害者の悪事を挙げると、被害者

の娘から悲痛な叫びが! 「父は殺されたのよ!」この弁護は許されるのか? さわや

かな感動を呼ぶ傑作ミステリー。 
産経新聞 2014/10/19 

2014:10. / 364p 
978-4-08-771577-4 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784087715774*

 

ブレる日本政治～とてつもなく美しくない国へ～(ベスト新書 450) 
鈴木 哲夫 著 
ベストセラーズ 
消費税増税、原発、集団的自衛権…。安倍政権は、なぜ次々と新しい政策を打

ち出していくのか。永田町を取材し続ける中で漏れ聞こえる本音とともに、そこに

潜むわれわれが知るべき問題点をあぶりだす。 
産経新聞 2014/10/19 

2014:10. / 215p 
978-4-584-12450-5 
800 円〔本体〕+税 

*9784584124505*

 

ヒトラーのオリンピックに挑んだ若者たち～ボートに託した夢～ 
ダニエル・ジェイムズ・ブラウン/ 森内 薫 著 
早川書房 
1936 年、ナチス政権下のベルリン・オリンピック。孤独なアメリカ人青年がボート競

技との出会いによって成長していく姿を軸に、大恐慌時代のアメリカ、ナチスの思

惑、全米を熱狂させたボート競技クルーの軌跡を描く。 
産経新聞 2014/10/19 

2014:09. / 603p 
978-4-15-209485-8 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784152094858*
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日韓歴史認識問題とは何か～歴史教科書・「慰安婦」・ポピュリズム～(叢書・知

を究める 4) 
木村 幹 著 
ミネルヴァ書房 
日本と韓国は、なぜ歴史認識問題で対立し続けているのか。日韓両国の政治過

程を丹念に辿り、両国のナショナリズムが高まる中で両国のエリート統治が機能不

全に陥り、「期待」と「失望」を繰り返してしまう構造を解明する。 
産経新聞 2014/10/19 

2014:10. / 14p,272p,6p 
978-4-623-07175-3 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784623071753*

 

第一次世界大戦 
マイケル・ハワード/ 馬場 優 著 
法政大学出版局 
なぜ、戦争は止められないのか? ナショナリズムと民族自決、軍国主義とダーウィ

ニズム、覇権的野心と神経症的不安、革命への期待と恐怖…。第一次世界大戦

期の時代精神に迫る、イギリスの代表的研究者による定評ある入門書。 
産経新聞 2014/10/19 

2014:09. / 225p,29p 
978-4-588-36607-9 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784588366079*

 

フォルトゥナの瞳 
百田 尚樹 著 
新潮社 
その男には見たくもないものが見えた。運命が――。本屋大賞受賞後初の小説

は、「死」と「選択」を巡る物語。一年半ぶりの 新長編。 
産経新聞 2014/10/25 

2014:09. / 361p 
978-4-10-336411-5 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784103364115*

 

<報道写真>と戦争～1930-1960～ 
白山 眞理 著 
吉川弘文館 
報道写真家たちの実像と戦争責任を追及する 
産経新聞 2014/10/26 

2014:09. / 8p,500p,5p 
978-4-642-03834-8 
4,800 円〔本体〕+税 

*9784642038348*

 

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。 
産経新聞 2014/10/26 

2014:09. / 310p,11p 
978-4-582-46817-5 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784582468175*

 

もう年はとれない(創元推理文庫 M フ 29-1) 
ダニエル・フリードマン/ 野口 百合子 著 
東京創元社 
人生 後になるかもしれない捜査に臨む伝説の元殺人課刑事、87 歳。武器は

357 マグナムと皮肉、敵は老い。 高に格好いい主人公を生むことに成功した、

清冽なデビュー作！ 
産経新聞 2014/10/26 

2014:08. / 382p 
978-4-488-12205-8 
1,040 円〔本体〕+税 

*9784488122058*
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創造の現場。(pen BOOKS) 
ベンジャミン・リー 著, ベンジャミン・リー/ ペン集部 編 
ＣＣＣメディアハウス 
映画監督、建築家、アーティスト、俳優、料理人…。世界の第一線で活躍する 100
人の創造者たちがクリエーションを生みだす場所を、ベンジャミン・リーが写しだ

す。『Pen』連載を書籍化。 
産経新聞 2014/10/26 

2014:09. / 195p 
978-4-484-14224-1 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784484142241*

 

本当に残酷な中国史～大著「資治通鑑」を読み解く～(角川 SSC 新書 232) 
麻生川 静男 著 
KADOKAWA 
紀元前 500 年から 1500 年間の中国の歴史を描いた「資治通鑑」。幾度も繰り返さ

れる激しい権力闘争と粛清、桁外れの蓄財、虐殺や食人など戦慄すべき悪行の

数々…。幻の歴史書「資治通鑑」を読み解く。 
産経新聞 2014/10/26 

2014:09. / 245p 
978-4-04-731643-0 
820 円〔本体〕+税 

*9784047316430*

 

知ろうとすること。(新潮文庫 い-36-7) 
早野 龍五/ 糸井 重里 著 
新潮社 
福島第一原発の事故後、情報が錯綜する中で、ただ事実を分析し、発信し続け

た物理学者・早野龍五と、その姿勢を尊敬し、自らの指針とした糸井重里が、放

射線の影響や「科学的に考える力の大切さ」を語る。 
産経新聞 2014/10/26 

2014:10. / 183p 
978-4-10-118318-3 
430 円〔本体〕+税 

*9784101183183*

 

オズの小さな物語～完訳～(オズの魔法使いシリーズ 15) 
ライマン・フランク・ボーム/ 宮坂 宏美/ ないとう ふみこ/ 田中 亜希子 著 
復刊ドットコム 
ふしぎでユーモラスなオズの世界の冒険を描く、不朽の名作シリーズの番外編。

「ドロシーとトト」「チクタクとノーム王」など全 6 編の短編のほか、ひこ・田中による

解説、オズ・シリーズの資料などを収録する。 
産経新聞 2014/10/26 

2013:11. / 222p 
978-4-8354-4779-7 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784835447797*

 

物語のおわり 
湊 かなえ 著 
朝日新聞出版 
妊娠 3 か月で癌が発覚した智子、娘のアメリカ行きを反対する木水…。迷いを抱

えた人々が向かった先は、北海道。旅の途中で手渡されたのは、未完の小説だっ

た。そして本当の結末とは-。『小説トリッパー』連載を単行本化。 
産経新聞 2014/10/26 

2014:10. / 293p 
978-4-02-251221-5 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784022512215*

 

子供はわかってあげない<上>(モ－ニングＫＣ) 
田島列島 著 
講談社 
朝日新聞 2014/10/05 

2014:11. / 184p 
978-4-06-388379-4 
630 円〔本体〕+税 

*9784063883794*
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子供はわかってあげない<下>(モ－ニングＫＣ) 
田島列島 著 
講談社 
朝日新聞 2014/10/05 

2014:11. / 187p 
978-4-06-388380-0 
630 円〔本体〕+税 

*9784063883800*

 

反哲学入門(新潮文庫)  
木田 元 著 
新潮社 
朝日新聞 2014/10/05 

2010:05. / ３０２ｐ 
978-4-10-132081-6 
490 円〔本体〕+税 

*9784101320816*

 

因果鉄道の旅(幻冬舎文庫)  
根本 敬 著 
幻冬舎 
朝日新聞 2014/10/05 

2010:04. / ３８２ｐ 
978-4-344-41464-8 
724 円〔本体〕+税 

*9784344414648*

 

闇屋になりそこねた哲学者(ちくま文庫)  
木田 元 著 
筑摩書房 
朝日新聞 2014/10/05 

2010:05. / ２４５，９ｐ 
978-4-480-42711-3 
720 円〔本体〕+税 

*9784480427113*

 

井上ひさしの劇ことば 
小田島 雄志 著 
新日本出版社 
劇作家の歴史のなかで劇ことばの発展を読む 
朝日新聞 2014/10/05 

2014:09. / 158p 
978-4-406-05821-6 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784406058216*

 

ヨーガンレールの社員食堂  
高橋 みどり 著 
ＰＨＰエディターズ・グループ 
人気スタイリストが追いかけたある食堂の一年。 
朝日新聞 2014/10/05 

2007:10. / ２５５ｐ 
978-4-569-69554-9 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784569695549*

 

民族浄化のヨーロッパ史～憎しみの連鎖の 20 世紀～(名古屋市立大学人間文

化研究叢書 4) 
ノーマン・M.ナイマーク/ 山本 明代 著 
刀水書房 
五つの事例を取上げて 20 世紀西洋に跡付けする 
朝日新聞 2014/10/05 

2014:07. / 10p,371p 
978-4-88708-418-6 
4,500 円〔本体〕+税 

*9784887084186*
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ポール・リクール(文庫クセジュ 992)  
ジャン・グロンダン 著 
白水社 
現象学、解釈学など広大な領域を網羅した二十世紀を代表する哲学者の行跡を

たどり、その独自性を評する。 
朝日新聞 2014/10/05 

2014:07. / 163p,3p 
978-4-560-50992-0 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784560509920*

 

りんごかもしれない 
ヨシタケ シンスケ 著 
ブロンズ新社 
哲学、妄想、創造力!?考える力があれば、世の中ははてしなくおもしろい。ヨシタ

ケシンスケの発想えほん。 
朝日新聞 2014/10/05 

2013:04. / 1 冊(ページ

付なし) 
978-4-89309-562-6 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784893095626*

 

出使日記の時代～清末の中国と外交～ 
岡本 隆司/ 箱田 恵子/ 青山 治世 著 
名古屋大学出版会 
在外公館というプリズムを通して、各国の状況や国際関係、そして中国の政治・社

会・思想の姿が鮮やかに浮かび上がる。 
朝日新聞 2014/10/05 

2014:08. / 10p,420p,84p 
978-4-8158-0778-8 
7,400 円〔本体〕+税 

*9784815807788*

 

建築探偵術入門(文春文庫 と 29-1) 
東京建築探偵団 著 
文藝春秋 
街に埋もれた謎の西洋館を見に行こう。都市開発の波にのまれて残念ながら取り

壊されてしまった懐かしいビルも多数収録。 
朝日新聞 2014/10/05 

2014:09. / 265p 
978-4-16-790194-3 
660 円〔本体〕+税 

*9784167901943*

 

ロッパ食談 完全版(河出文庫 ふ 9-1) 
古川 緑波 著 
河出書房新社 
1951 年創刊の食冊子『あまカラ』に連載の「ロッパ食談」を完全収録。食べること

への執念あふれるロッパエッセイの真髄。 
朝日新聞 2014/10/05 

2014:09. / 274p 
978-4-309-41315-0 
740 円〔本体〕+税 

*9784309413150*

 

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！ 
朝日新聞 2014/10/05 

2014:07. / 258p 
978-4-06-219016-9 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784062190169*

 

こぼれ落ちて季節は 
加藤 千恵 著 
講談社 
『ハニー ビター ハニー』の著者、加藤千恵が紡ぐ誰もが一度は通り過ぎた季

節。１０～３０代男女の揺れ動く気持ちを描いた群像劇。 
朝日新聞 2014/10/05 

2014:09. / 205p 
978-4-06-219142-5 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784062191425*
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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。 
朝日新聞 2014/10/05 

2014:08. / 282p 
978-4-16-390102-2 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784163901022*

 

レクラム版聖書人名小辞典 
ハンス・シュモルト/ 高島 市子 著 
創元社 
登場人物数約 3,500。聖書の人物、神、天使・悪魔などを収録。レクラム文庫版辞

典を 50 音順＆新共同訳に置きかえた便利な辞典。 
朝日新聞 2014/10/05 

2014:09. / 316p 
978-4-422-14392-7 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784422143927*

 

京城のダダ、東京のダダ～高漢容と仲間たち～ 
吉川 凪 著 
平凡社 
1920 年代、朝鮮に 1 人のダダイストがいた。彼の足跡を追い、当時の日本と韓国

の文学青年たちの知られざる交流史を明らかにする。 
朝日新聞 2014/10/05 

2014:07. / 223p 
978-4-582-74432-3 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784582744323*

 

女はいつからやさしくなくなったか～江戸の女性史～(平凡社新書 742) 
中野 節子 著 
平凡社 
近世初期エロさを加味した「やさしい」存在になるよう求められた女たちは庶民階

層の台頭と知識欲の増大により「地女」へと変貌する。 
朝日新聞 2014/10/05 

2014:07. / 254p 
978-4-582-85742-9 
840 円〔本体〕+税 

*9784582857429*

 

山男～畦地梅太郎版画集～ 
畦地 梅太郎 著 
山と渓谷社 
現在も山岳愛好家を中心にその作品が広く愛されている木版画家・畦地梅太郎

の版画集。世界観を確立した代表的連作「山男」を中心に、山岳風景の秀作もふ

くめ、76 点の作品を収録する。 
朝日新聞 2014/10/05 

2014:10. / 91p 
978-4-635-77015-6 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784635770156*

 

あんぽん～孫正義伝～(小学館文庫 さ 19-1) 
佐野 眞一 著 
小学館 
在日三世として生をうけ、泥水をすするような貧しさのもと育ったソフトバンク社長・

孫正義はいかに身を起こしたのか。親族への取材をもとに、孫一族が経験してき

た波瀾と被差別の歴史を綴る。 
朝日新聞 2014/10/05 

2014:09. / 508p 
978-4-09-406084-3 
750 円〔本体〕+税 

*9784094060843*

 

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。 
朝日新聞 2014/10/05 

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

*9784087715668*
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ピアノを弾くニーチェ  
木田 元 著 
新書館 
傘寿を過ぎた哲学者・木田元が日々の思索を自在に綴った、生き抜くためのヒント

に満ちたエッセイ集。古典から現代文学までの読書雑記も収録する。『大航海』

『日本経済新聞』等に掲載した文章を単行本化。 
朝日新聞 2014/10/05 

2009:08. / ２８４ｐ 
978-4-403-23115-5 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784403231155*

 

「サル化」する人間社会(知のトレッキング叢書) 
山極 寿一 著 
集英社インターナショナル 
ヒトの睾丸はチンパンジーより小さく、ゴリラより大きい。この事実は何を物語ってい

るのか。さらに、現代は「上下関係」のないゴリラ社会ではなく、「序列重視」のサル

社会に移行していると警鐘を鳴らす。 
朝日新聞 2014/10/05 

2014:07. / 173p 
978-4-7976-7276-3 
1,100 円〔本体〕+税 

*9784797672763*

 

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。 
朝日新聞 2014/10/05 

2014:08. / 271p 
978-4-8222-7789-5 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784822277895*

 

モーレツ!アナーキーテレビ伝説(洋泉社 MOOK) 
洋泉社 
ナンセンスなギャグの応酬、常識を打ち破った深夜番組、人間の裏側に迫ったド

キュメント…。表現の限界に挑み、視聴者を熱狂させた、破天荒な昭和のテレビ

番組を徹底検証。当時の出演者や制作者たちの証言を掲載する。 
朝日新聞 2014/10/05 

2014:08. / 223p 
978-4-8003-0431-5 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784800304315*

 

わたしの哲学入門(講談社学術文庫 2232) 
木田 元 著 
講談社 
ギリシア?近代に通底する存在概念とは? ハイデガーの哲学解体の試みとは? 著

者の研究の軌跡に沿って、カント、ヘーゲル、ニーチェなど、西洋形而上学の流

れを概観する。1994?98 年『大航海』連載をまとめて文庫化。 
朝日新聞 2014/10/05 

2014:04. / 389p 
978-4-06-292233-3 
1,180 円〔本体〕+税 

*9784062922333*

 

反福祉論～新時代のセーフティーネットを求めて～(ちくま新書 1090) 
金菱 清/ 大澤 史伸 著 
筑摩書房 
福祉に頼らず生き生きと暮らす生活困窮者やホームレス。制度に代わるセーフテ

ィーネットの仕掛けを発達させてきた彼らの生き方に学び、「反福祉」の考え方を

提唱。福祉の現状に警鐘を鳴らし、誰もが生きやすい社会を構想する。 
朝日新聞 2014/10/05 

2014:09. / 216p 
978-4-480-06797-5 
780 円〔本体〕+税 

*9784480067975*
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私の読書遍歴～猿飛佐助からハイデガーへ～(岩波現代文庫)  
木田 元 著 
岩波書店 
忍術小説に熱中した少年が、なぜハイデガーの研究者になるにいたったか。敗戦

後の混乱期、あてどなく本を読みあさるうちにドストエフスキー、キルケゴールに出

会う。そしてハイデガーの『存在と時間』を読まずにいられなくなり哲学研究の道

へ。難解な哲学書のわかりやすい翻訳で知られる著者の約七〇年に及ぶ読書体

験記。 
朝日新聞 2014/10/05 

2010:06. / ２５４，１１ｐ 
978-4-00-603203-6 
920 円〔本体〕+税 

*9784006032036*

 

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。 
朝日新聞 2014/10/05、読売新聞 2014/10/05 

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

*9784334038137*

 

ブラックウォーター～世界最強の傭兵企業～ 
ジェレミー・スケイヒル/ 益岡 賢/ 塩山 花子 著 
作品社 
殺しのライセンスを持つ米の影の軍隊は、世界で何をやっているのか？ イラク戦

争での民間人の虐殺、アルカイダ幹部など反米分子の暗殺、シリア反体制派へ

の軍事指導などの驚くべき実態、そして米の政財界の暗部との癒着を初めて暴

き、世界に衝撃を与えた書！ 
朝日新聞 2014/10/05、日本経済新聞 2014/10/19 

2014:08. / 530p 
978-4-86182-496-8 
3,400 円〔本体〕+税 

*9784861824968*

 

わたしは樹だ 
松田 素子/ nakaban 著 
ＫＴＣ中央出版 
わたしは樹だ。ずっと昔、わたしは小さなタネだった。水、光、土…。わたしは、わ

たしとつながっているものたちがいることを知っている-。全体、つながり、バランス

などの意味を含む「ホリスティック」をテーマにした絵本。 
朝日新聞 2014/10/10 

2014:04. / 1 冊(ページ

付なし) 
978-4-87758-724-6 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784877587246*

 

悪童日記(ハヤカワｅｐｉ文庫)  
アゴタ・クリストフ/ 堀 茂樹 著 
早川書房 
朝日新聞 2014/10/12 

2001:05. / ３０１ｐ 
978-4-15-120002-1 
660 円〔本体〕+税 

*9784151200021*

 

十九歳の地図(河出文庫)  
中上健次 著 
河出書房新社 
朝日新聞 2014/10/12 

1993:03. / ２２２ｐ 
978-4-309-40014-3 
500 円〔本体〕+税 

*9784309400143*
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ハウア－ユ－？(フィ－ルコミックス) 
山本美希 著 
祥伝社 
朝日新聞 2014/10/12 

2014:09. / 330p 
978-4-396-78205-4 
1,380 円〔本体〕+税 

*9784396782054*

 

松居直と『こどものとも』～創刊号から 149 号まで～(シリーズ・松居直の世界 2) 
松居 直 著 
ミネルヴァ書房 
絵本づくりを作者とのエピソードでつづる 
朝日新聞 2014/10/12 

2013:07. / 9p,419p,21p 
978-4-623-06481-6 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784623064816*

 

逆転!～強敵や逆境に勝てる秘密～  
マルコム・グラッドウェル 著 
講談社 
自分より圧倒的に強い相手や逆境に打ち勝つためには何が必要なのか。全米有

数の人気コラムニストが分析する、驚きの法則とは？ 
朝日新聞 2014/10/12 

2014:09. / 253p 
978-4-06-218505-9 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784062185059*

 

テヅカ・イズ・デッド～ひらかれたマンガ表現論へ～(星海社新書 53) 
伊藤 剛 著 
星海社 
我々は、手塚以降の豊潤な時代に生きている。マンガ史の空白に突如として現

れ、マンガ表現論の新地平を拓いた名著、ついに新書化。 
朝日新聞 2014/10/12 

2014:09. / 364p 
978-4-06-138556-6 
940 円〔本体〕+税 

*9784061385566*

 

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！ 
朝日新聞 2014/10/12 

2014:07. / 188p 
978-4-06-219046-6 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784062190466*

 

少子化時代の「良妻賢母」～変容する現代日本の女性と家族～ 
S.D.ハロウェイ 著 
新曜社 
日本女性の結婚や子育てに対する考え方・行動をインタビューを通し分析、子育

てしながら幸せに生きられる社会への手がかりを探る。 
朝日新聞 2014/10/12 

2014:07. / 17p,340p,36p 
978-4-7885-1394-5 
3,700 円〔本体〕+税 

*9784788513945*

 

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

の系譜を徹底検証。古代製鉄との接点を明らかにする。 
朝日新聞 2014/10/12 

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

*9784905342014*
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ぼくはナチにさらわれた(平凡社ライブラリー 817) 
A.トヴァルデツキ 著 
平凡社 
秘密組織による周辺国からの「優れた」子供の誘拐とドイツ化。拉致により二つの

国に引き裂かれた少年が告発する戦慄の国家犯罪と結末 
朝日新聞 2014/10/12 

2014:09. / 311p 
978-4-582-76817-6 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784582768176*

 

海松  
稲葉 真弓 著 
新潮社 
魔法のように「失われた時間」が浮かび上がる□□絶賛された「川端康成文学賞受

賞作」の表題作、その続編「光の沼」他２編収録の珠玉短編集。 
朝日新聞 2014/10/12 

2009:04. / １６９ｐ 
978-4-10-470902-1 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784104709021*

 

ネコにウケる飼い方(ワニブックス|PLUS|新書 126) 
服部 幸 著 
ワニブックス 
ネコにウケるとは、ネコを満足させ、幸せな気分にさせてあげること。ネコの専門医

が、ネコの気持ちの読み解き方から健康知識まで、 新の知識を紹介する。 
朝日新聞 2014/10/12 

2014:10. / 191p 
978-4-8470-6554-5 
830 円〔本体〕+税 

*9784847065545*

 

半島へ 
稲葉 真弓 著 
講談社 
その春、「私」は半島に来た。たったひとりで、もう一度、人生を始めるために-。東

京を離れ、志摩半島を望む町で暮らし始めた中年女性が、孤独な暮らしのなかで

見つめたものは? 
朝日新聞 2014/10/12 

2011:05. / 218p 
978-4-06-216977-6 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784062169776*

 

ピルグリム<3> 遠くの敵(ハヤカワ文庫 NV 1313) 
テリー・ヘイズ 著 
早川書房 
<サラセン>のテロ計画は、ついにその準備を終え、実行の日が迫っていた。かす

かな手がかりをつかんだ<ピルグリム>は、 後の望みをかけて<サラセン>の過去

を追うが…。完結。 
朝日新聞 2014/10/12 

2014:09. / 395p 
978-4-15-041313-2 
860 円〔本体〕+税 

*9784150413132*

 

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。 
朝日新聞 2014/10/12 

2014:08. / 206p 
978-4-10-610582-1 
720 円〔本体〕+税 

*9784106105821*



 18  

 

漫言翁福沢諭吉～時事新報コラムに見る明治～<続> 政治・外交篇 
遠藤 利國 著 
未知谷 
時代の趨勢に沿い、また抗いつつ西洋の文明主義を移植せんとした偉人、福沢

の生きた息吹を伝える-。福沢諭吉が創刊した新聞「時事新報」に掲載されたコラ

ム「漫言」を追い、明治の政治・外交を描く。 
朝日新聞 2014/10/12 

2014:10. / 285p 
978-4-89642-454-6 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784896424546*

 

ピルグリム<1> 名前のない男たち(ハヤカワ文庫 NV 1311) 
テリー・ヘイズ/ 山中 朝晶 著 
早川書房 
アメリカの諜報組織に属する諜報員を監視する極秘機関に採用された男は、あの

9 月 11 日を機に引退していた。だが、戦慄のテロ計画が発覚し、大統領は闇の

世界に生きた伝説の諜報員を起用することに…。 
朝日新聞 2014/10/12 

2014:08. / 403p 
978-4-15-041311-8 
860 円〔本体〕+税 

*9784150413118*

 

松居直自伝～軍国少年から児童文学の世界へ～(シリーズ・松居直の世界 1） 
松居 直 著 
ミネルヴァ書房 
戦後日本の児童書出版を牽引してきた松居直。その人生は、綺羅星のごとき作

家たちとの邂逅に彩られている。松居の生誕から月刊誌『こどものとも』を手がける

に至るまでを、時代背景とともに鮮やかに描き出す。 
朝日新聞 2014/10/12 

2012:01. / 7p,282p,12p 
978-4-623-06094-8 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784623060948*

 

ピルグリム<2> ダーク・ウィンター(ハヤカワ文庫 NV 1312)  
テリー・ヘイズ 著 
早川書房 
<サラセン>の存在とそのテロ計画は、アメリカ政府の知るところとなった。暗号名<
ピルグリム>を与えられた男は、すぐに追跡を開始する。トルコへ飛んだ<ピルグリ

ム>は、そこで謎めいた殺人事件に遭遇し…。 
朝日新聞 2014/10/12 

2014:09. / 399p 
978-4-15-041312-5 
860 円〔本体〕+税 

*9784150413125*

 

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。 
朝日新聞 2014/10/12 

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

*9784121022745*

 

日本は外国人にどう見られていたか～幕末・明治～(知的生きかた文庫 に 21-
1) 
「ニッポン再発見」倶楽部 著 
三笠書房 
開国期の日本へやってきた外国人たちは、何を見て、何に驚き、何を考えたの

か? 当時の日本の自然、社会の仕組み、日常生活や食事といったさまざまな分

野における外国人の感想・評価を、彼らの残した文献から紹介する。 
朝日新聞 2014/10/12 

2014:09. / 229p 
978-4-8379-8294-4 
590 円〔本体〕+税 

*9784837982944*
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男色の日本史～なぜ世界有数の同性愛文化が栄えたのか～ 
ゲイリー・P.リュープ/ 藤田 真利子 著 
作品社 
かつて日本では、古代ギリシャと並ぶ“男色文化”が栄えていた。平安の宮廷人た

ちが密かにくり広げた夜伽、戦国武将たちに連れ添った小姓たち、江戸時代の売

色…。日本の男色文化を貴重な図版とともにまとめた基本文献。 
朝日新聞 2014/10/12 

2014:09. / 351p 
978-4-86182-117-2 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784861821172*

 

美女の一瞬(集英社新書) 
金子 達仁/ 小林 紀晴 著 
集英社 
スポーツライター・金子達仁と写真家・小林紀晴が、「美女を職業としている」女優

やアイドルに取材。彼女たちの一瞬の輝きを切り取った記録から、その心の内に

迫る。未発表写真も掲載。月刊『PLAYBOY』連載を書籍化。 
朝日新聞 2014/10/12 

2014:08. / 254p 
978-4-08-720749-1 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784087207491*

 

全身ジレンマ～うさぎとマツコの往復書簡～(双葉文庫 な-37-01) 
中村 うさぎ/ マツコ・デラックス 著 
双葉社 
女の業をさすらう女王様・中村うさぎと、規格外の存在感で各界を震撼させる「女

装渡世」マツコ・デラックス。ふたりがこの世で生きるにはキワモノになるしかなかっ

た-。さまよい続ける魂が繰り広げる天衣無縫のガチバトル! 
朝日新聞 2014/10/12 

2014:09. / 219p 
978-4-575-71420-3 
565 円〔本体〕+税 

*9784575714203*

 

韓国人による恥韓論(扶桑社新書 164) 
シンシアリー 著 
扶桑社 
生粋の韓国人でありながら、韓国の反日思想への皮肉をブログに綴っている著者

が、韓国を支配する「反日教」の正体とその起源、悪化する現状、善悪を失った

「基準」、隠ぺいしてきた性奴隷の実態や韓国の弱点を明らかにする。 
朝日新聞 2014/10/12 

2014:05. / 257p 
978-4-594-07039-7 
760 円〔本体〕+税 

*9784594070397*

 

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。 
朝日新聞 2014/10/12 

2014:07. / 16p,156p 
978-4-00-022082-8 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784000220828*

 

翻訳絵本と海外児童文学との出会い(シリーズ・松居直の世界 3) 
松居 直 著 
ミネルヴァ書房 
戦後の児童文学の変遷を背景として、「編集職人」松居直がたずさわった翻訳絵

本を年代順にたどりつつ、今日のベストセラー誕生の秘密を明かす。また海外の

出版関係者・団体との交流や子どもの本を取り巻く状況についても語る。 
朝日新聞 2014/10/12 

2014:07. / 11p,260p,13p 
978-4-623-07123-4 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784623071234*
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まなざしに触れる 
鷹野 隆大/ 新城 郁夫 著 
水声社 
色を取り除いて開けた世界に、もうひとりのまなざしが入り込む。男性ヌードを撮り

ジェンダーを問う写真家と、写真のエロス的侵犯の政治的、美学的な力動を論じ

る日本現代文学研究者による、写真と文のコラボ。ヌード写真あり。 
朝日新聞 2014/10/12 

2014:09. / 149p 
978-4-8010-0047-6 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784801000476*

 

曽根中生自伝～人は名のみの罪の深さよ～ 
曽根 中生 著 
文遊社 
奇才・曽根中生の全人生、全映画-。1970 年代以降の日本映画を代表する映画

監督だった著者が、伝説の脚本家集団「具流八郎」から、日活ロマンポルノ、突然

の失踪、発明家の現在までを明かす。 
朝日新聞 2014/10/12、産経新聞 2014/10/19 

2014:08. / 496p 
978-4-89257-108-4 
3,900 円〔本体〕+税 

*9784892571084*

 

近所の犬 
姫野 カオルコ 著 
幻冬舎 
彼らにとって私はただの通りすがり、近所の人。それでも、それなのに-。お金持ち

のプライド犬モコ、優しかったシャア、男好きのグレース…。もっさり暮らす或る小

説家が、身辺の犬たちを愛でる「犬見」私小説。 
朝日新聞 2014/10/12、産経新聞 2014/10/26 

2014:09. / 244p 
978-4-344-02631-5 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784344026315*

 

長谷川町子全集<１> サザエさん(１)  
長谷川 町子 著 
朝日新聞社 
朝日新聞 2014/10/19 

1997:05. / ２８８ｐ 
978-4-02-257071-0 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784022570710*

 

リスク～神々への反逆～<上>(日経ビジネス人文庫)  
ピーター・バーンスタイン/ 青山 護 著 
日本経済新聞出版社 
朝日新聞 2014/10/19 

2001:08. / ３０６ｐ 
978-4-532-19079-8 
714 円〔本体〕+税 

*9784532190798*

 

リスク～神々への反逆～<下>(日経ビジネス人文庫)  
ピーター・バーンスタイン/ 青山 護 著 
日本経済新聞出版社 
朝日新聞 2014/10/19 

2001:08. / ３１７ｐ 
978-4-532-19080-4 
714 円〔本体〕+税 

*9784532190804*

 

ギャンブル依存との向きあい方～本人・家族・支援者のための～ 
中村 努/ 高澤 和彦/ 稲村 厚 著, ワンデーポート 編 
明石書店 
個別性に注目して解決策をともに考える 
朝日新聞 2014/10/19 

2012:05. / 268p 
978-4-7503-3599-5 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784750335995*
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永井荷風～断腸亭東京だより～(文芸の本棚) 
河出書房新社 
戯作者仏文学者でもあった詩人・小説家の全貌。日記文学の粋『断腸亭日乗』の

要所や、屈指の春本『四畳半襖の下張』も収録。 
朝日新聞 2014/10/19 

2014:09. / 191p 
978-4-309-02327-4 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784309023274*

 

コールド・スナップ 
トム・ジョーンズ/ 舞城 王太郎 著 
河出書房新社 
月曜日を酷いと言うけれど、火曜日も同じくらい悪い。自らの原点であるトム・ジョ

ーンズの作品に舞城が挑む。解説：柴田元幸。 
朝日新聞 2014/10/19 

2014:08. / 321p 
978-4-309-20657-8 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784309206578*

 

一日一菓 
木村 宗慎 著 
新潮社 
１年間３６５日、菓子と器をかえて解説を附した茶人の人気ブログを書籍化。銘菓

の所以、老舗の思想、器の眼福。和菓子本の決定版。 
朝日新聞 2014/10/19 

2014:08. / 429p 
978-4-10-336351-4 
5,000 円〔本体〕+税 

*9784103363514*

 

お勝手太平記 
金井 美恵子 著 
文藝春秋 
アキコさんの趣味は手紙を書くこと。料理、裁縫、映画、イヤな男、「お勝手」の話

題を毒気たっぷりに認める著者真骨頂の書簡小説。 
朝日新聞 2014/10/19 

2014:09. / 318p 
978-4-16-390097-1 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784163900971*

 

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。 
朝日新聞 2014/10/19 

2014:08. / 364p 
978-4-560-08381-9 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784560083819*

 

徘徊タクシー 
坂口 恭平 著 
新潮社 
この世にボケ老人なんて存在しない。彼らは記憶の地図をもとに歩いているだけ

なんだ。『独立国家のつくりかた』の著者初の本格小説！ 
朝日新聞 2014/10/19 

2014:07. / 138p 
978-4-10-335951-7 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784103359517*

 

島津戦記 
新城 カズマ 著 
新潮社 
本能寺の変、秀吉の欲望。全ては薩摩の海から始まった！ 後世の人は言うだろ

う。これ以降歴史小説は変わったと。超進化型戦国巨編。 
朝日新聞 2014/10/19 

2014:09. / 428p 
978-4-10-336431-3 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784103364313*



 22  

 

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。 
朝日新聞 2014/10/19 

2014:09. / 189p 
978-4-569-81672-2 
780 円〔本体〕+税 

*9784569816722*

 

ソーシャルゲームのすごい仕組み(アスキー新書 212) 
まつもと あつし 著 
アスキー・メディアワークス 
伸び悩むゲーム業界の中で、唯一破竹の勢いを見せるソーシャルゲーム。ソーシ

ャルゲーム業界の成り立ちから従来のゲームビジネスとの違い、ユーザーの変化

など、その人気の秘密を紐解く。 
朝日新聞 2014/10/19 

2012:04. / 207p 
978-4-04-886332-2 
743 円〔本体〕+税 

*9784048863322*

 

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。 
朝日新聞 2014/10/19 

2014:08. / 313p 
978-4-14-091220-1 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784140912201*

 

よりぬき大阪学～いらちで食い倒れで“ちゃうちゃう”で～(朝日文庫 お 69-1) 
大谷 晃一 著 
朝日新聞出版 
日常会話からボケとツッコミ。いらちでかしましく、合理的なのに情に厚い。宇宙一

元気な都市大阪とは一体? 歴史、風土、テレビまであらゆる資料とデータから大

阪人のメンタリティと文化を読み解く。 
朝日新聞 2014/10/19 

2014:10. / 215p 
978-4-02-261791-0 
600 円〔本体〕+税 

*9784022617910*

 

マラソンと日本人(朝日選書 923) 
武田 薫 著 
朝日新聞出版 
円谷幸吉、瀬古利彦ら日本のマラソンを世界に導いたランナーたちは、何を背負

って走ったのか。日本人にとってマラソンとは何か。近代マラソンの歩みを振り返

り、日本の国際性、スポーツ観の変遷をたどる。 
朝日新聞 2014/10/19 

2014:08. / 313p,19p 
978-4-02-263023-0 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784022630230*

 

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 
ＣＣＣメディアハウス 
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。 
朝日新聞 2014/10/19 

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

*9784484141121*
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ドキュメント平成政治史<1> 崩壊する 55 年体制 
後藤 謙次 著 
岩波書店 
25 年間に延べ 18 人もの首相が目まぐるしく交代した平成期の日本政治。政治記

者歴 32 年の著者が、政治家の肉声を記録したメモや取材記録を駆使して検証

する。1 は、竹下登内閣から橋本龍太郎内閣までを収録。 
朝日新聞 2014/10/19 

2014:04. / 13p,419p 
978-4-00-028167-6 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784000281676*

 

プリムローズ・レーンの男<下>(ハヤカワ文庫 NV 1322) 
ジェイムズ・レナー/ 北田 絵里子 著 
早川書房 
デイヴィッドは「プリムローズ・レーンの男」殺害の第一容疑者として警察にマーク

されていた。地元のゴシップ紙がそれを報じ、彼は好奇の目に晒される。やがて殺

された男と死んだ妻の関係を示唆する証拠が発見され…。 
朝日新聞 2014/10/19 

2014:10. / 339p 
978-4-15-041322-4 
760 円〔本体〕+税 

*9784150413224*

 

プリムローズ・レーンの男<上>(ハヤカワ文庫 NV 1321) 
ジェイムズ・レナー/ 北田 絵里子 著 
早川書房 
オハイオの田舎町で「プリムローズ・レーンの男」と呼ばれてきた世捨て人が殺さ

れた。愛妻の死後、断筆を続けていたノンフィクション作家のデイヴィッドは、編集

者にこの事件を調べるよう求められ、調査に乗り出すが…。 
朝日新聞 2014/10/19 

2014:10. / 360p 
978-4-15-041321-7 
760 円〔本体〕+税 

*9784150413217*

 

ドキュメント平成政治史<2> 小泉劇場の時代 
後藤 謙次 著 
岩波書店 
「自民党をぶっ壊す」――。小渕、森内閣の後に登場した小泉内閣はこれまでの

日本の政治と社会を大きく変えた。橋本派を標的とした政敵潰し、格差を生んだ

改革、ワンフレーズを用いた政治手法など、その軌跡と功罪を検証。 
朝日新聞 2014/10/19 

2014:06. / 7p,438p 
978-4-00-028168-3 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784000281683*

 

上野英信・萬人一人坑～筑豊のかたほとりから～ 
河内 美穂 著 
現代書館 
満州建国大学に学び、戦後は筑豊の炭鉱に生きたルポルタージュ作家・上野英

信。だが、満州建国大学と自身の被爆体験については多くを語らなかった。7 年

にわたり関係者を訪ね歩き、語らなかった重さと等身大の英信に迫る。 
朝日新聞 2014/10/19 

2014:07. / 276p 
978-4-7684-5737-5 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784768457375*

 

名作家具のヒミツ 
ジョー スズキ 著 
エクスナレッジ 
発表後 35 年間もお蔵入りした、前衛すぎた名作。形も良くて心地いい、時代を変

えたオッパイ・ソファ…。多くの人に馴染みのある名作家具や照明の、知られざる

側面を時代順に紹介。家具作りに関わる真摯な人々の姿も伝える。 
朝日新聞 2014/10/19 

2014:09. / 201p 
978-4-7678-1856-6 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784767818566*
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チューリングの妄想 
エドゥムンド・パス・ソルダン/ 服部 綾乃/ 石川 隆介 著 
現代企画室 
激しい政治的混乱に見舞われた架空の近代都市リオ・フヒティーボ。昔ながらの

抗議行動の裏で、ネット社会に深く関わるハッカーたちは、時の政権にサイバー

攻撃を仕掛ける…。文学の愉しさをふんだんに盛り込んだ近未来小説。 
朝日新聞 2014/10/19 

2014:07. / 538p 
978-4-7738-1417-0 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784773814170*

 

仕事。 
川村 元気/ 山田 洋次 著 
集英社 
山田洋次、沢木耕太郎、杉本博司、倉本聰、秋元康、宮崎駿、糸井重里、篠山紀

信、谷川俊太郎、鈴木敏夫、横尾忠則、坂本龍一。『世界から猫が消えたなら』の

川村元気が１２人から聞いた「仕事がしたくなる」唯一無二の仕事術。 
朝日新聞 2014/10/19 

2014:09. / 275p 
978-4-08-780723-3 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784087807233*

 

子どもを被害者にも加害者にもしない(徳間文庫カレッジ ふ 1-1) 
藤井 誠二 著 
徳間書店 
子どもたちは「どうなって」いるのか。大人は子どもの悲劇から何を学ぶべきなの

か。子どもが犯罪の被害者にも加害者にもならない社会をつくるために、今私たち

ができることを提言し、変えねばならないものは何かを問いかける。 
朝日新聞 2014/10/19 

2014:10. / 222p 
978-4-19-907015-0 
680 円〔本体〕+税 

*9784199070150*

 

「育休世代」のジレンマ～女性活用はなぜ失敗するのか？～(光文社新書 713)  
中野 円佳 著 
光文社 
産休・育休や育児支援の制度が整ったかに見える今、それでも総合職に就職した

女性の多くが、出産後、会社を辞めている。15 人の女性へのインタビューを通し

て、悩む女性たちの姿と、そう至らしめた社会の構造を明らかにする。 
朝日新聞 2014/10/19 

2014:09. / 349p 
978-4-334-03816-8 
880 円〔本体〕+税 

*9784334038168*

 

空也上人がいた(ＩＫＫＩ ＣＯＭＩＸ) 
新井英樹／山田太一 著 
小学館 
鬼才・新井英樹が山田太一の小説を漫画化！ 81 歳、孤独な老人。46 歳独身、

介護職の女。27 歳、特別養護老人ホームを「ある事情」でやめた青年。ぬぐい去

れない痛みを抱えた 3 人の奇妙な恋が始まる――――。 
朝日新聞 2014/10/19 

2014:09. / 1 冊 
978-4-09-188664-4 
796 円〔本体〕+税 

*9784091886644*

 

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。 
朝日新聞 2014/10/19、読売新聞 2014/10/19 

2014:08. / 243p 
978-4-12-102282-0 
820 円〔本体〕+税 

*9784121022820*
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無名の人生(文春新書 982) 
渡辺 京二 著 
文藝春秋 
人の幸せは、生存の非情な面と裏合わせ。そのなかで「自分で自分の一生の主

人であろう」としてきた孤高の思想家が語る珠玉の幸福論。 
朝日新聞 2014/10/19、毎日新聞 2014/10/19 

2014:08. / 188p 
978-4-16-660982-6 
750 円〔本体〕+税 

*9784166609826*

 

犬たちの明治維新～ポチの誕生～ 
仁科 邦男 著 
草思社 
明治時代、なぜ犬は「ポチ」、猫は「タマ」と相場が決まったか? ペリー来航、横浜

開港、文明開化、西南戦争…。史料にちらちら顔を見せる犬関連の記述を丹念

に拾い集め、「犬にとっての幕末明治」をいきいきと描く。 
朝日新聞 2014/10/19、毎日新聞 2014/10/19 

2014:07. / 335p 
978-4-7942-2063-9 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784794220639*

 

ＧＯ(角川文庫)  
金城 一紀 著 
角川書店 
朝日新聞 2014/10/26 

2007:06. / ２３８ｐ 
978-4-04-385201-7 
438 円〔本体〕+税 

*9784043852017*

 

李香蘭私の半生(新潮文庫 や-36-1) 
山口 淑子/ 藤原 作弥 著 
新潮社 
朝日新聞 2014/10/26 

1990:12. / 447p 図 版
16p 
978-4-10-118611-5 
710 円〔本体〕+税 

*9784101186115*

 

調理場という戦場～「コート・ドール」斉須政雄の仕事論～(幻冬舎文庫)  
斉須 政雄 著 
幻冬舎 
朝日新聞 2014/10/26 

2006:04. / ２８３ｐ 
978-4-344-40771-8 
600 円〔本体〕+税 

*9784344407718*

 

サイン会はいかが？(創元推理文庫)  
大崎 梢 著 
東京創元社 
朝日新聞 2014/10/26 

2010:03. / ３０１ｐ 
978-4-488-48703-4 
660 円〔本体〕+税 

*9784488487034*

 

平台がおまちかね(創元推理文庫 M お 5-4) 
大崎 梢 著 
東京創元社 
朝日新聞 2014/10/26 

2011:09. / 312p 
978-4-488-48704-1 
700 円〔本体〕+税 

*9784488487041*



 26  

 

敗者の日本史<14> 島原の乱とキリシタン 
五野井 隆史 著 
吉川弘文館 
潜伏キリシタンと百姓はなぜ蜂起し敗れたか 
朝日新聞 2014/10/26 

2014:09. / 9p,275p,6p 
978-4-642-06460-6 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784642064606*

 

南国港町おばちゃん信金～「支援」って何?“おまけ組”共生コミュニティの創り方

～ 
原 康子/ 田中 由郎 著 
新評論 
NGO ワーカーが「支援」活動の要諦に迫る 
朝日新聞 2014/10/26 

2014:09. / 204p 
978-4-7948-0978-0 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784794809780*

 

諸注評釈新芭蕉俳句大成 
堀切 実/ 田中 善信/ 佐藤 勝明 編 
明治書院 
芭蕉の全発句一〇〇四句が徹底して読み味わえる大事典、ついに完成！ 
朝日新聞 2014/10/26 

2014:10. / 48p,1205p 
978-4-625-40406-1 
22,000 円〔本体〕+税 

*9784625404061*

 

論文ゼミナール 
佐々木 健一 著 
東京大学出版会 
論文の書き方の前提・原則から実践まで、東大の論文指導の経験から導き出され

た、知的生活の基本能力を高めるための一冊。 
朝日新聞 2014/10/26 

2014:08. / 18p,242p 
978-4-13-003208-7 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784130032087*

 

きょうのできごと、十年後 
柴崎 友香 著 
河出書房新社 
あれから十年。３０代になった男女が飲み会に集まった。行定勲監督で映画化さ

れた名作のその後を描く、感動の芥川賞受賞第一作！ 
朝日新聞 2014/10/26 

2014:09. / 196p 
978-4-309-02323-6 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784309023236*

 

シャイローがきた夏 
フィリス・レイノルズ・ネイラー/ さくま ゆみこ/ 岡本 順 著 
あすなろ書房 
子犬のシャイローと出会ったことをきっかけに、少年マーティは、誰にも言えない

秘密をもつことに…。子犬を思う少年の気持ちが、痛いほど伝わってくる名作。 
朝日新聞 2014/10/26 

2014:09. / 190p 
978-4-7515-2229-5 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784751522295*

 

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

イト店員・多絵のコンビが、さまざまな謎に取り組む。初の本格書店ミステリ、第１

弾！ 
朝日新聞 2014/10/26 

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

*9784488487010*
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半農半 X という生き方 決定版(ちくま文庫 し 47-1)  
塩見 直紀 著 
筑摩書房 
農的暮らしを実践しつつ大好きなことを追求する、「半農半 X」を提唱。多くの実

践者の話から、天職の探し方、田舎暮らしの始め方、なぜ「農」が必要なのかなど

がわかる。 
朝日新聞 2014/10/26 

2014:10. / 281p 
978-4-480-43206-3 
760 円〔本体〕+税 

*9784480432063*

 

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。 
朝日新聞 2014/10/26 

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

*9784121022790*

 

路地の教室～部落差別を考える～(ちくまプリマー新書 209) 
上原 善広 著 
筑摩書房 
路地(被差別部落)とは何か。差別は今でもあるのか。路地の起源から戦後の同和

教育、近年の同和利権問題までたどる旅に出かけよう。全国千か所以上の路地を

歩いた著者が部落問題の疑問に答える。 
朝日新聞 2014/10/26 

2014:01. / 201p 
978-4-480-68911-5 
820 円〔本体〕+税 

*9784480689115*

 

開発主義の時代へ～1972-2014～(岩波新書 新赤版 1253) 
高原 明生/ 前田 宏子 著 
岩波書店 
文化大革命後、苛烈な権力闘争を勝ちぬいた鄧小平が、改革開放に向けて舵を

切る。計画経済から市場経済へ、社会を根底から変える大転換が始まった。中国

台頭の起源をさぐり、その道すじをたどる。 
朝日新聞 2014/10/26 

2014:08. / 7p,212p,14p 
978-4-00-431253-6 
780 円〔本体〕+税 

*9784004312536*

 

現代の超克～本当の「読む」を取り戻す～ 
中島 岳志/ 若松 英輔 著 
ミシマ社 
今こそ、名著の声を聞け! 柳宗悦、ガンディー、小林秀雄、福田恆存、「近代の超

克」。現代日本の混迷を救うため、気鋭の政治哲学者・中島岳志と、批評家・若松

英輔の 2 人が試みた、全身全霊の対話。 
朝日新聞 2014/10/26 

2014:08. / 246p 
978-4-903908-54-0 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784903908540*

 

電車で行こう!<[9]> 夢の「スーパーこまち」と雪の寝台特急(集英社みらい文庫 
と-1-9) 
豊田 巧/ 裕龍 ながれ 著 
集英社 
電車大好き小学生で結成した「T3」は、憧れの「スーパーこまち」で東北旅行に。と

ころが、車内で困っている人からの SOS に遭遇。さらに雄太にとある緊急事態ま

で発生して…。T3 ミッション第 9 弾。 
朝日新聞 2014/10/26 

2013:12. / 190p 
978-4-08-321184-3 
620 円〔本体〕+税 

*9784083211843*
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フリープレイ～人生と芸術におけるインプロヴィゼーション～ 
スティーヴン・ナハマノヴィッチ/ 若尾 裕 著 
フィルムアート社 
即興演奏を中心に、さまざまな芸術分野における即興表現から、学問、生活や生

き方にいたるまで、芸術と人生を「インプロヴィゼーション(即興)」としてとらえ、その

真髄に迫る。芸術の哲学的解体新書。 
朝日新聞 2014/10/26 

2014:08. / 334p 
978-4-8459-1308-4 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784845913084*

 

現代の民話～あなたも語り手、わたしも語り手～(河出文庫 ま 13-1) 
松谷 みよ子 著 
河出書房新社 
夢の知らせ、臨死体験、生まれ変わり、学校の怪談…。今も民話は新たに生まれ

続けている。あなたも私も「語り手」でありうる民話の世界を、「現代民話」の第一人

者が、豊富な「おはなし」を素材に伝える。 
朝日新聞 2014/10/26 

2014:10. / 241p 
978-4-309-41321-1 
700 円〔本体〕+税 

*9784309413211*

 

身につく英語のための A to Z(岩波ジュニア新書 781) 
行方 昭夫 著 
岩波書店 
学校で勉強しているのに、なぜ英語を話せないのだろう。ネイティヴの英語ってい

つになったら聞き取れる? A から Z まで 26 のキーワードによる楽しいエッセイで、

使える英語力を獲得するコツがよくわかる。 
朝日新聞 2014/10/26 

2014:08. / 8p,187p 
978-4-00-500781-3 
800 円〔本体〕+税 

*9784005007813*

 

空気は踊る(ワンダー・ラボラトリ 02) 
結城 千代子/ 田中 幸/ 西岡 千晶 著 
太郎次郎社エディタス 
象を条理で解き明かす物理学者コンビと、 不条理の世界を描く漫画家が、 想像

しかできない「科学の不思議」な世界を、 想像以上の世界観で描き出す。 手元

に置きたくなる、 世界を描くあたらしい科学入門。 
朝日新聞 2014/10/26 

2014:08. / 85p,7p 
978-4-8118-0775-1 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784811807751*

 

ルポ差別と貧困の外国人労働者(光文社新書)  
安田 浩一 著 
光文社 
外国人研修・技能実習制度を使って日本に渡ってきた中国人の過酷な労働状

況、日系ブラジル人が日本でデカセギ労働者として味わう生活と苦労…。彼らの

心の痛みを描きながら、日本社会をも鋭く映すルポルタージュ。 
朝日新聞 2014/10/26 

2010:06. / ３１４ｐ 
978-4-334-03568-6 
860 円〔本体〕+税 

*9784334035686*

 

背表紙は歌う(創元推理文庫 M お 5-5) 
大崎 梢 著 
東京創元社 
取次会社の社員には辛辣な言葉を投げかけられ、作家が直々に足を運ぶ「書店

まわり」直前にはトラブルを予感させる出来事が…。出版社の新人営業マン・井辻

くんの奮闘をあたたかな筆致で描くミステリ短編集第 2 弾。 
朝日新聞 2014/10/26 

2013:07. / 281p 
978-4-488-48705-8 
640 円〔本体〕+税 

*9784488487058*
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粒でできた世界(ワンダー・ラボラトリ 01) 
結城 千代子/ 田中 幸/ 西岡 千晶 著 
太郎次郎社エディタス 
現象を条理で解き明かす物理学者コンビと、 不条理の世界を描く漫画家が、 想

像しかできない「科学の不思議」な世界を、 想像以上の世界観で描き出す。 手

元に置きたくなる、 世界を描くあたらしい科学入門。 
朝日新聞 2014/10/26 

2014:08. / 101p,8p 
978-4-8118-0774-4 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784811807744*

 

こころ(岩波文芸書初版本復刻シリーズ)  
夏目 金之助 著 
岩波書店 
私は其人を常に先生と呼んでゐた。だから此処でもたヾ先生と書く丈で本名は打

ち明けない。これは世間を憚る遠慮といふよりも、其方が私に取つて自然だからで

ある…。大正 3 年刊夏目漱石の「こころ」の初版を復刻。 
朝日新聞 2014/10/26 

2001:08. / 438p 
978-4-00-009142-8 
8,000 円〔本体〕+税 

*9784000091428*

 

国家と秘密～隠される公文書～(集英社新書 0759A)  
久保 亨/ 瀬畑 源 著 
集英社 
情報を隠して責任を曖昧にする国家の「無責任の体系」を可能にするものは何

か。その原因が情報公開と公文書の管理体制の不備にあることを平易に説明し、

2013 年末に可決された特定秘密保護法の問題点と今後を展望する。 
朝日新聞 2014/10/26 

2014:10. / 206p 
978-4-08-720759-0 
720 円〔本体〕+税 

*9784087207590*

 

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

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

ウェブマガジン『ポプラビーチ』連載を加筆修正して書籍化。 
朝日新聞 2014/10/26 

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

*9784591140826*

 

「李香蘭」を生きて(私の履歴書)  
山口 淑子 著 
日本経済新聞出版社 
「満州国」で育ち、戦時下の中国人大スターとなった日本人。華麗な伝説に隠さ

れた愛と涙の物語は、衝撃の結末へと向かう…。女優が歩んだ昭和私史。巻末に

川島芳子・漢奸裁判判決文を収録。『日本経済新聞』連載を単行本化。 
朝日新聞 2014/10/26 

2004:12. / ２２０，２１ｐ 
978-4-532-16492-8 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784532164928*

 

わたしの心のなか(鈴木出版の海外児童文学) 
シャロン・M.ドレイパー/ 横山 和江 著 
鈴木出版 
生まれてからずっと、たったひとつの言葉すら話したことがない。わたしはもうすぐ

11 歳になる-。脳性まひで話せず、満足に動けないメロディ。でも、彼女には秘め

られた能力があった…。障害を持つ少女の成長と希望の物語。 
朝日新聞 2014/10/26 

2014:09. / 333p 
978-4-7902-3294-0 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784790232940*
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哲学の使い方(岩波新書 新赤版 1500) 
鷲田 清一 著 
岩波書店 
答えがすぐには出ない、答えがあるかどうかもよくわからない-。そんな息苦しさを

抱えた時代に、私たちは哲学をどう「使う」ことができるのか? 「初期設定」の問い

かえしを試み、新たな見晴らしよい世界のありかたを考える。 
朝日新聞 2014/10/26 

2014:09. / 6p,245p 
978-4-00-431500-1 
800 円〔本体〕+税 

*9784004315001*

 

猫の古典文学誌～鈴の音が聞こえる～(講談社学術文庫 2264) 
田中 貴子 著 
講談社 
長い歴史のなかで、猫と人はどのように生を分かち合い、寄り添ってきたのか。

様々な時代の古典文学を平易な現代語に訳出し、息づく猫と人のドラマを丹念に

読み取る。夏目漱石の「吾輩は猫である」の猫に関するエッセイも収録。 
朝日新聞 2014/10/26 

2014:10. / 220p 
978-4-06-292264-7 
800 円〔本体〕+税 

*9784062922647*

 

プリティが多すぎる(文春文庫 お 58-2) 
大崎 梢 著 
文藝春秋 
出版社で文芸部門志望だったのに少女向けファッション誌に配属された新見佳

孝 26 歳。失敗の連続だが、先輩編集者にカメラマン、少女モデル達のプロ精神

に触れながら次第に変わっていく。舞台裏のドラマを描くお仕事成長物語。 
朝日新聞 2014/10/26 

2014:10. / 301p 
978-4-16-790203-2 
590 円〔本体〕+税 

*9784167902032*

 

李香蘭と原節子(岩波現代文庫Ｂ（文芸）） 
四方田 犬彦 著 
岩波書店 
同じ年齢のこの二人は、日本映画史において対照的な役割を演じてきた。日本

植民地の現地女性を演じ、戦後も国境を越えて活躍した李香蘭。軍人の妻を演じ

て、戦後は民主主義の「象徴」となった原節子。一九二○年に生まれて、異なる軌

跡を歩んできた二人の女優の生涯と仕事をジェンダーとナショナリズムの視点で

論じた力作。 
朝日新聞 2014/10/26 

2011:12. / 6p,437p 
978-4-00-602194-8 
1,280 円〔本体〕+税 

*9784006021948*

 

誰が「知」を独占するのか～デジタルアーカイブ戦争～(集英社新書 0756) 
福井 健策 著 
集英社 
情報のデジタル化に伴い、グーグルやアマゾンなど米国発の企業に世界の情報

インフラは掌握されつつある。世界中を巻き込んだ「知の覇権戦争」の 新事情

と、日本独自のアーカイブ整備の必要性を説く。 
朝日新聞 2014/10/26、読売新聞 2014/10/26 

2014:09. / 247p 
978-4-08-720756-9 
760 円〔本体〕+税 

*9784087207569*

 

吉田健一 
長谷川 郁夫 著 
新潮社 
批評、随筆、小説が三位一体となった独自の世界を築きあげた吉田健一。その生

涯と作品を膨大な資料を駆使して語り尽くす決定版評伝！ 
東京・中日新聞 2014/10/05 

2014:09. / 653p 
978-4-10-336391-0 
5,000 円〔本体〕+税 

*9784103363910*
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熱狂なきファシズム～ニッポンの無関心を観察する～ 
想田 和弘 著 
河出書房新社 
集団的自衛権、秘密保護法、原発再稼働……暴走する政治権力に抗うための視

点とは。『選挙』『精神』等の映画監督による初・評論集。 
東京・中日新聞 2014/10/05 

2014:08. / 290p 
978-4-309-24670-3 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784309246703*

 

緋の天空 
葉室 麟 著 
集英社 
闇を払う光となれ-。朝廷の権力争い、相次ぐ災害や疫病…。混迷を乗り越え、

夫・聖武天皇を支えて国と民を照らす大仏の建立を目指す。光明皇后の生涯を

描いた歴史長編。『小説すばる』掲載を加筆修正。 
東京・中日新聞 2014/10/05 

2014:08. / 339p 
978-4-08-771568-2 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784087715682*

 

「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。 
東京・中日新聞 2014/10/05 

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

*9784480016058*

 

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 
東京・中日新聞 2014/10/12 

2014:05. / 10p,323p 
978-4-00-024696-5 
2,900 円〔本体〕+税 

*9784000246965*

 

傲慢な婚活 
嶽本 野ばら 著 
新潮社 
結婚することにした。あてなどない。結婚は俺の抱える問題を解決してくれるから。

非音楽家兼小説家 44 歳、ほぼ実録（！）恋愛小説。 
東京・中日新聞 2014/10/12 

2014:09. / 381p 
978-4-10-466005-6 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784104660056*

 

「子どもの自殺」の社会学～「いじめ自殺」はどう語られてきたのか～ 
伊藤 茂樹 著 
青土社 
「いじめ自殺」が報道されるたびに社会は心を痛めるが、いまだ問題解決に踏み

出せないでいる。議論するかのように見えて「消費」するだけで終ってしまう現状を

精緻に分析。本当に有効な対策のための突破口を提示する。 
東京・中日新聞 2014/10/12 

2014:08. / 210p 
978-4-7917-6801-1 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784791768011*
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未婚 30 
白岩 玄 著 
幻冬舎 
過去に大ヒット作を出したきり売れなくなった作家の佑人。仕事は真面目にやりつ

つ掃除も料理もできない編集者の里奈。30 代の結婚は好きだけじゃ無理…。隠さ

れた心情をあばく本音小説。『ポンツーン』連載に加筆し単行本化。 
東京・中日新聞 2014/10/12 

2014:09. / 204p 
978-4-344-02632-2 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784344026322*

 

珈琲飲み～「コーヒー文化」私論～ 
中根 光敏 著 
洛北出版 
うかつにも珈琲の魅力に溺れてしまった学者の奮闘記。珈琲に、うきみをやつした

実体験から、コーヒー文化の妙味を、洒脱に紹介する 
東京・中日新聞 2014/10/19 

2014:09. / 382p 
978-4-903127-21-7 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784903127217*

 

春宵十話 改版(角川ソフィア文庫 L200-1) 
岡 潔 著 
KADOKAWA 
「人の中心は情緒である」天才的数学者でありながら、思想家として多くの名随筆

を遺した岡潔。戦後の西欧化が急速に進む中、伝統に培われた叡智が失われる

と警笛を鳴らした、氏の代表的名著。解説:中沢新一 
東京・中日新聞 2014/10/19 

2014:05. / 203p 
978-4-04-409464-5 
520 円〔本体〕+税 

*9784044094645*

 

「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。 
東京・中日新聞 2014/10/19 

2014:08. / 340p 
978-4-7917-6811-0 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784791768110*

 

なぜ時代劇は滅びるのか(新潮新書 586) 
春日 太一 著 
新潮社 
「水戸黄門」も終了し、もはや瀕死の時代劇。ヘタな役者、マンネリの演出、朝ドラ

化する大河…。凋落を招いた“真犯人”は誰だ! 圧倒的な熱量で放つ、時代劇へ

の鎮魂歌。『新潮 45』『オール讀物』掲載を大幅加筆し再編集。 
東京・中日新聞 2014/10/19 

2014:09. / 207p 
978-4-10-610586-9 
720 円〔本体〕+税 

*9784106105869*

 

ドミトリーともきんす 
高野 文子 著 
中央公論新社 
不思議な学生寮「ともきんす」。2 階には、科学を勉強する学生さん 4 人が住んで

います-。時空を超えて朝永振一郎、牧野富太郎、中谷宇吉郎、湯川秀樹と出会

った、ひと組の親子の物語。漫画で描く、自然科学の読書案内。 
東京・中日新聞 2014/10/19、読売新聞 2014/10/26 

2014:09. / 126p 
978-4-12-004657-5 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784120046575*
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日本政治とメディア～テレビの登場からネット時代まで～(中公新書 2283) 
逢坂 巌 著 
中央公論新社 
1953 年のテレビ放送開始は、政治家とメディアの関係を大きく変えた。佐藤栄作

政権で相次いだ放送介入から、橋下徹のツイッター活用術まで、戦後政治史をた

どり、政治家と国民とのコミュニケーションのあり方を問い直す。 
東京・中日新聞 2014/10/19、日本経済新聞 2014/10/19 

2014:09. / 3p,376p 
978-4-12-102283-7 
920 円〔本体〕+税 

*9784121022837*

 

グローバリズムという病 
平川 克美 著 
東洋経済新報社 
グローバリズムへの違和感を綴った経済エッセイ。わたしたちが逃れ得ぬ病に罹

患しつつも、それでも生き延びていくための道筋を示す。 
東京・中日新聞 2014/10/26 

2014:07. / 212p 
978-4-492-31450-0 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784492314500*

 

白神山地マタギ伝～鈴木忠勝の生涯～ 
根深 誠 著 
七つ森書館 
村の誰もが認めた伝承マタギであった鈴木忠勝。30 年に及ぶ付き合いのあった

著者が、残された写真や録音をもとに、その生涯を綴る。 
東京・中日新聞 2014/10/26 

2014:09. / 274p 
978-4-8228-1410-6 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784822814106*

 

若山牧水への旅～ふるさとの鐘～ 
前山 光則 著 
弦書房 
若山牧水はふるさと日向や延岡でどのような時を過ごして人間形成をし、世の中

へ出たのか。牧水の歌に込められた<ふるさと>がもつ奥深い意味をさぐる評伝。

牧水の主要短歌 143 首を収録。 
東京・中日新聞 2014/10/26 

2014:09. / 240p 
978-4-86329-105-8 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784863291058*

 

「音楽の捧げもの」が生まれた晩～バッハとフリードリヒ大王～ 
ジェイムズ・R.ゲインズ/ 松村 哲哉 著 
白水社 
晩年の傑作に隠されたメッセージを読み解く 
読売新聞 2014/10/05 

2014:06. / 344p,38p 
978-4-560-08359-8 
3,600 円〔本体〕+税 

*9784560083598*

 

谷崎潤一郎対談集<藝能編> 
谷崎 潤一郎 著, 谷崎 潤一郎/ 細江 光 編 
中央公論新社 
お気に入りの女優たちと、また友人たちと、文学・映画・演劇・歌舞伎や着物につ

いて闊達にかたりあった三十本。文豪初の対談集。 
読売新聞 2014/10/05 

2014:09. / 589p 
978-4-12-004649-0 
4,500 円〔本体〕+税 

*9784120046490*

 

なぜ世界でいま、「ハゲ」がクールなのか(講談社+α 新書 667-1A) 
福本 容子 著 
講談社 
アマゾン、ＧＳ、ＧＥ、ネットスケープ……世界の有力企業のＣＥＯはハゲで存在感

のある男性ばかり。無髪力の時代が来たと説く快著 
読売新聞 2014/10/05 

2014:08. / 205p 
978-4-06-272863-8 
840 円〔本体〕+税 

*9784062728638*
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猟師の肉は腐らない 
小泉 武夫 著 
新潮社 
猪を狩り、保存食を作り、自然を敬い、己の身を守る。猟師と山中に暮らし、受け

継がれた様々な知恵と工夫を学んだ、驚きの体験記。 
読売新聞 2014/10/05 

2014:07. / 252p 
978-4-10-454804-0 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784104548040*

 

本居宣長『古事記伝』を読む<4>(講談社選書メチエ 582) 
神野志 隆光 著 
講談社 
「聖帝」仁徳天皇が寵愛する八田若郎女。軽太子と軽大郎女の恋――歌物語を

中心に展開する古代世界を『古事記伝』はどう読み解いたか 
読売新聞 2014/10/05 

2014:09. / 297p 
978-4-06-258585-9 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784062585859*

 

憎悪のパレード(池袋ウエストゲートパーク 11) 
石田 衣良 著 
文藝春秋 
脱法ドラッグ、仮想通貨、ヘイトスピーチ。起こるトラブルは変わってもマコトたちは

変わらない。シリーズ第 11 弾、三年ぶりに登場。 
読売新聞 2014/10/05 

2014:07. / 263p 
978-4-16-390089-6 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784163900896*

 

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。 
読売新聞 2014/10/05 

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

*9784642057820*

 

ノーベル文学賞にもっとも近い作家たち～いま読みたい 38 人の素顔と作品～ 
青月社 編 
青月社 
今世界で話題の文学は、こんなにも面白い！ノーベル文学賞候補者と言われる

27 カ国 38 人を、大学教授をはじめとした専門化がわかりやすく解説。 
読売新聞 2014/10/05 

2014:09. / 247p 
978-4-8109-1277-7 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784810912777*

 

本居宣長『古事記伝』を読む<１>(講談社選書メチエ)  
神野志 隆光 著 
講談社 
本居宣長は「古事記」というテキストとどのように格闘し、何を読みとろうとしたの

か。全４４巻の大著「古事記伝」を精密に読み解く。１は、一之巻?十之巻を取り上

げる。 
読売新聞 2014/10/05 

2010:03. / ２２２ｐ 
978-4-06-258461-6 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784062584616*

 

オオサンショウウオ(そうえんしゃ写真のえほん 12) 
福田 幸広/ ゆうき えつこ 著 
そうえん社 

大 150 センチメートルにまで成長する世界 大の両生類・オオサンショウウオ。

世界で初めて撮影に成功した、オオサンショウウオの産卵から子育てまでを写真

で伝えます。 
読売新聞 2014/10/05 

2014:07. / 40p 
978-4-88264-331-9 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784882643319*
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本居宣長『古事記伝』を読む<２>(講談社選書メチエ 497） 
神野志 隆光 著 
講談社 
本居宣長は「古事記」というテキストとどのように格闘し、何を読みとろうとしたの

か。全 44 巻の大著「古事記伝」を精密に読み解く。2 は、十一之巻?二十之巻を

取り上げる。 
読売新聞 2014/10/05 

2011:05. / 247p 
978-4-06-258498-2 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784062584982*

 

本居宣長『古事記伝』を読む<3>(講談社選書メチエ 525) 
神野志 隆光 著 
講談社 
本居宣長は「古事記」というテキストとどのように格闘し、何を読みとろうとしたの

か。全 44 巻の大著「古事記伝」を精密に読み解く。3 は、二十一之巻?三十一之

巻を取り上げる。 
読売新聞 2014/10/05 

2012:03. / 278p 
978-4-06-258528-6 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784062585286*

 

「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。 
読売新聞 2014/10/05 

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

*9784905497233*

 

だからこそ、自分にフェアでなければならない。～プロ登山家・竹内洋岳のルー

ル～ 
小林 紀晴 著 
幻冬舎 
彼だけが何故、日本人で唯一、8 千メートル峰 14 座を登り切れたのか。写真家・

小林紀晴がプロ登山家・竹内洋岳にインタビューし、彼のルールに迫る。著者が

同行した天狗岳登山の様子も記す。 
読売新聞 2014/10/05 

2014:09. / 185p 
978-4-344-02627-8 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784344026278*

 

大西祝選集<1> 哲学篇(岩波文庫 青版 113-1) 
大西 祝 著, 小坂 国継 編 
岩波書店 
明治中期の哲学界・論壇を代表する思想家・大西祝は、学問と良心の自由を擁

護し、独自の理想主義を展開した。36 歳で急逝した思想家の精髄をまとめる。1
は、「良心起原論」と哲学論文 22 編を収録する。 
読売新聞 2014/10/05 

2013:11. / 545p,3p 
978-4-00-381131-3 
1,260 円〔本体〕+税 

*9784003811313*

 

「踊り場」日本論(犀の教室) 
小田嶋 隆/ 岡田 憲治 著 
晶文社 
政治と選挙をめぐる言葉、スポーツの語られ方、ネットでの論戦…。日本でもっとも

穏健なコラムニストと、もっとも良心的な政治学者が、白か黒か、右か左かの二項

対立から離れて、豊穣な議論への道筋を探る。 
読売新聞 2014/10/05 

2014:09. / 248p 
978-4-7949-6817-3 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784794968173*
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大西祝選集<2> 評論篇(岩波文庫 38-113-2) 
大西 祝 著, 大西 祝/ 小坂 国継 編 
岩波書店 
明治中期の哲学界・論壇を代表する思想家・大西祝は、学問と良心の自由を擁

護し、独自の理想主義を展開した。36 歳で急逝した思想家の精髄をまとめる。2
は、「和歌に宗教なし」などの評論 35 篇を収録する。 
読売新聞 2014/10/05 

2014:02. / 554p,4p 
978-4-00-381132-0 
1,260 円〔本体〕+税 

*9784003811320*

 

大西祝選集<3> 倫理学篇(岩波文庫 38-113-3) 
大西 祝 著, 大西 祝/ 小坂 国継 編 
岩波書店 
明治中期の哲学界・論壇を代表する思想家・大西祝は、学問と良心の自由を擁

護し、独自の理想主義を展開した。36 歳で急逝した思想家の精髄をまとめる。3
は、講義録「倫理学」と、倫理学に関する講演 3 篇を収録する。 
読売新聞 2014/10/05 

2014:05. / 554p,2p 
978-4-00-381133-7 
1,260 円〔本体〕+税 

*9784003811337*

 

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 
ＣＣＣメディアハウス 
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。 
読売新聞 2014/10/05 

2014:06. / 189p 
978-4-484-14216-6 
4,600 円〔本体〕+税 

*9784484142166*

 

本居宣長～文学と思想の巨人～(中公新書 2276) 
田中 康二 著 
中央公論新社 
漢意(からごころ)を排斥して大和魂を追究し、「物のあはれを知る」説を唱えたこと

で知られる、江戸中期の国学者・本居宣長。70 年におよぶ生涯を丹念にたどりつ

つ、文学と思想の両分野に屹立する宣長学の全体像を描き出す。 
読売新聞 2014/10/05 

2014:07. / 5p,240p 
978-4-12-102276-9 
840 円〔本体〕+税 

*9784121022769*

 

紀行せよ、と村上春樹は言う 
鈴村 和成 著 
未来社 
ランボー、金子光晴など旅する詩人たちの足跡を辿ることでその文学を解明して

きた著者が、村上春樹の作品世界に記された土地を実地に踏査するなかで、村

上文学のもつ固有性を探り出す。『文學界』ほか掲載をまとめて単行本化。 
読売新聞 2014/10/05 

2014:09. / 360p 
978-4-624-60116-4 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784624601164*

 

Red 
島本 理生 著 
中央公論新社 
妻、母として充実した毎日を送っていたはずの女は、かつての恋人と再会し、激し

く身体を重ねた記憶に導かれるように、快楽の世界へと足を踏み入れていく…。

『読売プレミアム』連載を大幅に加筆、修正。 
読売新聞 2014/10/05、日本経済新聞 2014/10/05 

2014:09. / 415p 
978-4-12-004654-4 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784120046544*



 37  

 

双子の遺伝子～「エピジェネティクス」が 2 人の運命を分ける～ 
ティム・スペクター/ 野中 香方子 著 
ダイヤモンド社 
うつ、自閉症、ガン、肥満…。どこまでが遺伝し、どこからが遺伝しないのか? 5000
組の双子を研究した権威が、人間の本質に迫る。長寿、ガン治療、iPS 細胞に関

わるキーワード「エピジェネティクス」がわかる一冊。 
読売新聞 2014/10/05、日本経済新聞 2014/10/12 

2014:09. / 5p,390p 
978-4-478-02293-1 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784478022931*

 

砂糖の世界史(岩波ジュニア新書)  
川北 稔 著 
岩波書店 
読売新聞 2014/10/12 

1996:07. / ２０８ｐ 
978-4-00-500276-4 
820 円〔本体〕+税 

*9784005002764*

 

貧乏サヴァラン(ちくま文庫)  
森 茉莉/ 早川 暢子 著 
筑摩書房 
読売新聞 2014/10/12 

1998:01. / ２３８ｐ 
978-4-480-03365-9 
540 円〔本体〕+税 

*9784480033659*

 

食べること考えること(散文の時間) 
藤原 辰史 著 
共和国/editorial republica 
「食へ?ものって単なる死骸のかたまりなんて?すか」。食生活、生命倫理をめく?っ

て、私たちに共考をうなか?す多彩なテクスト。 
読売新聞 2014/10/12 

2014:06. / 285p 
978-4-907986-01-8 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784907986018*

 

銀座の花売り娘～二日酔い主義傑作選～(文春文庫 い 26-22) 
伊集院 静 著 
文藝春秋 
飲む。打つ。書く。言い知れぬ哀しみを抱えながらもひたむきに生きる、若き日の

著者。往年の人気連載「二日酔い主義」がよみがえる。 
読売新聞 2014/10/12 

2014:09. / 315p 
978-4-16-790189-9 
600 円〔本体〕+税 

*9784167901899*

 

ポー怪奇幻想集～ヴィジュアル・ストーリー～<1> 赤の怪奇 
E.A.ポー/ 金原 瑞人/ ダビッド・ガルシア・フォレス 著 
原書房 
E・A・ポーの怪奇ゴシック風味のファンタジーと詩を、読みやすい新訳と現代にふ

さわしいイラストで掲載。1 は、「告げ口心臓」「アナベル・リー」など全 4 編を収録。 
読売新聞 2014/10/12 

2014:09. / 91p 
978-4-562-05094-9 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784562050949*

 

「しないこと」リストのすすめ～人生を豊かにする引き算の発想～(ポプラ新書 
041) 
辻 信一 著 
ポプラ社 
明日できることは、今日しない。あなたを振り回す「すること」リストをやめて、「しな

いこと」リストをつくってみよう。人生に自由と生きがいを取り戻す、引き算の発想を

伝える。 
読売新聞 2014/10/12 

2014:09. / 224p 
978-4-591-14164-9 
780 円〔本体〕+税 

*9784591141649*
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本の「使い方」～1 万冊を血肉にした方法～(角川 one テーマ 21 D-42)  
出口 治明 著 
KADOKAWA 
本を読むときは、1 行たりとも読み飛ばしてはいけない。何かを学ぶなら、厚い本

→薄い本の順。「自分の頭で考える力」をつけるための読書法を、稀代の読書家

が具体的に説き明かす。 
読売新聞 2014/10/12 

2014:09. / 237p 
978-4-04-101649-7 
800 円〔本体〕+税 

*9784041016497*

 

現代女性秀歌 
栗木 京子 著 
ＮＨＫ出版 
昭和 20 年代から現代までに発表された女性歌人の作品を、恋・母性・病・老いな

どの 9 項目から選んで取り上げ、女性ならではの濃やかな視線で鑑賞する。NHK
ラジオテキストに加筆して単行本化。 
読売新聞 2014/10/12 

2014:08. / 238p 
978-4-14-016228-6 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784140162286*

 

偶然の日本文学～小説の面白さの復権～ 
真銅 正宏 著 
勉誠出版 
偶然を、作家はどのように創り上げ、読者はどのように受け取るのか。夏目漱石、

森?外、横光利一、谷崎潤一郎、江戸川乱歩などの作品を素材に、仕組まれた偶

然を考察、小説の面白さを再発見する。 
読売新聞 2014/10/12 

2014:09. / 251p 
978-4-585-29077-3 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784585290773*

 

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

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

察。人を動かすヒントを紹介する。 
読売新聞 2014/10/12 

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

*9784799315255*

 

日本料理龍吟 
山本 征治 著 
高橋書店 
素材と対峙し、明確な理論をもってして調理法の根拠を突き詰めるのが「理を料

る」料理である。和食店「日本料理龍吟」を営む著者が、自らの作品を写真と共に

紹介しながら、日本料理の「理」に迫る。 
読売新聞 2014/10/12 

2012:05. / 215p 
978-4-471-40046-0 
7,000 円〔本体〕+税 

*9784471400460*

 

父と息子の大闘病日記 
神足 裕司/ 神足 祐太郎 著 
扶桑社 
2011 年、父・神足裕司が重度くも膜下出血に倒れたことによって、24 歳でケアの

当事者となった息子・神足祐太郎が綴る闘病日記。神足裕司のコメントも掲載。

『週刊 SPA!』連載に加筆修正して書籍化。 
読売新聞 2014/10/12 

2014:09. / 182p 
978-4-594-07127-1 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784594071271*
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さよなら広告さよならニッポン～天野祐吉対話集～ 
天野 祐吉 著 
芸術新聞社 
誰よりも時代を面白がり、「ヤジ」を飛ばし続けた天野祐吉。谷川俊太郎、糸井重

里、仲畑貴志、辻井喬、住井すゑ、筑紫哲也…。当代きっての「ヤジ馬」が遺し

た、14 の対話。『広告批評』掲載等を単行本化。 
読売新聞 2014/10/12 

2014:09. / 389p 
978-4-87586-404-2 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784875864042*

 

京都の中華～餃子・春巻・酢豚で知る、京都らしい京都。～ 
姜 尚美 著 
京阪神エルマガジン社 
京都の中華は、ほかの街とちょっと違う。京都に育った著者が個人的に好きな京

都の中華料理店を取材し、どのように今の味に落ち着いたのかを紹介する。京都

と中華のなれそめなどもまとめる。データ:2012 年 4 月現在。 
読売新聞 2014/10/12 

2012:05. / 111p 
978-4-87435-383-7 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784874353837*

 

生きていく食事～神足裕司は甘いで目覚めた～ 
神足 裕司/ 神足 明子 著 
主婦の友社 
生きるってことは、食べることなんだなあ-。くも膜下出血で倒れたが奇跡的に復

活、自宅介護となったコラムニスト・神足裕司とその妻・明子による、介護と食を巡

る泣き笑いコラム。担当医や友人たちの応援コメントも掲載。 
読売新聞 2014/10/12 

2014:10. / 207p 
978-4-07-295478-2 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784072954782*

 

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。 
読売新聞 2014/10/12 

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

*9784334038144*

 

0 円で空き家をもらって東京脱出!～地方移住を描いたコミックエッセイ～ 
つる けんたろう 著 
朝日新聞出版 
漫画家をめざして上京したもののまったく芽が出ず、東京貧乏ライフを送っていた

が、ひょんなことから尾道の空き家を 0 円でゲット。地元の人と助け合い、自ら左

官作業で家を直して住む、そんな地方移住ライフをコミックで描く。 
読売新聞 2014/10/12 

2014:08. / 156p 
978-4-02-251207-9 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784022512079*

 

リングから見えた殺意～女子プロレスラー・鬼剣魔矢の推理～ 
尾崎 魔弓 著 
祥伝社 
美貌の悪役レスラー・鬼剣魔矢の試合を毎試合見に来ている銀行支店長が、殺

人事件の容疑者に。いつしか魔矢も事件の渦中に巻き込まれ…。大胆な殺人トリ

ック、業界トリビア、意外な犯人。プロレスラーだけが書けるミステリー。 
読売新聞 2014/10/12 

2014:09. / 271p 
978-4-396-61502-4 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784396615024*
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バビロン行きの夜行列車(ハルキ文庫 フ 1-1) 
レイ・ブラッドベリ/ 金原 瑞人/ 野沢 佳織 著 
角川春樹事務所 
バビロンへと走る夜行列車に、乗り合わせた奇妙な男…。表題作をはじめ、SF、幻

想譚など多彩なスタイルのなかに、抒情と感傷と豊かな想像の魅力がつまった全

21 篇を収録。物語の魔術師・ブラッドベリのとっておきの短篇集。 
読売新聞 2014/10/12 

2014:09. / 375p 
978-4-7584-3848-3 
940 円〔本体〕+税 

*9784758438483*

 

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。 
読売新聞 2014/10/12 

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

*9784773814187*

 

小池邦夫の彩墨富嶽百景 
小池 邦夫 著 
郵研社 
書家であり絵手紙作家でもある小池邦夫が、世界遺産の富士山と向き合って取り

組んだ「彩墨富嶽百景」。小池邦夫絵手紙美術館開館 10 周年記念「富嶽百景

展」の作品もすべて掲載。小池邦夫の“全力講座”を収録した DVD 付き。 
読売新聞 2014/10/12 

2014:07. / 167p 
978-4-946429-16-3 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784946429163*

 

海賊たちの黄金時代～アトランティック・ヒストリーの世界～(MINERVA 歴史・

文化ライブラリー 24) 
マーカス・レディカー 著 
ミネルヴァ書房 
過酷な労働環境から抜け出すために海賊となり、権力に抵抗した近世大西洋世

界の船乗りたち。海賊史の第一人者が、四大陸の相互連関を考究する「アトラン

ティック・ヒストリー」の観点から、海賊たちの姿を鮮明に描き出す。 
読売新聞 2014/10/12、朝日新聞 2014/10/19 

2014:08. / 21p,307p,10p 
978-4-623-07110-4 
3,500 円〔本体〕+税 

*9784623071104*

 

英語と英国と英国人(講談社文芸文庫)  
吉田健一（１９１２－１９７７） 著 
講談社 
読売新聞 2014/10/19 

1992:05. / ３３１ｐ 
978-4-06-196177-7 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784061961777*

 

アメリカと私(講談社文芸文庫)  
江藤 淳 著 
講談社 
読売新聞 2014/10/19 

2007:06. / ３８４ｐ 
978-4-06-198479-0 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784061984790*
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そうか、もう君はいないのか(新潮文庫)  
城山 三郎 著 
新潮社 
読売新聞 2014/10/19 

2010:07. / １７３ｐ 
978-4-10-113334-8 
400 円〔本体〕+税 

*9784101133348*

 

ライカでショット！～私が歩んだ道と時代～(新潮文庫 さ-84-1)  
笹本 恒子 著 
新潮社 
日本初の女性報道写真家は只今 100 歳、まだまだ現役。波瀾万丈の人生を辿る

エッセイ。 
読売新聞 2014/10/19 

2014:09. / 284p 
978-4-10-126161-4 
520 円〔本体〕+税 

*9784101261614*

 

必然的にばらばらなものが生まれてくる 
田中 功起 著 
武蔵野美術大学出版局 
現代美術界を牽引するアーティスト田中功起による書き下ろしテキスト。「作品」と

「制作行為」について具体的に論じる。 
読売新聞 2014/10/19 

2014:08. / 287p 
978-4-86463-018-4 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784864630184*

 

読めば身につく!これが最後のワイン入門 
山本 昭彦 著 
講談社 
テーマごとのぶつ切り、できの悪い教科書、ちっとも頭に入らない、巷に満ちる「入

門書」への怨嗟の声を、きれいさっぱり一掃します！ 
読売新聞 2014/10/19 

2014:09. / 221p 
978-4-06-219117-3 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784062191173*

 

甘美なる作戦(CREST BOOKS) 
イアン・マキューアン 著 
新潮社 
MI5 の美人エージェントと若き小説家。二人の愛は幻だったのか？ 自伝的で小

説論的。ブッカー賞作家による野心あふれる恋愛小説。 
読売新聞 2014/10/19 

2014:09. / 410p 
978-4-10-590111-0 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784105901110*

 

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。 
読売新聞 2014/10/19 

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

*9784163901091*

 

生き抜くための整体～カラダとココロのゆるめ方～(14 歳の世渡り術) 
片山 洋次郎 著 
河出書房新社 
力を発揮したい時こそ、深い呼吸で力を抜こう。癖やしぐさを観察し、心の状態を

整える方法を解説。身体と心を楽にするメソッド満載！ 
読売新聞 2014/10/19 

2014:09. / 222p 
978-4-309-61689-6 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784309616896*
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英語教育論争から考える 
鳥飼 玖美子 著 
みすず書房 
「英語教育大論争」を現在の視点で考察し、今の英語教育の深刻な問題点を説

く。小学校英語、英語公用語、文科省教育改革の実態など。 
読売新聞 2014/10/19 

2014:08. / 3p,203p,6p 
978-4-622-07847-0 
2,700 円〔本体〕+税 

*9784622078470*

 

写真家が捉えた昭和のこども 
木村 伊兵衛 著 
クレヴィス 
どんな時にも笑顔があった。みんな競って遊んでいた。昭和 11 年から 51 年まで

に、木村伊兵衛、土門拳ら 19 人の写真家が撮影した、元気なこどもたちの姿を

収録した写真集。 
読売新聞 2014/10/19 

2014:10. / 183p 
978-4-904845-39-4 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784904845394*

 

宮台教授の就活原論(ちくま文庫 み 18-7) 
宮台 真司 著 
筑摩書房 
「デタラメな社会」で、どんな企業を選び、どんな働き方をすべきか。社会学者とし

て、大学の就職支援委員会委員長の経験も基に、社会、仕事、就活、すべてを串

刺しにして語った画期的就活論。 
読売新聞 2014/10/19 

2014:09. / 314p 
978-4-480-43208-7 
780 円〔本体〕+税 

*9784480432087*

 

人間、やっぱり情でんなぁ 
竹本 住大夫/ 樋渡 優子 著 
文藝春秋 
人形浄瑠璃「文楽」の大夫として、日本人の義理人情を語りつづけて 68 年。語り

の力で人びとを泣き笑いさせてきた住大夫師匠が、日本人の情、先人たちの思い

出、文楽の来し方行く末を語り尽す。 
読売新聞 2014/10/19 

2014:10. / 255p 
978-4-16-390138-1 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784163901381*

 

アグルーカの行方～129 人全員死亡、フランクリン隊が見た北極～(集英社文庫 
か 60-3) 
角幡 唯介 著 
集英社 
19 世紀、英国を出発したフランクリン隊は北極探検中にその姿を消した。彼らは

そこでどんな光景を目にしたのか。その足跡をたどった壮大な冒険記。講談社ノ

ンフィクション賞受賞作。(解説/東えりか) 
読売新聞 2014/10/19 

2014:09. / 455p 
978-4-08-745229-7 
780 円〔本体〕+税 

*9784087452297*

 

アメリカなう。 
小国 綾子 著 
小学館 
日本から見たアメリカは変てこで不思議な国だけど、アメリカから見た日本だって

負けず劣らず面白い国だった! 夫の転勤命令で“出たとこ勝負”のアメリカ生活を

始めた著者が、日米の違いをユーモアたっぷりに綴る。 
読売新聞 2014/10/19 

2011:03. / 255p 
978-4-09-379819-8 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784093798198*
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壇蜜日記(文春文庫 た 92-1) 
壇 蜜 著 
文藝春秋 
賞味期限切れのソースで運試し、新聞を読めば求人欄が気になる。ショックなこと

があるとひたすら眠り、コンビニで肌着類の品揃えが充実していると他人事なのに

ホッとする-。壇蜜が綴った 2013-2014 の日記。 
読売新聞 2014/10/19 

2014:10. / 201p 
978-4-16-790212-4 
570 円〔本体〕+税 

*9784167902124*

 

災害とレジリエンス～ニューオリンズの人々はハリケーン・カトリーナの衝撃をど

う乗り越えたのか～ 
トム・ウッテン/ 保科 京子 著 
明石書店 
ハリケーン・カトリーナに襲われたニューオリンズ。目の前の悲惨な状況、政府の

大失態と高圧的な態度…。街を愛するがゆえに過酷な試練と闘い、決して屈せ

ず、コミュニティ再生に懸けた住民と地域リーダーたちの物語。 
読売新聞 2014/10/19 

2014:07. / 395p 
978-4-7503-4050-0 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784750340500*

 

世にも奇妙な職業案内  
ナンシー・リカ・シフ/ 伴田 良輔 著 
スペースシャワーネットワーク 
１９８９年、ハリウッド競馬場で撮影中、レースが終わるたびに姿を現す男がいた。

後に、彼は競技場の公式タイムキーパーだということがわかった。他にも、赤ちゃ

ん調教師、ビールきき、殴られ屋など奇妙な職業を紹介。 
読売新聞 2014/10/19 

2004:05. / １３１ｐ 
978-4-86020-094-7 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784860200947*

 

シルクロードの現代日本人列伝～彼らはなぜ、文化財保護に懸けるのか?～ 
白鳥 正夫 著 
三五館 
探検家でもあり、国際交流の先駆者ともいえる、「大唐西域記」の著者・玄奘の遺

志を継ぎ、国際貢献に尽くす日本人たちがいる。シルクロードの文化財保護によ

り、地道な平和活動を実践してきた 4 氏の取り組みを紹介する。 
読売新聞 2014/10/19 

2014:10. / 238p 図 版
16p 
978-4-88320-622-3 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784883206223*

 

同居人の美少女がレズビアンだった件。(コミックエッセイの森) 
小池 みき/ 牧村 朝子 著 
イーストプレス 
「女の子を好きになってしまう自分」に悩み、引きこもりがちだった生活の荒療治と

して、大人数が住むシェアハウスに入居したまきむぅは、やがて運命の恋人・森ガ

と巡り会い…。ありのままの恋を応援するコミックエッセイ。 
読売新聞 2014/10/19 

2014:09. / 148p 
978-4-7816-1249-2 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784781612492*

 

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。 
読売新聞 2014/10/19 

2014:07. / 282p 
978-4-7917-6805-9 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784791768059*
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新東京風景論～箱化する都市、衰退する街～(NHK ブックス 1221) 
三浦 展 著 
ＮＨＫ出版 
歩き回る自由や猥雑さを残してこそ街は楽しくなる。日本橋・新宿・品川・豊洲・立

川など、都市の風景をジブリ的、アトム的、パンク的の 3 つの評価軸で分析し、日

本人はこれからどう街をつくっていけるかを今こそ問いなおす。 
読売新聞 2014/10/19 

2014:09. / 214p 
978-4-14-091221-8 
1,150 円〔本体〕+税 

*9784140912218*

 

死の棘 改版(新潮文庫)  
島尾 敏雄 著 
新潮社 
読売新聞 2014/10/26 

2003:02. / ６２０ｐ 
978-4-10-116403-8 
840 円〔本体〕+税 

*9784101164038*

 

須賀敦子を読む(新潮文庫 ゆ 12-1） 
湯川 豊 著 
新潮社 
読売新聞 2014/10/26 

2011:12. / 238p 
978-4-10-136756-9 
460 円〔本体〕+税 

*9784101367569*

 

ミラノ霧の風景～須賀敦子コレクション～(白水Ｕブックス)  
須賀 敦子 著 
白水社 
イタリアでの遠い日々を追想するエッセイ 
読売新聞 2014/10/26 

2001:12. / ２２２ｐ 
978-4-560-07357-5 
870 円〔本体〕+税 

*9784560073575*

 

ヴェネツィアの宿～須賀敦子コレクション～(白水Ｕブックス)  
須賀 敦子 著 
白水社 
ヴェネツィアの宿で思いめぐらす遙かな記憶 
読売新聞 2014/10/26 

2001:10. / ２６６ｐ 
978-4-560-07354-4 
950 円〔本体〕+税 

*9784560073544*

 

ヒア・アンド・ナウ～往復書簡 2008-2011～ 
ポール・オースター/ J.M.クッツェー/ くぼた のぞみ/ 山崎 暁子 著 
岩波書店 
二一世紀に小説の意義を問うすべての読者に贈る 
読売新聞 2014/10/26 

2014:09. / 5p,309p 
978-4-00-024524-1 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784000245241*

 

挽歌集～建築があった時代へ～ 
磯崎 新 著 
白水社 
建築界の知の巨人が、ルイス・カーンから丹下健三、デリダまで愛惜の 50 人への

思いを綴る。20 世紀批評としての追悼文集。 
読売新聞 2014/10/26 

2014:09. / 341p,2p 
978-4-560-08393-2 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784560083932*
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怪盗グリフィン、絶体絶命(講談社文庫 の 7-11) 
法月 綸太郎 著 
講談社 
怪盗グリフィンに、メトロポリタン美術館が所蔵するゴッホの絵を盗んでほしいという

依頼が。グリフィンがとった大胆不敵な行動とは？ 
読売新聞 2014/10/26 

2014:09. / 297p 
978-4-06-277909-8 
610 円〔本体〕+税 

*9784062779098*

 

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。 
読売新聞 2014/10/26 

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

*9784103056546*

 

<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。 
読売新聞 2014/10/26 

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

*9784393333372*

 

電氣ホテル 
吉田 篤弘 著 
文藝春秋 
それは、この世の 2 階にある-。2 人の詩人と連れの猿チューヤー、気の荒い駱駝

にボーイに図書館司書。いかにもとぼけた登場人物ばかりの奇天烈なホテルの物

語。 
読売新聞 2014/10/26 

2014:09. / 236p 
978-4-16-390130-5 
1,750 円〔本体〕+税 

*9784163901305*

 

伝説の映画美術監督たち×種田陽平(SPACE SHOWER BOOKS) 
種田 陽平/ 金原 由佳/ 轟 夕起夫 著 
スペースシャワーネットワーク 
美術監督・種田陽平が 13 人の映画美術の巨匠たちにインタビュー。彼らの放つ

“生の言葉”を現代の映画ファンに紹介する。作品の写真も掲載。『キネマ旬報』連

載をもとに書籍化。 
読売新聞 2014/10/26 

2014:10. / 255p 
978-4-907435-28-8 
4,700 円〔本体〕+税 

*9784907435288*

 

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。 
読売新聞 2014/10/26 

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

*9784620108070*
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五十鈴川の鴨(岩波現代文庫) 
竹西 寛子 著 
岩波書店 
静寂な川の流れに、生きては会えぬ人のおもざし。あたうかぎりの寡黙と忍耐にひ

めた原爆の影-。熟年男性の友情とその行方を描いた原爆文学の表題作ほか、著

者後期の代表的名短篇を収録。 
読売新聞 2014/10/26 

2014:10. / 5p,183p 
978-4-00-602247-1 
740 円〔本体〕+税 

*9784006022471*

 

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。 
読売新聞 2014/10/26 

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

*9784864880541*

 

巨人 V9 とその時代 
山室 寛之 著 
中央公論新社 
昭和 34 年 6 月、長嶋天覧サヨナラ本塁打がプロ野球黄金期への幕を開けた-。
プロアマ断絶、ON 砲、巨人・阪神 2 連戦と V9…。野球を不動の国民的スポーツ

へ押し上げた昭和のプロ野球黄金期を描く。 
読売新聞 2014/10/26 

2014:09. / 357p 
978-4-12-004647-6 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784120046476*

 

人生の意味と神～信仰をめぐる対話～ 
ヴィクトール・フランクル/ ピンハス・ラピーデ/ 芝田 豊彦/ 広岡 義之 著 
新教出版社 
ナチ強制収容所を生き延びた精神科医と、ユダヤ教の立場に立つ神学者が、人

生の意味探求にとって「神」とは何か、聖書をどう読むか、悪はなぜあるか、人間と

は何ものかをめぐって、真摯な対話を行う。 
読売新聞 2014/10/26 

2014:09. / 193p 
978-4-400-31072-3 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784400310723*

 

ラフカディオ・ハーンの英作文教育 
アラン・ローゼン/ 西川 盛雄 著 
弦書房 
ハーンは日本の若者に何を伝えたかったのか。ハーン直筆の添削跡、生徒への

コメントが残る約 90 枚のノートを収録。その内容を判読・復元し、日本語訳を付

す。教育者としてのハーンを明らかにする一級資料。 
読売新聞 2014/10/26 

2011:04. / 215p 
978-4-86329-057-0 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784863290570*

 

ひみつのひでお日記(単行本コミックス) 
吾妻 ひでお 著 
KADOKAWA 
自転車に乗る JK の群れを見たがめんどくさいので絵にはしたくない。メイドカフェ

に行った-。吾妻ひでおが描く、どーでもいい日常の日記。オフィシャル・ホームペ

ージ掲載のイラスト・文章をもとに単行本化。 
読売新聞 2014/10/26 

2014:09. / 179p 
978-4-04-102263-4 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784041022634*
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こんにちは、ユダヤ人です(河出ブックス 077) 
ロジャー・パルバース/ 四方田 犬彦 著 
河出書房新社 
ユダヤ人がアメリカに、そして世界にもたらした豊かさとは何か、イスラエルと日本

の悲しい共通点とは何か。国籍を捨てたユダヤ人と、イスラエル滞在体験をもつ

日本人の、知性とユーモアが躍動する対話によるユダヤ入門。 
読売新聞 2014/10/26 

2014:10. / 252p 
978-4-309-62477-8 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784309624778*

 

ラフカディオ・ハーンの英語クラス～黒板勝美のノートから～ 
平川 祐弘 編 
弦書房 
明治 25?26 年、熊本五高生だった黒板勝美自筆のラフカディオ・ハーン授業ノー

トをもとに、テキストを使わずに独自の教授法を試みたハーンの英語教育につい

て考察。文学者・教育者としてのハーンの実像を明らかにする。 
読売新聞 2014/10/26 

2014:10. / 170p 
978-4-86329-106-5 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784863291065*

 

ラフカディオ・ハーンの英語教育～友枝高彦・高田力・中土義敬のノートから～ 
富山大学附属図書館ヘルン文庫/ 平川 祐弘 著 
弦書房 
ラフカディオ・ハーンは熊本五高生たちに英語をどのように教えていたのか。明治

26?27 年の授業内容を克明に記録した五高生の「講義ノート」の筆写原版・復元・

日本語訳を収録し、ハーンの熊本時代の実像を明らかにする。 
読売新聞 2014/10/26 

2013:03. / 143p 
978-4-86329-085-3 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784863290853*

 

善の研究 改版(岩波文庫 青版 124-1） 
西田 幾多郎 著 
岩波書店 
日本経済新聞 2014/10/05 

2012:03. / 372p 
978-4-00-331241-4 
840 円〔本体〕+税 

*9784003312414*

 

危機の二十年～理想と現実～(岩波文庫) 
エドワ－ド・ハレット・カ－/ 原彬久 著 
岩波書店 
日本経済新聞 2014/10/05 

2011:11. / 544, 
978-4-00-340221-4 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784003402214*

 

松風の門 改版(新潮文庫 や-2-23） 
山本 周五郎 著 
新潮社 
日本経済新聞 2014/10/05 

2010:08. / 489p 
978-4-10-113423-9 
710 円〔本体〕+税 

*9784101134239*

 

峠<上巻>(新潮文庫)  
司馬 遼太郎 著 
新潮社 
日本経済新聞 2014/10/05 

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

*9784101152400*
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峠<中巻>(新潮文庫)  
司馬 遼太郎 著 
新潮社 
日本経済新聞 2014/10/05 

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

*9784101152417*

 

峠<下巻>(新潮文庫)  
司馬 遼太郎 著 
新潮社 
日本経済新聞 2014/10/05 

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

*9784101152424*

 

国際政治～恐怖と希望～(中公新書)  
高坂 正尭 著 
中央公論新社 
日本経済新聞 2014/10/05 

2000:05. / ２０５ｐ 
978-4-12-100108-5 
660 円〔本体〕+税 

*9784121001085*

 

競争優位の戦略～いかに高業績を持続させるか～  
マイケル・Ｅ．ポ－タ－/ 土岐坤 著 
ダイヤモンド社 
日本経済新聞 2014/10/05 

1985:12. / 659p 
978-4-478-37019-3 
7,800 円〔本体〕+税 

*9784478370193*

 

革命と騒乱のエジプト～ソーシャルメディアとピーク・オイルの政治学～ 
山本 達也 著 
慶應義塾大学出版会 
革命と騒乱の真因を精緻に分析、今後を予測 
日本経済新聞 2014/10/05 

2014:06. / 220p,4p 
978-4-7664-2141-5 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784766421415*

 

数学記号の誕生 
ジョセフ・メイザー/ 松浦 俊輔 著 
河出書房新社 
数学記号はなぜ、どのように生まれ、数学者にどんなひらめきをもたらしたのか？ 

数学記号の謎から「数学的思考」の正体を明かす！ 
日本経済新聞 2014/10/05 

2014:09. / 321p 
978-4-309-25303-9 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784309253039*

 

国境の人びと～再考・島国日本の肖像～(新潮選書) 
山田 吉彦 著 
新潮社 
北方領土、対馬、竹島、尖閣……境界だからこそ晒される脅威と苦難。だが、そこ

にもしっかりと根を下ろし生活する人々の姿があった。 
日本経済新聞 2014/10/05 

2014:08. / 287p 
978-4-10-603754-2 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784106037542*
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新興アジア経済論～キャッチアップを超えて～(シリーズ現代経済の展望) 
末廣 昭 著 
岩波書店 
グローバル化、経済自由化、IT 革命…。国際環境は大きく変化している。経済発

展と社会発展の両面からアジア経済を捉え直し、「キャッチアップ型工業化論」を

刷新する。 
日本経済新聞 2014/10/05 

2014:07. / 14p,240p 
978-4-00-028742-5 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784000287425*

 

人口回復～出生率 1.8 を実現する戦略シナリオ～ 
日本経済研究センター 編 
日本経済新聞出版社 
人口回復のために日本がなすべき事とは。出生率を 30 年かけて 2.0 にしたフラ

ンス、女性労働の戦力化で成長したオランダなど、海外の成功事例に基づき、人

口減少回避策を明示する。 
日本経済新聞 2014/10/05 

2014:08. / 261p 
978-4-532-35608-8 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784532356088*

 

現代の経営<上>(ドラッカー名著集)  
Ｐ．Ｆ．ドラッカー/ 上田 惇生 著 
ダイヤモンド社 
経営学を創始しかつ確立した経営学者、ピーター・Ｆ・ドラッカーの経営書の３大

古典のひとつの 新訳。経営の、時代がどう変わろうとも変化しようのない基本の

部分を明らかにした名著。 
日本経済新聞 2014/10/05 

2006:11. / 268p 
978-4-478-30700-7 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784478307007*

 

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 2014/10/05 

2012:11. / 250p 
978-4-7981-2409-4 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784798124094*

 

芥川龍之介考 
中村 稔 著 
青土社 
現代日本文学の扉を開き、昭和 2 年に 35 歳で自死した芥川龍之介の魂の軌跡

を、文壇の長老・中村稔が哀憐の情をこめて懇切に描き出す。新たな危機の時代

に芥川を甦らせる書き下ろし論考。 
日本経済新聞 2014/10/05 

2014:08. / 260p 
978-4-7917-6812-7 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784791768127*

 

現代の経営<下>(ドラッカー名著集)  
Ｐ．Ｆ．ドラッカー/ 上田 惇生 著 
ダイヤモンド社 
経営学を創始しかつ確立した経営学者、ピーター・Ｆ・ドラッカーの経営書の３大

古典のひとつの 新訳。企業経営の全容が見え、すべてを位置づけられ、あらゆ

る経営論の位置づけまでできる経営書。 
日本経済新聞 2014/10/05 

2006:11. / 286p 
978-4-478-30701-4 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784478307014*
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現代日本政治史～政治改革と政権交代～ 
薬師寺 克行 著 
有斐閣 
「政治改革」運動は、日本政治に何をもたらしたのか? 1989 年以降の日本政治の

動きを描きつつ、政治記者として権力の中枢に接してきた著者が、「改革」を中心

とした変化の意味を分析・考察する。 
日本経済新聞 2014/10/05 

2014:09. / 15p,354p 
978-4-641-14909-0 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784641149090*

 

旅屋おかえり(集英社文庫 は 44-1) 
原田 マハ 著 
集英社 
売れないアラサータレント“おかえり"こと岡えりか。ひょんなきっかけで始めた「旅

代理業」は依頼人や出会った人々を笑顔に変えていく。『楽園のカンヴァス』の著

者が贈る感動の物語。(解説/吉田伸子) 
日本経済新聞 2014/10/05 

2014:09. / 349p 
978-4-08-745225-9 
600 円〔本体〕+税 

*9784087452259*

 

精神現象学  
ヘーゲル/ 長谷川 宏 著 
作品社 
西洋近代哲学の中で一際高くそびえ立つヘーゲルの体系。その 初の書であり

彼の方法論と問題意識と主題が強く打ち出されている「精神現象学」の新訳。哲

学専門用語の類を避け、平易な日本語に移した、訳者奮闘の成果。 
日本経済新聞 2014/10/05 

1998:03. / ５６０ｐ 
978-4-87893-294-6 
4,800 円〔本体〕+税 

*9784878932946*

 

入門老荘思想(ちくま新書 1079) 
湯浅 邦弘 著 
筑摩書房 
無為無欲とは? 新資料を踏まえて「老子」「荘子」の言葉をじっくり読み解き、その

謎に包まれた思想を解き明かす。また、後年の中国思想家や仏教への影響、江

戸期の日本やその他ヨーロッパ諸国での受容にも目を向ける。 
日本経済新聞 2014/10/05 

2014:07. / 261p 
978-4-480-06783-8 
840 円〔本体〕+税 

*9784480067838*

 

CS は女子力で決まる!～「顧客満足・従業員満足・収益力の同時達成」で企業は

育つ～ 
小川 孔輔 著 
生産性出版 
女性が働く場所として魅力がある企業の顧客満足(CS)は高くなる! クロスカンパニ

ー、ヤオコー、オルビスなど 7 社の事例を挙げながら、劇場風アプローチで「顧客

を大事にする企業」と「働きやすさ」との関係を読み解く。 
日本経済新聞 2014/10/05 

2014:08. / 297p 
978-4-8201-2030-8 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784820120308*

 

身近な疑問が解ける経済学(日経文庫 1317) 
松井 彰彦 著, 日本経済新聞社 編 
日本経済新聞出版社 
第一線で活躍する経済学者たちが、「ゲーム理論」「行動経済学」など専門分野の

エッセンスを、子供の宿題やダイエットといった具体例を織り交ぜてわかりやすく

解説する。ブックガイドも収録。『日本経済新聞』連載を加筆修正。 
日本経済新聞 2014/10/05 

2014:09. / 241p 
978-4-532-11317-9 
860 円〔本体〕+税 

*9784532113179*
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古寺巡礼 改版(岩波文庫 青 144-1） 
和辻 哲郎 著 
岩波書店 
大正七年の五月，二十代の和辻は唐招提寺・薬師寺・法隆寺・中宮寺など奈良

付近の寺々に遊んださい，飛鳥・奈良の古建築・古美術に相対し，その印象を若

さと情熱をこめて書きとめた．鋭く繊細な直観，自由な想像力の飛翔，東西両文

化にわたる該博な知識が一体となった，みごとな美の世界がここにはある． （解説 

谷川徹三） 
日本経済新聞 2014/10/05 

1979:03. / 325p 
978-4-00-331441-8 
800 円〔本体〕+税 

*9784003314418*

 

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。 
日本経済新聞 2014/10/05、産経新聞 2014/10/19 

2014:08. / 531p 
978-4-08-773486-7 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784087734867*

 

須賀敦子の方へ 
松山 巖 著 
新潮社 
人を愛し書物を愛し、忘れ難い作品を紡ぎ出した須賀敦子。家族。友。信仰。無

垢な少女を類まれな文筆家たらしめた孤独の核心を辿る。 
日本経済新聞 2014/10/05、東京・中日新聞 2014/10/12、読売新聞 2014/10/26 

2014:08. / 285p 
978-4-10-370002-9 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784103700029*

 

日本ミステリー小説史～黒岩涙香から松本清張へ～(中公新書 2285)  
堀 啓子 著 
中央公論新社 
なぜ日本はミステリー大国になったのか? 日本でのミステリー小説が、いつ誕生

し、どのような人々の力を得て、いかなるかたちを追求し進化してきたのかを主眼

に述べる。 
日本経済新聞 2014/10/05、東京・中日新聞 2014/10/26 

2014:09. / 5p,272p 
978-4-12-102285-1 
880 円〔本体〕+税 

*9784121022851*

 

離陸 
絲山 秋子 著 
文藝春秋 
謎の暗号文書に導かれて「女優」を探すうち、主人公は幾つもの大切な命を失っ

ていく。透徹した目で寄る辺なき生を見つめた感動作。 
日本経済新聞 2014/10/05、読売新聞 2014/10/12、朝日新聞 2014/10/26 

2014:09. / 411p 
978-4-16-390122-0 
1,750 円〔本体〕+税 

*9784163901220*

 

その問題、経済学で解決できます。 
ウリ・ニーズィー/ ジョン・A.リスト/ 望月 衛 著 
東洋経済新報社 
どんなご褒美で成績は上がる？ どうしたら差別をなくせる？ 子育てから政策ま

で、何でも実験して答えを出す 新の行動経済学。 
日本経済新聞 2014/10/05、毎日新聞 2014/10/26 

2014:08. / 4p,364p,15p 
978-4-492-31449-4 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784492314494*
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白鯨<上>(岩波文庫)  
メルヴィル/ 八木 敏雄 著 
岩波書店 
日本経済新聞 2014/10/12 

2004:08. / ４９３ｐ 
978-4-00-323081-7 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784003230817*

 

白鯨<下>(岩波文庫)  
メルヴィル/ 八木敏雄 著 
岩波書店 
日本経済新聞 2014/10/12 

2004:12. / ２９１ｐ 
978-4-00-323083-1 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784003230831*

 

二十四の瞳 改版(新潮文庫)  
壷井 栄 著 
新潮社 
日本経済新聞 2014/10/12 

2005:04. / ２８２ｐ 
978-4-10-110201-6 
400 円〔本体〕+税 

*9784101102016*

 

フランケンシュタイン(光文社古典新訳文庫)  
シェリー/ 小林 章夫 著 
光文社 
日本経済新聞 2014/10/12 

2010:10. / ４２３ｐ 
978-4-334-75216-3 
781 円〔本体〕+税 

*9784334752163*

 

リライフ<1>(EARTH STAR COMICS) 
夜宵草 著 
泰文堂 
日本経済新聞 2014/10/12 

2014:08. / 176p 
978-4-8030-0595-0 
650 円〔本体〕+税 

*9784803005950*

 

中東民族問題の起源～オスマン帝国とアルメニア人～ 
佐原 徹哉 著 
白水社 
近代初のジェノサイド「アルメニア人虐殺」の真相を、産業構造の変化や西欧的人

権思想とイスラム法社会の軋轢などから描き出す。 
日本経済新聞 2014/10/12 

2014:07. / 275p,22p 
978-4-560-08376-5 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784560083765*

 

リノベーションまちづくり～不動産事業でまちを再生する方法～ 
清水 義次 著 
学芸出版社 
衰退市街地の不動産を 小限の投資で甦らせ、創意溢れる事業者を集めて街を

再生する、補助金頼みではない自立型まちづくりの全貌。 
日本経済新聞 2014/10/12 

2014:09. / 205p 
978-4-7615-2575-0 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784761525750*
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ボビー・フィッシャーを探して 
フレッド・ウェイツキン/ 若島 正 著 
みすず書房 
チェスの神童とその父親が伝説的棋士への憧憬を胸に歩んだ道の行方は…。チ

ェスに魅入られた人々の興奮と苦悩を痛切に映しだす名作。 
日本経済新聞 2014/10/12 

2014:09. / 354p,3p 
978-4-622-07852-4 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784622078524*

 

子育てと仕事の社会学～女性の働きかたは変わったか～(現代社会学ライブラ

リー 15)  
西村 純子 著 
弘文堂 
教科書・参考書。働く女性の結婚・出産・子育ての現実を分析し、「子育ても仕事

も」が可能な社会を実現する方策を問う。シリーズ 新刊。 
日本経済新聞 2014/10/12 

2014:08. / 167p 
978-4-335-50137-1 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784335501371*

 

日本をめぐる安全保障これから 10 年のパワー・シフト～その戦略環境を探る～ 
渡邉 昭夫/ 秋山 昌廣 著 
亜紀書房 
いずれ米中二大強国へと覇権は移っていく。そのとき、日本を含めたアジアはどう

動くのか。安全保障学の泰斗 11 人が、喫緊の課題と将来の展望を果敢に論じ

る。 
日本経済新聞 2014/10/12 

2014:08. / 286p 
978-4-7505-1414-7 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784750514147*

 

石油の「埋蔵量」は誰が決めるのか？～エネルギー情報学入門～(文春新書 
991) 
岩瀬 昇 著 
文藝春秋 
商社でエネルギー部門に携わること 40 年以上の著者が、これまで誰も言わなか

った石油埋蔵量のカラクリ、シェールガスの未来、第 5 のエネルギーの可能性を、

やさしく解説する。 
日本経済新聞 2014/10/12 

2014:09. / 254p 
978-4-16-660991-8 
780 円〔本体〕+税 

*9784166609918*

 

これからのシェアハウスビジネス～地域活性化で日本再生!～ 
三浦 展/ 日本シェアハウス協会 著 
住宅新報社 
これからは「シェアハウスの時代」。シェアハウス事業へ参入したい人に向けて、市

場の現状、事業者、「脱法ハウス」問題と国の規制、起業のポイント、高齢者の自

宅の活用などを紹介する。 
日本経済新聞 2014/10/12 

2014:08. / 209p 
978-4-7892-3653-9 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784789236539*

 

中国現代文化 14 講(ドラゴン解剖学 登竜門の巻) 
中国モダニズム研究会 著 
関西学院大学出版会 
エネルギーと神秘に満ちた中華文化。中国近現代史のあゆみと多様な言語状

況、清朝末期から今日までの文学、芸術分野などについて解説する。中国関連

のレポートや論文を執筆する際に役立つ情報も紹介する。 
日本経済新聞 2014/10/12 

2014:10. / 228p 
978-4-86283-167-5 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784862831675*
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日米<核>同盟～原爆、核の傘、フクシマ～(岩波新書 新赤版 1498) 
太田 昌克 著 
岩波書店 
なぜ日本はアメリカの「核の傘」を絶対視して、核廃絶に踏み出すことなく、原子力

神話に固執し続けるのか。日米の膨大な公文書と関係者への取材を駆使して、

核の軛につながれた日米<核>同盟の実態を描く。 
日本経済新聞 2014/10/12 

2014:08. / 8p,244p 
978-4-00-431498-1 
800 円〔本体〕+税 

*9784004314981*

 

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。 
日本経済新聞 2014/10/12 

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

*9784623067015*

 

歴史とは何か～世界を俯瞰する力～(PHP 文庫 や 47-1)  
山内 昌之 著 
ＰＨＰ研究所 
いかにすれば歴史の真実に辿りつき、伝えられるのか。ヘロドトス、司馬遷、吉田

松陰、福沢諭吉ら古今東西の歴史を紡いできた人々を取り上げ、彼らがいかに歴

史をとらえたかを、イスラム史の第一人者が解説する。 
日本経済新聞 2014/10/12 

2014:10. / 341p 
978-4-569-76243-2 
750 円〔本体〕+税 

*9784569762432*

 

「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。 
日本経済新聞 2014/10/12 

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

*9784591140840*

 

優雅なのかどうか、わからない 
松家 仁之 著 
マガジンハウス 
こうして生きているのは、気楽だった。佳奈と再び出会うまでは-。20 年余の結婚

生活を解消した匡は、築 50 年以上の一軒家を自分好みに改装し、新しい生活を

始めるが…。『Casa BRUTUS』連載を単行本化。 
日本経済新聞 2014/10/12 

2014:08. / 231p 
978-4-8387-2693-6 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784838726936*

 

わたしは灯台守(フィクションの楽しみ) 
エリック・ファーユ/ 松田 浩則 著 
水声社 
灯台を除けば、この風景の中で永遠に変わらないものなど何もないだろう-。世界

から隔絶された男の魂の叫びと囁きを、陰鬱でありながらユーモラスに綴る表題作

をはじめ、不条理で幻想的、ときに切ない珠玉の 9 篇を収録。 
日本経済新聞 2014/10/12 

2014:09. / 248p 
978-4-8010-0053-7 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784801000537*



 55  

 

すごいインド～なぜグローバル人材が輩出するのか～(新潮新書 585) 
サンジーヴ・スィンハ 著 
新潮社 
マイクロソフト CEO、ハーバードビジネススクール学長など、世界的組織のトップは

インド出身者が少なくない。世界屈指のグローバル人材大国はどうして誕生した

のか。インドの「すごさ」を同国コンサルタントが徹底解説。 
日本経済新聞 2014/10/12 

2014:09. / 199p 
978-4-10-610585-2 
720 円〔本体〕+税 

*9784106105852*

 

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。 
日本経済新聞 2014/10/12 

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

*9784396113711*

 

ビジネスモデル全史(ディスカヴァー・レボリューションズ) 
三谷 宏治 著 
ディスカヴァー・トゥエンティワン 
14 世紀のイタリア・メディチ家、17 世紀の三井越後屋から、2010 年代のスタートア

ップまで、革新的なビジネスモデルやそれを生み出した先駆的企業を紹介。ビジ

ネスモデル論の 3 期にわたる変遷も概観する。 
日本経済新聞 2014/10/12、朝日新聞 2014/10/26 

2014:09. / 422p,14p 
978-4-7993-1563-7 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784799315637*

 

鹿の王<上> 生き残った者 
上橋 菜穂子 著 
KADOKAWA 
帝国から故郷を守るため、絶望的な戦いを繰り広げた戦士団の頭ヴァンは岩塩鉱

に囚われていた。ある夜、不思議な犬たちが岩塩鉱を襲い、謎の病が発生する。

その隙に逃げ出したヴァンは幼子を拾い、ユナと名付け、育てるが…。 
日本経済新聞 2014/10/12、朝日新聞 2014/10/26 

2014:09. / 565p 
978-4-04-101888-0 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784041018880*

 

鹿の王<下> 還って行く者 
上橋 菜穂子 著 
KADOKAWA 
何者かに攫われたユナを追うヴァン。同じ頃、医術師ホッサルは王幡領で移住民

に広がる謎の病の治療法を探していた。ヴァンとホッサル。ふたりの男たちが、愛

する人々を守るため、この地に生きる人々を救うために選んだ道は…。 
日本経済新聞 2014/10/12、朝日新聞 2014/10/26 

2014:09. / 554p 
978-4-04-101889-7 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784041018897*

 

ブレトンウッズの闘い～ケインズ、ホワイトと新世界秩序の創造～ 
ベン・ステイル/ 小坂 恵理 著 
日本経済新聞出版社 
傑出した頭脳を誇る型破りの経済学者ケインズ。実はソ連のスパイでもあった切れ

者官僚ホワイト。英米それぞれの国益を背負って衝突する知的構想力、両者の息

詰まる激闘を人間味豊かに描く。 
日本経済新聞 2014/10/12、朝日新聞 2014/10/26、読売新聞 2014/10/26 

2014:08. / 567p 
978-4-532-35602-6 
4,600 円〔本体〕+税 

*9784532356026*
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恋歌～五木寛之の恋愛小説～(講談社文庫)  
五木 寛之 著 
講談社 
日本経済新聞 2014/10/19 

2008:07. / ６２９ｐ 
978-4-06-276110-9 
819 円〔本体〕+税 

*9784062761109*

 

福翁自伝(講談社学術文庫)  
福沢 諭吉/ 土橋 俊一 著 
講談社 
日本経済新聞 2014/10/19 

2010:02. / ３８８ｐ 
978-4-06-291982-1 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784062919821*

 

日本の近代猪瀬直樹著作集<８> 日本人はなぜ戦争をしたか  
猪瀬 直樹 著 
小学館 
日本経済新聞 2014/10/19 

2002:07. / ２６９ｐ 
978-4-09-394238-6 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784093942386*

 

フランクリン自伝(中公クラシックス)  
フランクリン/ 渡辺 利雄 著 
中央公論新社 
日本経済新聞 2014/10/19 

2004:12. / ３８２ｐ 
978-4-12-160073-8 
1,850 円〔本体〕+税 

*9784121600738*

 

蒼ざめた馬を見よ(文春文庫)  
五木 寛之 著 
文芸春秋 
日本経済新聞 2014/10/19 

2006:12. / ３１９ｐ 
978-4-16-710033-9 
562 円〔本体〕+税 

*9784167100339*

 

集団的自衛権～論争のために～(ＰＨＰ新書)  
佐瀬 昌盛 著 
ＰＨＰ研究所 
日本経済新聞 2014/10/19 

2001:05. / ２６７ｐ 
978-4-569-61616-2 
720 円〔本体〕+税 

*9784569616162*

 

グッドワークス! 
フィリップ・コトラー/ デビッド・ヘッセキエル/ ナンシー・リー/ ハーバード社会起業

大会スタディプログラム研究会 著 
東洋経済新報社 
コトラーの提案する、「よい仕事」。「善いことをして良い業績を残す」ために必要な

ノウハウとヒントのすべてがここにある。 
日本経済新聞 2014/10/19 

2014:09. / 12p,313p 
978-4-492-55751-8 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784492557518*
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敗北の外交官ロッシュ～イスラーム世界と幕末江戸をめぐる夢～ 
矢田部 厚彦 著 
白水社 
幕末江戸で勇名を轟かせた駐日仏公使ロッシュ。前任地のイスラームとロマン主

義・サン＝シモン主義を手掛かりに実像に迫る！ 
日本経済新聞 2014/10/19 

2014:09. / 389p,3p 
978-4-560-08399-4 
2,700 円〔本体〕+税 

*9784560083994*

 

緑の党～運動・思想・政党の歴史～(講談社選書メチエ 583)  
小野 一 著 
講談社 
緑の党とは何者なのか。それは「左翼」なのか。歴史的淵源から現在に至るまでの

偶然と必然を腑分けして脱物質主義運動の行方を探る。 
日本経済新聞 2014/10/19 

2014:09. / 270p 
978-4-06-258586-6 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784062585866*

 

ツタンカーメン死後の奇妙な物語 
ジョー・マーチャント/ 木村 博江 著 
文藝春秋 
両親は近親相姦、死因はマラリア。衝撃の鑑定結果は信用できるのか。元ネイチ

ャー編集者が描く、政治とメディアと科学と少年王の謎。 
日本経済新聞 2014/10/19 

2014:09. / 373p,16p 
978-4-16-390125-1 
1,950 円〔本体〕+税 

*9784163901251*

 

ブエノスアイレス午前零時(河出文庫 ふ 4-8) 
藤沢 周 著 
河出書房新社 
雪のホテル、ダンスホール、老嬢と青年のタンゴ……リリカル・ハードボイルドな芥

川賞受賞の名作。森田剛主演、行定勲演出で舞台化！ 
日本経済新聞 2014/10/19 

2014:10. / 140p 
978-4-309-41324-2 
500 円〔本体〕+税 

*9784309413242*

 

科学者が人間であること(岩波新書 新赤版 1440) 
中村 桂子 著 
岩波書店 
まず誰よりも、科学者が一個の人間であることによって、できることがあるのではな

いか。「人間は生きものであり、自然の中にある」という当たり前の原点から科学・

科学者を考え直す、熱い提言の書。 
日本経済新聞 2014/10/19 

2013:08. / 4p,243p 
978-4-00-431440-0 
800 円〔本体〕+税 

*9784004314400*

 

ブッダをたずねて～仏教二五〇〇年の歴史～(集英社新書 0754) 
立川 武蔵 著 
集英社 
インドに始まり、アジアを貫く一大思潮である仏教。この初期仏教から上座部仏

教、大乗仏教、密教まで、二五○○年を超える仏教の歴史とさまざまな教えを、碩

学がわかりやすく解説する、画期的な仏教入門書。 
日本経済新聞 2014/10/19 

2014:09. / 238p 
978-4-08-720754-5 
760 円〔本体〕+税 

*9784087207545*

 

孫子戦争の技術～グリフィス版～(NIKKEI BP CLASSICS) 
サミュエル・B.グリフィス 著 
日経ＢＰ社 
戦争指揮に関する智恵の真髄を凝縮した「孫子」。英米で も普及している軍事

研究家グリフィスの手による「孫子」解説プラス「孫子」本編。「日本の軍事思想に

おける孫子の影響について」などの補遺も収録。 
日本経済新聞 2014/10/19 

2014:09. / 465p 
978-4-8222-5041-6 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784822250416*
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新島襄自伝～手記・紀行文・日記～(岩波文庫 33-106-3) 
新島 襄 著, 新島 襄/ 同志社 編 
岩波書店 
幕末に国禁を犯して密出国、アメリカ社会を中心に異文化の清新な空気にふれ

て帰国した新島襄。日本初の私立大学設立を目指し、キリスト教伝道を通じて日

本の近代化に挺身したその生涯を、自筆の記録から追う。 
日本経済新聞 2014/10/19 

2013:03. / 417p,11p 
978-4-00-331063-2 
1,020 円〔本体〕+税 

*9784003310632*

 

強烈なオヤジが高校も塾も通わせずに 3 人の息子を京都大学に放り込んだ話 
宝槻 泰伸 著 
徳間書店 
子どもの教育、学校まかせにしていませんか? 「知的探究心」に火を付けることが

できれば、子どもは自ら学んでいきます。息子 3 人を高校にも塾にも通わせず、

京都大学に進学させた強烈オヤジの家庭教育を紹介します。 
日本経済新聞 2014/10/19 

2014:08. / 269p 
978-4-19-863842-9 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784198638429*

 

古本屋になろう! 
澄田 喜広 著 
青弓社 
リアル古本屋を作って情熱をもって持続させる経営の基礎とは何か。開店の準

備、資金の調達、仕入れのノウハウ、棚作りのコツとは-。激戦区で長年店をかまえ

る著者が、イロハからそろばん勘定までを具体的に指南する。 
日本経済新聞 2014/10/19 

2014:08. / 220p 
978-4-7872-9223-0 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784787292230*

 

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。 
日本経済新聞 2014/10/19 

2014:08. / 405p 
978-4-15-209476-6 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784152094766*

 

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。 
日本経済新聞 2014/10/19 

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

*9784022512048*

 

アンチ急進派の農政改革論  
生源寺 真一 著 
農林統計協会 
経済社会のグローバル化やフードシステムの成長とかかわらせた農業・農村問

題、農業農村整備、農業環境政策、条件不利地域政策、新しい農業基本法の理

念と方法などについて農業経済学の旗手が贈るメッセージ。〈ソフトカバー〉 
日本経済新聞 2014/10/19 

1998:11. / ２４４ｐ 
978-4-541-02413-8 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784541024138*
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自然をまねる、世界が変わる～バイオミミクリーが起こすイノベーション～ 
ジェイ・ハーマン/ 小坂 恵理 著 
化学同人 
カバの汗、サメの肌、ミツバチの巣…。自然の形や働きには、スゴい知恵がいっぱ

い! 起業家、発明家としてバイオミミクリーを土台にした製品を送り出してきた著者

が、生物に学び、環境を守る、新しいビジネスの形を紹介する。 
日本経済新聞 2014/10/19 

2014:08. / 6p,389p,36p 
978-4-7598-1583-2 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784759815832*

 

ハロウィーンの文化誌 
リサ・モートン/ 大久保 庸子 著 
原書房 
ハロウィーンとは何か？異教徒の新年の祝祭として始まったものが、時の流れとと

もに姿を変え、そのときどきの役割を担ってきた。不思議なお祭り「ハロウィーン」の

「起源」と「歴史」そして「現在」を豊富な図版とともに解説。 
日本経済新聞 2014/10/19、朝日新聞 2014/10/26 

2014:08. / 293p 
978-4-562-05091-8 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784562050918*

 

日本の年金(岩波新書 新赤版 1501) 
駒村 康平 著 
岩波書店 
少子高齢化が急激に進んでいる日本で、年金制度はどうなっていくのだろうか。

国民・基礎年金、厚生年金の現状、近年の年金見直しを解説し、喫緊の課題を明

らかにすると同時に、年金の役割や社会保障制度のこれからを考える。 
日本経済新聞 2014/10/19、毎日新聞 2014/10/19 

2014:09. / 3p,259p,5p 
978-4-00-431501-8 
820 円〔本体〕+税 

*9784004315018*

 

砂の女 改版(新潮文庫)  
安部 公房 著 
新潮社 
日本経済新聞 2014/10/26 

2003:03. / ２７６ｐ 
978-4-10-112115-4 
520 円〔本体〕+税 

*9784101121154*

 

検証大学改革～混迷の先を診る～ 
山上 浩二郎 著 
岩波書店 
改革の現場を見つめ続けた記者による真摯な提言 
日本経済新聞 2014/10/26 

2013:05. / 14p,239p 
978-4-00-022792-6 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784000227926*

 

<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。 
日本経済新聞 2014/10/26 

2014:09. / 301p 
978-4-314-01121-1 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784314011211*

 

高木貞治とその時代～西欧近代の数学と日本～ 
高瀬 正仁 著 
東京大学出版会 
『解析概論』などの多くの名著を残した世界的数学者、高木貞治の生涯と同時代

を生きた様々な人間模様を緻密に描き出す。 
日本経済新聞 2014/10/26 

2014:08. / 12p,406p,39p 
978-4-13-061310-1 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784130613101*
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経済学は人びとを幸福にできるか 
宇沢 弘文 著 
東洋経済新報社 
０３年刊『経済学と人間の心』の新装版。効率性よりも人間の尊厳を大切にした経

済社会の構築を説く。池上彰氏の解説つき。 
日本経済新聞 2014/10/26 

2013:10. / 21p,273p 
978-4-492-31442-5 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784492314425*

 

自己が心にやってくる～意識ある脳の構築～ 
アントニオ・R.ダマシオ/ 山形 浩生 著 
早川書房 
意識ある心はいかにして作られるか。脳科学の第一人者ダマシオが放つ、自己と

意識、心と体の関係を司るメカニズムを探る 新報告 
日本経済新聞 2014/10/26 

2013:11. / 433p 
978-4-15-209418-6 
2,900 円〔本体〕+税 

*9784152094186*

 

小林秀雄とその戦争の時～『ドストエフスキイの文学』の空白～ 
山城 むつみ 著 
新潮社 
従軍記者を志願してまで「戦争の時」に深く食い入り、『悪霊』の作者の苦悶に感

応した小林秀雄。書くことの実存に肉薄する長編論考。 
日本経済新聞 2014/10/26 

2014:07. / 309p 
978-4-10-335991-3 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784103359913*

 

東アジア近現代通史～19 世紀から現在まで～<上>(岩波現代全書 043) 
和田 春樹/ 後藤 乾一/ 木畑 洋一/ 山室 信一/ 趙 景達/ 中野 聡/ 川島 

真 著 
岩波書店 
一国史の硬い枠組みを克服し、東アジアの和解と協力を展望し、対立の火種とな

っている歴史認識問題に取り組むために編まれた通史。上は、19 世紀から 1930
年代までを収録。 
日本経済新聞 2014/10/26 

2014:09. / 15p,244p,9p 
978-4-00-029143-9 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784000291439*

 

宗教と食(食の文化フォーラム 32) 
南 直人 編 
ドメス出版 
2013 年度の味の素食の文化フォーラムの記録。21 世紀の世界は、宗教と食を中

心に展開するのではないか。人間の も根源的な営み、食べることと祈ることとの

関わりを探る。 
日本経済新聞 2014/10/26 

2014:10. / 272p 
978-4-8107-0811-0 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784810708110*

 

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。 
日本経済新聞 2014/10/26 

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

*9784000050609*



 61  

 

肖像画で読み解くイギリス史(PHP 新書 949) 
齊藤 貴子 著 
ＰＨＰ研究所 
奇人変人、ダメな男と悪い女のオンパレード! イギリスの歴史上、さまざまな分野

で後世に名を残した人びとと、彼らが生きた時代や社会のありようを、肖像画をつ

うじてわかりやすく紹介する。 
日本経済新聞 2014/10/26 

2014:09. / 260p 
978-4-569-82111-5 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784569821115*

 

資本主義の革命家ケインズ 
ロジャー・E.バックハウス/ ブラッドリー・W.ベイトマン/ 西沢 保/ 栗林 寛幸 著 
作品社 
なぜケインズは世界経済を救う“答え”であり続けるのか？ ステレオタイプ化した

ケインズ解釈を超えて、ケインズの実像を提示。リーマン・ショック後のグローバル

経済とケインズ入門の決定版。 
日本経済新聞 2014/10/26 

2014:08. / 251p 
978-4-86182-493-7 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784861824937*

 

かたづの! 
中島 京子 著 
集英社 
江戸時代、“女性"という立場で、清心尼はいかにして有象無象の敵を前に生き抜

いたのか。「武器を持たない戦い」を信条とした、世にも珍しい女大名の一代記。

著者初の歴史小説にして新たな代表作。 
日本経済新聞 2014/10/26 

2014:08. / 383p 
978-4-08-771570-5 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784087715705*

 

私が大学について知っている二、三の事柄  
蓮実 重彦 著 
東京大学出版会 
情報の大量消費がそこから記号を解放したかに思われている社会的、歴史的な

コンテクストの新たな創出をめざす。変化への「画一化された希望的観測」とは異

なる、変化の具体的な顕在化へと人々を誘う書物。 
日本経済新聞 2014/10/26 

2001:12. / ２２５ｐ 
978-4-13-003318-3 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784130033183*

 

大学論  
阿部 謹也 著 
日本エディタースクール出版部 
現在大学は大衆化の段階を超え、さらに広がりつつある。その中で大学改革が進

行し、大学における教養教育とは何かも問われている。教養本来の理念と実践を

歴史的にとらえなおすことで、新たな指針を示す。 
日本経済新聞 2014/10/26 

1999:05. / ２４６ｐ 
978-4-88888-292-7 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784888882927*

 

東アジア近現代通史～19 世紀から現在まで～<下>(岩波現代全書 044) 
和田 春樹/ 後藤 乾一/ 木畑 洋一/ 山室 信一/ 趙 景達/ 中野 聡/ 川島 

真 著 
岩波書店 
一国史の硬い枠組みを克服し、東アジアの和解と協力を展望し、対立の火種とな

っている歴史認識問題に取り組むために編まれた通史。下は、1930 年代から現

代までを収録。著者全員による共同討議も掲載する。 
日本経済新聞 2014/10/26 

2014:09. / 8p,256p,10p 
978-4-00-029144-6 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784000291446*



 62  

 

視聴率 15%を保証します!～あのヒット番組を生んだ「発想法」と「仕事術」～(小
学館新書 217) 
高橋 浩 著 
小学館 
数々の高視聴率番組と大人気アニメを手掛けてきた著者が明かす、ヒットの法

則。偶然のひらめきや根拠のないはったりだけでは成り立たない、綿密なリサーチ

と客観データに裏付けられたプロの仕事術を紹介する。 
日本経済新聞 2014/10/26 

2014:10. / 253p 
978-4-09-825217-6 
740 円〔本体〕+税 

*9784098252176*

 

スターバックス輝きを取り戻すためにこだわり続けた 5 つの原則 
ジョゼフ・ミケーリ/ 小川 敏子 著 
日本経済新聞出版社 
スターバックスはどのように顧客離れを食い止めたのか? ハワード・シュルツ CEO
をはじめ、従業員や顧客など、500 時間以上にわたる取材をもとに、お客様からい

つまでも愛されるための 5 つの原則を明かす。 
日本経済新聞 2014/10/26 

2014:09. / 326p 
978-4-532-31947-2 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784532319472*

 

言論抑圧～矢内原事件の構図～(中公新書 2284) 
将基面 貴巳 著 
中央公論新社 
戦時下日本における言論抑圧事件の一つ、矢内原事件は、なぜどのようにして発

生したのか。そして、それはいかなる出来事として当時の日本社会において理解

されたのか。矢内原事件の全体像を歴史的に「復元」する。 
日本経済新聞 2014/10/26 

2014:09. / 238p 
978-4-12-102284-4 
840 円〔本体〕+税 

*9784121022844*

 

ほんとうの花を見せにきた 
桜庭 一樹 著 
文藝春秋 
竹から生まれた吸血鬼バンブーに救われた少年。心優しきバンブーとの楽しくも

奇妙な共同生活が始まるが、バンブーにとって、人間との交流は何より大罪で…。

青春吸血鬼小説。『オール讀物』『別册文藝春秋』掲載を単行本化。 
日本経済新聞 2014/10/26 

2014:09. / 308p 
978-4-16-390127-5 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784163901275*

 

イスラーム世界のジェンダー秩序～「アラブの春」以降の女性たちの闘い～ 
辻上 奈美江 著 
明石書店 
チュニジア、エジプト、バハレーン、サウディアラビア、モロッコにおける、国家と宗

教による女性の規定や位置づけの変遷、フェミニズム運動などを取り上げながら、

「アラブの春」がジェンダー秩序に及ぼした影響を考察する。 
日本経済新聞 2014/10/26 

2014:09. / 194p 
978-4-7503-4067-8 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784750340678*

 

市民を雇わない国家～日本が公務員の少ない国へと至った道～ 
前田 健太郎 著 
東京大学出版会 
なぜ日本の公務員数は他の先進国に比べて少ないのか。日本の公務員制度、特

に人事院勧告を中心とする給与制度に注目しつつ、経済発展の早い段階で行政

改革を開始し、その増加に歯止めをかけた結果であることを明らかにする。 
日本経済新聞 2014/10/26 

2014:09. / 4p,306p 
978-4-13-030160-2 
5,800 円〔本体〕+税 

*9784130301602*
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大学とは何か(岩波新書 新赤版 1318) 
吉見 俊哉 著 
岩波書店 
いま、大学になにが可能なのか。大学を知のメディアとして捉え、中世ヨーロッパ

における誕生、近代国家による再生、明治日本への移植と戦後の再編という歴史

のなかで位置づけなおす。大学の理念の再定義を試みる画期的論考。 
日本経済新聞 2014/10/26 

2011:07. / 3p,259p,5p 
978-4-00-431318-2 
820 円〔本体〕+税 

*9784004313182*

 

百万都市江戸の経済(角川ソフィア文庫 I117-2)  
北原 進 著 
KADOKAWA 
「宵越しの銭は持たぬ」が信条の江戸っ子。彼らの多くが職人を中心とする町人で

あり、消費都市・江戸の経済と文化を支える原動力となった。多くの史料から、経

済発展がもたらした江戸っ子の生活や文化の展開を鮮明に描き出す。 
日本経済新聞 2014/10/26 

2014:09. / 210p 
978-4-04-406308-5 
720 円〔本体〕+税 

*9784044063085*

 

英エコノミスト誌のいまどき経済学 
松本 剛史 著, サウガト・ダッタ 編 
日本経済新聞出版社 
これが、世界のエリートが読んでいる経済学だ! 景気後退、貧困・開発問題の解

決策から、次の時代を担うスター経済学者まで。経済学の基本と 前線を、世界

を代表する雑誌、英『エコノミスト』が「生きた題材」をもとに解説。 
日本経済新聞 2014/10/26 

2014:09. / 10p,321p 
978-4-532-35606-4 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784532356064*

 

愉楽 
閻 連科/ 谷川 毅 著 
河出書房新社 
猛暑の村に大雪が降る。レーニンの遺体を買い取って記念館を建設するため、超

絶技巧の見世物団が結成される。魔術的リアリズム巨編。 
日本経済新聞 2014/10/26、毎日新聞 2014/10/26 

2014:09. / 458p 
978-4-309-20660-8 
3,600 円〔本体〕+税 

*9784309206608*

 

アルジャーノンに花束を(ダニエル・キイス文庫)  
ダニエル・キイス/ 小尾 芙佐 著 
早川書房 
毎日新聞 2014/10/05 

1999:10. / ４８５ｐ 
978-4-15-110101-4 
820 円〔本体〕+税 

*9784151101014*

 

２４人のビリー・ミリガン<上>(ダニエル・キイス文庫)  
ダニエル・キイス/ 堀内 静子 著 
早川書房 
毎日新聞 2014/10/05 

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

*9784151101045*

 

２４人のビリー・ミリガン<下>(ダニエル・キイス文庫)  
ダニエル・キイス/ 堀内 静子 著 
早川書房 
毎日新聞 2014/10/05 

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

*9784151101052*
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アルジャーノン、チャーリイ、そして私(ダニエル・キイス文庫)  
ダニエル・キイス/ 小尾 芙佐 著 
早川書房 
毎日新聞 2014/10/05 

2005:11. / ３１９ｐ 
978-4-15-110114-4 
720 円〔本体〕+税 

*9784151101144*

 

悼む人<上>(文春文庫 て 7-2） 
天童 荒太 著 
文藝春秋 
毎日新聞 2014/10/05 

2011:05. / 359p 
978-4-16-781401-4 
590 円〔本体〕+税 

*9784167814014*

 

悼む人<下>(文春文庫 て 7-3） 
天童 荒太 著 
文藝春秋 
毎日新聞 2014/10/05 

2011:05. / 311p 
978-4-16-781402-1 
570 円〔本体〕+税 

*9784167814021*

 

帝国の構造～中心・周辺・亜周辺～ 
柄谷 行人 著 
青土社 
遊動性から帝国へ。柄谷行人、待望の帝国論！ 
毎日新聞 2014/10/05 

2014:08. / 258p,6p 
978-4-7917-6797-7 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784791767977*

 

ジム・スマイリーの跳び蛙～マーク・トウェイン傑作選～(新潮文庫 ト-4-4)  
マーク・トウェイン 著 
新潮社 
現代アメリカ文学の父であり、ユーモア溢れる冒険児マーク・トウェインの短編小説

とエッセイを、柴田元幸が厳選して新訳！ 
毎日新聞 2014/10/05 

2014:09. / 255p 
978-4-10-210612-9 
490 円〔本体〕+税 

*9784102106129*

 

水声 
川上 弘美 著 
文藝春秋 
「私」と「陵」は兄弟として育てられた。だが、今のふたりの生活のこの甘美さ！「マ

マ」は死に、人生の時間は過ぎるのであった。 
毎日新聞 2014/10/05 

2014:09. / 222p 
978-4-16-390131-2 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784163901312*

 

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。 
毎日新聞 2014/10/05 

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

*9784560083840*
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地域からの六次産業化～つながりが創る食と農の地域保障～ 
室屋 有宏 著 
創森社 
農業者が加工や販売等を一体的に展開していくことを目指す六次産業化。六次

産業化を取り巻く市場条件、六次産業化の主体や場の条件、論理や戦略を相互

に関連づけながら、六次産業化の方向性や可能性について描く。 
毎日新聞 2014/10/05 

2014:09. / 233p 
978-4-88340-292-2 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784883402922*

 

ガマ～遺品たちが物語る沖縄戦～ 
豊田 正義 著 
講談社 
硯、目覚まし時計、アルバム…。ガマから掘り出された遺品たちとその持ち主、家

族にまつわる人生の物語。沖縄で、少年少女までも戦闘に参加させられた 悪の

地上戦があったことを、物語のかたちでわかりやすく伝える。 
毎日新聞 2014/10/05 

2014:06. / 189p 
978-4-06-218962-0 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784062189620*

 

イザベラ・バードの旅の世界～ツイン・タイム・トラベル～ 
金坂 清則 著 
平凡社 
19 世紀英国にあって、50 年にわたり世界の辺境を旅し、膨大な旅行記を著わし

た女性旅行家イザベラ・バード。彼女に魅せられた研究者が、その足跡を辿って

同じ地に立ち、写真を通して、2 つの旅を重ね合わせる試み。 
毎日新聞 2014/10/05 

2014:05. / 161p 
978-4-582-27812-5 
3,600 円〔本体〕+税 

*9784582278125*

 

日本霊性論(NHK 出版新書 442) 
内田 樹/ 釈 徹宗 著 
ＮＨＫ出版 
東日本大震災後、あらためて問い直された日本人の死生観や宗教性。現代の二

賢人が、迷走する日本人の「こころ」と向き合い、人間社会の根源的な支えとして

の「霊性」を論じる。ふたりの切実な問題意識に胸を打たれる力作。 
毎日新聞 2014/10/05 

2014:08. / 309p 
978-4-14-088442-3 
860 円〔本体〕+税 

*9784140884423*

 

納得の老後～日欧在宅ケア探訪～(岩波新書 新赤版 1489) 
村上 紀美子 著 
岩波書店 
2025 年、高齢でも一人で自宅で医療・介護を受けながら暮らしたいという思いが

あるとき、今の制度は応えられるのか? 欧州の在宅ケアの現場に同行し、日本各

地での新たな実践にも出合い、未来に活かせる知恵は何かを描く。 
毎日新聞 2014/10/05 

2014:06. / 11p,209p,12p 
978-4-00-431489-9 
780 円〔本体〕+税 

*9784004314899*

 

3 つの循環と文明論の科学～人類の未来を大切に思うあなたのためのリベラル

アーツ～ 
岸田 一隆 著 
エネルギーフォーラム 
物質・エネルギー、産業、金融の 3 つの循環に支えられている人類。持続可能性

とは 3 つの循環がバランスを取りながら持続できることであること、成長は決して持

続可能ではなく、定常な社会を目指さなくてはならないことを説く。 
毎日新聞 2014/10/05 

2014:09. / 205p 
978-4-88555-435-3 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784885554353*
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ぼくらは海へ(文春文庫)  
那須 正幹 著 
文芸春秋 
毎日新聞 2014/10/12 

2010:06. / ３１８ｐ 
978-4-16-777369-4 
590 円〔本体〕+税 

*9784167773694*

 

お江戸の百太郎秋祭なぞの富くじ(新創作児童文学)  
那須 正幹/ 長野 ヒデ子 著 
岩崎書店 
毎日新聞 2014/10/12 

1992:01. / １８１ｐ 
978-4-265-05104-5 
1,262 円〔本体〕+税 

*9784265051045*

 

お江戸の百太郎(現代の創作児童文学)  
那須 正幹/ 長野 ヒデ子 著 
岩崎書店 
毎日新聞 2014/10/12 

1986:12. / １８７ｐ 
978-4-265-92822-4 
1,262 円〔本体〕+税 

*9784265928224*

 

お江戸の百太郎怪盗黒手組(現代の創作児童文学)  
那須 正幹/ 長野 ヒデ子 著 
岩崎書店 
毎日新聞 2014/10/12 

1987:11. / １８５ｐ 
978-4-265-92833-0 
1,262 円〔本体〕+税 

*9784265928330*

 

お江戸の百太郎赤猫がおどる(現代の創作児童文学)  
那須 正幹/ 長野 ヒデ子 著 
岩崎書店 
毎日新聞 2014/10/12 

1988:07. / １８６ｐ 
978-4-265-92839-2 
1,262 円〔本体〕+税 

*9784265928392*

 

お江戸の百太郎大山天狗怪事件(現代の創作児童文学)  
那須 正幹/ 長野 ヒデ子 著 
岩崎書店 
毎日新聞 2014/10/12 

1989:07. / １９７ｐ 
978-4-265-92845-3 
1,262 円〔本体〕+税 

*9784265928453*

 

それいけズッコケ三人組(ポプラ社文庫)  
那須 正幹/ 前川 かずお 著 
ポプラ社 
毎日新聞 2014/10/12 

1994:03. / ２０２ｐ 
978-4-591-01013-6 
600 円〔本体〕+税 

*9784591010136*
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新コンパクト地図帳<2014-2015> 
二宮書店編集部 著 
二宮書店 
世界の国の基本データを載せた地図帳 
毎日新聞 2014/10/12 

2014:03. / 3p,224p,3p 
978-4-8176-0388-3 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784817603883*

 

交隣提醒(東洋文庫 852)  
雨森 芳洲 著 
平凡社 
江戸時代に朝鮮との「誠心の交わり」を説き、今こそ再読されるべき名著。 
毎日新聞 2014/10/12 

2014:08. / 426p 
978-4-582-80852-0 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784582808520*

 

日本文学 100 年の名作<第 1 巻> 夢見る部屋(新潮文庫 し-23-1)  
池内 紀/ 川本 三郎/ 松田 哲夫 編 
新潮社 
新潮文庫創刊以来の 100 年間を代表する名作を精選して収録！ 小説アンソロ

ジー決定版。 
毎日新聞 2014/10/12 

2014:09. / 490p 
978-4-10-127432-4 
710 円〔本体〕+税 

*9784101274324*

 

ベルリン危機 1961～ケネディとフルシチョフの冷戦～<上> 
フレデリック・ケンプ 著 
白水社 
キューバ・ミサイル危機の前年、東西分断を象徴する「壁」の建設が始まった。

新資料と取材により「決定的な一年間」を追う。 
毎日新聞 2014/10/12 

2014:06. / 391p 図 版
16p 
978-4-560-08371-0 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784560083710*

 

ベルリン危機 1961～ケネディとフルシチョフの冷戦～<下> 
フレデリック・ケンプ/ 宮下 嶺夫 著 
白水社 
キューバ・ミサイル危機の前年、東西分断を象徴する「壁」の建設が始まった。

新資料と取材により「決定的な一年間」を追う。 
毎日新聞 2014/10/12 

2014:06. / 304p,106p 図

版 16p 
978-4-560-08372-7 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784560083727*

 

生誕 101 年「カミュ」に学ぶ本当の正義～名作映画でたどるノーベル賞作家 46
年の生涯～ 
石光 勝 著 
新潮社 
「異邦人」「ペスト」などの傑作を執筆する一方、暴力とテロが避けられない全体主

義を終始非難しつづけたカミュの激動の生きざま。 
毎日新聞 2014/10/12 

2014:07. / 297p 
978-4-10-335971-5 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784103359715*

 

沈黙を破る者 
メヒティルト・ボルマン/ 赤坂 桃子 著 
河出書房新社 
父が遺した書類に潜む忌まわしき記憶。ナチス支配下の悲劇と、その真相を追う

現代の物語が交錯する。独ミステリ大賞第１位の傑作。 
毎日新聞 2014/10/12 

2014:05. / 252p 
978-4-309-20650-9 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784309206509*
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狼少女たちの聖ルーシー寮 
カレン・ラッセル/ 松田 青子 著 
河出書房新社 
人間に矯正させられる狼少女、ミノタウロスの父と旅する少年、死んだ妹をさがす

兄弟…。大注目作家による奇妙で独創的な初短篇集！ 
毎日新聞 2014/10/12 

2014:07. / 316p 
978-4-309-20654-7 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784309206547*

 

日本文学 100 年の名作<第 2 巻> 幸福の持参者(新潮文庫 し-23-2) 
松田 哲夫 編 
新潮社 
新潮文庫創刊以来の 100 年に書かれた名作を集めたアンソロジー。第 2 巻は、

岡本綺堂「利根の渡」、夢野久作「瓶詰地獄」、大佛次郎「詩人」など、1924?1933
年の中短編小説を収録する。 
毎日新聞 2014/10/12 

2014:10. / 500p 
978-4-10-127433-1 
750 円〔本体〕+税 

*9784101274331*

 

あなたもできる!奇跡のロックバランシング 
ピーター・ジュール/ 武田 崇元 著 
今日の話題社 
必要なのは仕組みの理解と、コツをつかむ練習と、遊び心! 加工されていない複

数の岩または石を積み重ねていく、ロックバランシングを紹介する。日本の第一人

者・石花ちとくのインタビューも収録。 
毎日新聞 2014/10/12 

2014:08. / 167p 
978-4-87565-620-3 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784875656203*

 

お江戸の百太郎乙松、宙に舞う(創作児童文学館)  
那須 正幹/ 長野 ヒデ子 著 
岩崎書店 
本所回向院の境内で開かれていた勧進相撲を見物にでかけた百太郎親子。帰り

に木綿問屋の主人にさそわれ、ごちそうにすっかりいい気分になっていると対岸

の小料理屋の二階から男が…。痛快捕り物劇完結編。 
毎日新聞 2014/10/12 

1994:11. / １８５ｐ 
978-4-265-06005-4 
1,262 円〔本体〕+税 

*9784265060054*

 

奇祭(大人の探検) 
杉岡 幸徳 著 
有楽出版社 
子供たちが神官に大根を投げつけたり、天狗に無理やり卵を食わせられたり、少

女が狒々の生贄に捧げられたり、女装した男たちがピンクの卑猥な神輿を担いだ

り…。日本各地の「奇祭」を写真とともに紹介する。 
毎日新聞 2014/10/12 

2014:08. / 239p 
978-4-408-59417-0 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784408594170*

 

文人たちの俳句 
坂口 昌弘 著 
本阿弥書店 
余技とはいえないほどの俳句を、小説家、詩人、歌人、俳優、科学者、政治家た

ちは詠んでいた。夏目漱石から松本幸四郎まで、多くの人が俳句を詠まざるを得

なかった理由に迫った評論。月刊『俳壇』連載を単行本化。 
毎日新聞 2014/10/12 

2014:08. / 245p 
978-4-7768-1107-7 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784776811077*
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越境する在日コリアン～日韓の狭間で生きる人々～ 
朴 一 著 
明石書店 
境界で生きる者の葛藤と痛みを越え、日本人に新しい生き方を提示した発言者・

朴一の 25 年にわたる思索の軌跡。1990 年から 2014 年までに新聞、雑誌、対

談、講演会等で発表した論考を 3 つの項目に分けてまとめる。 
毎日新聞 2014/10/12 

2014:07. / 267p 
978-4-7503-4048-7 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784750340487*

 

背乗り～警視庁公安部外事二課～ 
竹内 明 著 
講談社 
定価確定、出来日未定 
毎日新聞 2014/10/12、産経新聞 2014/10/26 

2014:09. / 315p 
978-4-06-219039-8 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784062190398*

 

編集とはどのような仕事なのか～企画発想から人間交際まで～ 新版 
鷲尾 賢也 著 
トランスビュー 
企画・プロットの立て方、原稿依頼の仕方、人間交際…。画期的な企画を世に送

り続けた名編集者が、編集という仕事の奥義と全体を縦横に語る。基礎から応用

まで全てを披瀝した、現役必携の書。 
毎日新聞 2014/10/12、読売新聞 2014/10/19 

2014:10. / 248p 
978-4-7987-0152-3 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784798701523*

 

沢木欣一全句集 
沢木 欣一 著, 沢木 欣一/ 沢木 太郎 編 
KADOKAWA 
俳句における文芸性の確立を目標に掲げ、『風』を創刊した沢木欣一の全句集。

既刊 12 句集に「綾子の手」以後の作品から 149 句を加え、解題、略年譜、季語

索引とともに収録。 
毎日新聞 2014/10/13 

2014:09. / 685p 
978-4-04-652849-0 
10,000 円〔本体〕+税 

*9784046528490*

 

細見綾子全句集 
細見 綾子 著, 細見 綾子/ 沢木 太郎 編 
KADOKAWA 
沢木欣一の創刊した『風』を支えながら、女流俳人として活躍した細見綾子の全

句集。既刊 11 句集に「牡丹」以後の作品から 24 句を加え、解題、略年譜、季語

索引とともに収録。 
毎日新聞 2014/10/13 

2014:09. / 595p 
978-4-04-652850-6 
10,000 円〔本体〕+税 

*9784046528506*

 

山猫(岩波文庫)  
トマージ・ディ・ランペドゥーサ/ 小林 惺 著 
岩波書店 
毎日新聞 2014/10/19 

2008:03. / ４２３ｐ 
978-4-00-327161-2 
940 円〔本体〕+税 

*9784003271612*
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ゴッドファーザー<上>(ハヤカワ文庫 ＮＶ)  
マリオ・プーヅォ/ 一ノ瀬 直二 著 
早川書房 
毎日新聞 2014/10/19 

2005:11. / ４３９ｐ 
978-4-15-041099-5 
880 円〔本体〕+税 

*9784150410995*

 

ゴッドファーザー<下>(ハヤカワ文庫 ＮＶ)  
マリオ・プーヅォ/ 一ノ瀬 直二 著 
早川書房 
毎日新聞 2014/10/19 

2005:11. / ４３３ｐ 
978-4-15-041100-8 
880 円〔本体〕+税 

*9784150411008*

 

保守のアポリアを超えて～共和主義の精神とその変奏～ 
佐藤 一進 著 
ＮＴＴ出版 
「保守主義の思想」の根源に迫る。 
毎日新聞 2014/10/19 

2014:05. / 318p 
978-4-7571-4325-8 
4,000 円〔本体〕+税 

*9784757143258*

 

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。 
毎日新聞 2014/10/19 

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

*9784062191050*

 

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！ 
毎日新聞 2014/10/19 

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

*9784062578684*

 

ルーズベルトの開戦責任～大統領が最も恐れた男の証言～ 
ハミルトン・フィッシュ/ 渡辺 惣樹 著 
草思社 
ルーズベルトと同時代の元共和党有力議員が米国民の反対するなか対日 後通

牒の存在を議会に隠し日米開戦に踏み切ったとしてルーズベルト大統領の責任

を追及する。 
毎日新聞 2014/10/19 

2014:06. / 357p 
978-4-7942-2062-2 
2,700 円〔本体〕+税 

*9784794220622*

 

Ｃａｎ ｙｏｕ Ｄｒｅａｍ？～夢を生きる～  
植田 景子 著 
SB クリエイティブ 
夢に生きるすべての人へ?。宝塚歌劇団、初の女性演出家となった著者が、宝塚

への愛と情熱、その軌跡を、創作秘話や感動エピソード満載で綴る。グラビアも多

数掲載。 
毎日新聞 2014/10/19 

2010:05. / ２３８ｐ 図版

１６ｐ 
978-4-7973-4983-2 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784797349832*
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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。 
毎日新聞 2014/10/19 

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

*9784782602218*

 

ゆめいらんかね やしきたかじん伝 
角岡 伸彦 著 
小学館 
歌手・タレントとして関西を中心に活動し、番組を次々とヒットさせて、“関西の視聴

率男”として名を馳せ、政治にもかかわった、やしきたかじんとはいったい何者な

のか。64 年の生涯を追う。 
毎日新聞 2014/10/19 

2014:09. / 269p 
978-4-09-389752-5 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784093897525*

 

見る悦び～形の生態誌～ 
杉本 秀太郎 著 
中央公論新社 
宗達、ピサネロ、ゴーギャン…。一枚の絵をみつめ、言葉から自由にならねば掬い

取れぬもの、しかし言葉でなければ掬い取れぬものを、周密繊細な言語空間に定

着させた美術論集。カラー図版多数収録。 
毎日新聞 2014/10/19 

2014:09. / 389p 
978-4-12-004653-7 
3,500 円〔本体〕+税 

*9784120046537*

 

吾輩は日本作家である 
ダニー・ラフェリエール/ 立花 英裕 著 
藤原書店 
編集者に督促され、訪れたこともない国名を掲げた新作の構想を口走った作家の

もとに、次々と引き寄せられる「日本」との関わり…。まだ見ぬ日本への熱い想いが

語られる、アイデンティティの根源を問う一冊。 
毎日新聞 2014/10/19 

2014:08. / 285p 
978-4-89434-982-7 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784894349827*

 

<運ぶヒト>の人類学(岩波新書 新赤版 1502) 
川田 順造 著 
岩波書店 
二足歩行を始めた人類の<運ぶ>能力こそが、ヒトをヒトたらしめた? アフリカ、ヨー

ロッパ、東アジアの 3 つの地点を比較対照し、<運ぶ>文化の展開と身体との関係

を探る。人類学に新たな光を当てる冒険の書。 
毎日新聞 2014/10/19 

2014:09. / 6p,176p 
978-4-00-431502-5 
720 円〔本体〕+税 

*9784004315025*

 

ヅカメン!～お父ちゃんたちの宝塚～ 
宮津 大蔵 著 
廣済堂出版 
定年退職後、寮の生徒監になった「お父ちゃん」、タカラジェンヌとなった妹の良き

理解者である兄…。女性だけの劇団・宝塚歌劇団を多くの男性たちが支えてい

る。宝塚歌劇団を愛する男たち=ヅカメンへのオマージュ小説。 
毎日新聞 2014/10/19 

2014:04. / 257p 
978-4-331-05966-1 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784331059661*
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Stock Book 
野村 龍 著 
思潮社 
輝きが振り向くと 燕達の虹の翼が 空にうっすらと 後の歌を翳している 聳え立

つ秋の香りの彼方を 独りの懐かしい呟きがひっそりと歩いて行く(「桃」より) 詩

集。 
毎日新聞 2014/10/21 

2014:08. / 125p 
978-4-7837-3430-7 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784783734307*

 

まだ言葉のない朝 
福田 拓也 著 
思潮社 
「絶えざるクラクションの音、鳥たちの囀り、どこかから聞こえる鼓動、風も吹いてい

る、途絶える、途絶えない、囁きと息、骨と肉の複雑な地形」 経典のごとく、砂絵

のごとく、果てなく流動しつづける長篇詩。 
毎日新聞 2014/10/21 

2014:07. / 77p 
978-4-7837-3422-2 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784783734222*

 

駝鳥の卵～杉本秀太郎詩集～ 
杉本 秀太郎 著 
編集工房ノア 
手風琴の男がいつものように四つ辻に立ちどまり 健康な?をしたエプロン姿のあ

やつり人形を 仕かけの箱から出したりひっこめたり(「アムステルダムの正午」より) 
旧詩 5 篇、未発表詩 20 篇を収録した詩集。 
毎日新聞 2014/10/21 

2014:09. / 116p 
978-4-89271-216-6 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784892712166*

 

カンディード～他五篇～(岩波文庫)  
ヴォルテール/ 植田 祐次 著 
岩波書店 
毎日新聞 2014/10/26 

2005:02. / ５５２ｐ 
978-4-00-325181-2 
1,100 円〔本体〕+税 

*9784003251812*

 

ノラや 改版(中公文庫)  
内田 百間 著 
中央公論社 
毎日新聞 2014/10/26 

1997:01. / ３２１ｐ 
978-4-12-202784-8 
724 円〔本体〕+税 

*9784122027848*

 

明け方の猫(中公文庫)  
保坂 和志 著 
中央公論新社 
毎日新聞 2014/10/26 

2005:02. / ２０７ｐ 
978-4-12-204485-2 
648 円〔本体〕+税 

*9784122044852*

 

木村伊兵衛昭和を写す<１> 戦前と戦後(ちくま文庫)  
木村伊兵衛/ 田沼武能 著 
筑摩書房 
毎日新聞 2014/10/26 

1995:05. / ２０７ｐ 
978-4-480-03051-1 
840 円〔本体〕+税 

*9784480030511*
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日本のポスター～明治大正昭和～(紫紅社文庫)  
三好 一 著 
紫紅社 
毎日新聞 2014/10/26 

2003:09. / ２５６ｐ 
978-4-87940-573-9 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784879405739*

 

小さな恋のものがたり～叙情まんが～<第 43 集> 
みつはし ちかこ 著 
学研パブリッシング 
永遠の高校生チッチとサリーの淡い片恋を中心に、周囲の友人たちとの青春模

様を描いた叙情まんがの 新刊。 
毎日新聞 2014/10/26 

2014:10. / 183p 
978-4-05-406141-5 
600 円〔本体〕+税 

*9784054061415*

 

鬼はもとより 
青山 文平 著 
徳間書店 
表の顔は万年青を商う浪人者。実は藩札コンサルが主人公。貧しさ故に 愛の

妻と別れた 貧小藩の家老と、藩経済を立て直す！ 
毎日新聞 2014/10/26 

2014:09. / 325p 
978-4-19-863850-4 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784198638504*

 

イノセント・デイズ 
早見 和真 著 
新潮社 
死刑囚、田中幸乃。その女が犯した 大の罪は何だ？ なぜそいつは彼女を

後まで信じることができたのか？ 衝撃指数限界値。圧巻！ 
毎日新聞 2014/10/26 

2014:08. / 342p 
978-4-10-336151-0 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784103361510*

 

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

す実効を発揮していない。国際法上、自衛権はどう規定されるべきかを論考す

る。 
毎日新聞 2014/10/26 

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

*9784326402939*

 

回顧七十年 改版(中公文庫 さ 4-2) 
斎藤 隆夫 著 
中央公論新社 
2・26 事件、日中戦争、そして対米開戦へと向かう中、陸軍を中心とする「革新」勢

力の台頭に対し、あくまでも言論で対抗した議会政治家・斎藤隆夫の自伝。2 篇

の政治演説も収録する。 
毎日新聞 2014/10/26 

2014:09. / 289p 
978-4-12-206013-5 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784122060135*

 

サラは銀の涙を探しに 
橋本 長道 著 
集英社 
誰が将棋を殺すのか─。「人間 VS コンピュータ」の熾烈な対戦。「向こう側の景

色」を見るため、限界を超えて勝負に身を捧げる棋士たちの姿を描く長編小説。

小説すばる新人賞作家によるシリーズ第 2 弾。 
毎日新聞 2014/10/26 

2014:10. / 268p 
978-4-08-775421-6 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784087754216*
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それでも猫は出かけていく 
ハルノ 宵子 著 
幻冬舎 
家猫、外猫、通りがかりの猫など、常時十数匹が出入りする吉本家。思想家の父・

隆明が溺愛したフランシス子、ツンデレ捨て猫のシロミ…。吉本家に集う人と猫の

生態をイラストを交えて綴る。『猫びより』連載を単行本化。 
毎日新聞 2014/10/26 

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

*9784344025745*

 

走れ、健次郎 
菊池 幸見 著 
祥伝社 
盛岡初の国際マラソン大会に忽然と現れた謎のランナー。スタートからずっと沿道

を走っている。しかもトップについて! たった一人、誰の声援も受けず、なぜ彼は

走り続けるのか? 読む人を幸せにする、爽快マラソン小説。 
毎日新聞 2014/10/26 

2014:10. / 262p 
978-4-396-63450-6 
1,480 円〔本体〕+税 

*9784396634506*

 

となりの芝生 
伊集院 静 著 
文藝春秋 
いじめを受けているらしい娘に何をしてあげられますか。飽きっぽい性格をやめた

いです。日本人と日本の良さはどんなところにありますか…。痛快爽快の名回答

が連続の、伊集院静による人生相談。『週刊文春』連載を単行本化。 
毎日新聞 2014/10/26 

2014:10. / 233p 
978-4-16-390137-4 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784163901374*

 

「普天間」を終わらせるために～終わらない最大の元凶は本土の沖縄に対する

「差別」的意識と無関心～ 
橋本 晃和 著 
桜美林学園出版部 
戦後、沖縄が背負い込まされた「不自由・不平等・不公正」の「関係」は、今や「差

別」的意識となって「沖縄アイデンティティ」をさらに覚醒しつつある。沖縄県民意

の変遷と変容を辿り、「普天間」を終わらせるプランを示す。 
毎日新聞 2014/10/26 

2014:10. / 104p 
978-4-905007-03-6 
700 円〔本体〕+税 

*9784905007036*

 

マーシャル クールヘッド&ウォームハート 
アルフレッド・マーシャル/ 伊藤 宣広 著 
ミネルヴァ書房 
弾力性、消費者余剰など、現代経済学に不可欠の分析装置を考案し、ケインズ、

ピグーを育てたケンブリッジ学派の祖マーシャル。新古典派の理論的基礎を確立

したマーシャルの経済学、思想のエッセンスを詰め込んだ珠玉の論文選。 
毎日新聞 2014/10/26 

2014:10. / 5p,306p,6p 
978-4-623-07146-3 
3,500 円〔本体〕+税 

*9784623071463*

 


