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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 2014/11/01 

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

*9784103364115*

 

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

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

き下ろしを加えて書籍化。 
産経新聞 2014/11/01 

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

*9784781612454*

 

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。 
産経新聞 2014/11/01 

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

*9784344026315*

 

本題～西尾維新対談集～ 
西尾 維新/ 木村 俊介 著, 西尾 維新/ 木村 俊介/ 講談社 BOX 編 
講談社 
西尾維新が書いた５通の手紙と、それを受け取ったクリエイター達による「本題」から

始まる濃密な対談集。 
産経新聞 2014/11/02 

2014:09. / 253p 
978-4-06-219107-4 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784062191074*

 

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。 
産経新聞 2014/11/02 

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

*9784622078470*

 

火桜が根～幕末女志士多勢子～ 
藤本 ひとみ 著 
中央公論新社 
勤皇のため、信州の伊那谷から単身上京した松尾多勢子。宮中に接近する一方、

岩倉具視に直談判、久坂玄瑞に慕われつつ天狗党を助けた天衣無縫の女傑を描

く歴史長篇。 
産経新聞 2014/11/02 

2014:09. / 450p 
978-4-12-004651-3 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784120046513*
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笹の舟で海をわたる 
角田 光代 著 
毎日新聞社 
疎開先が一緒の縁で義姉妹になった主婦の左織と料理家の風美子。思い通りに進

まないのはこの女のせい? 戦後昭和の女たちの物語。『サンデー毎日』連載に加

筆・修正して単行本化。 
産経新聞 2014/11/02 

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

*9784620108070*

 

ガス・アンド・ミー～ガスじいさんとはじめてのギターの物語～ 
キース・リチャーズ/ セオドラ・リチャーズ/ 奥田 民生 著 
ポプラ社 
いまや音楽界の伝説となったキース・リチャーズ。彼の祖父・ガスじいさんがキース

にギターを渡し、キースが音楽に人生を捧げるようになるまでの、魔法のような時間

を描いた絵本。キースが朗読・演奏する CD 付き。 
産経新聞 2014/11/02 

2014:09. / [34p] 
978-4-591-14133-5 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784591141335*

 

いま語らねばならない戦前史の真相 
孫崎 享/ 鈴木 邦男 著 
現代書館 
この国の歩みは日本人をどう変えたのか? 幕末の黒船来航から、第 2 次世界大戦

終結のためミズーリ号での降伏文書調印まで。孫崎享と鈴木邦男の 2 人が、戦前

の日本政治を語り合い、各々の価値観や物の見方を紹介する。 
産経新聞 2014/11/02 

2014:10. / 270p 
978-4-7684-5747-4 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784768457474*

 

仮面の改革派・渡辺喜美 
室伏 謙一 著 
講談社 
なぜ自民党の補完勢力のような地位に堕したのか。平成 24 年の衆議院選挙で大

躍進を果たしたにもかかわらず、なぜ分裂してしまったのか。間近で見ていた政策

秘書が、渡辺喜美の迷走と、みんなの党分裂の一部始終を語る。 
産経新聞 2014/11/02 

2014:10. / 218p 
978-4-06-219174-6 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784062191746*

 

ハリウッドと日本をつなぐ 
奈良橋 陽子 著 
文藝春秋 
渡辺謙や菊地凛子を抜擢し、NHK 朝ドラの米国人ヒロインも発掘したキャスティン

グ・ディレクターが教える、アメリカ映画界の舞台裏。作詞家、演出家、映画監督、プ

ロデューサーとして活躍してきた激動の半生も公開する。 
産経新聞 2014/11/02 

2014:09. / 246p 
978-4-16-390132-9 
1,350 円〔本体〕+税 

*9784163901329*

 

自覚(隠蔽捜査 5.5) 
今野 敏 著 
新潮社 
大森署署長・竜崎伸也は、いかなる危機でもぶれない-。“変人”キャリア官僚・竜崎

の活躍を、反目する野間崎管理官、“やさぐれ刑事”戸高、盟友・伊丹刑事部長ら個

性豊かな面々を通して描く。『小説新潮』掲載を単行本化。 
産経新聞 2014/11/02 

2014:10. / 257p 
978-4-10-300257-4 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784103002574*
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あかちゃんがわらうから 
おーなり 由子 著 
ブロンズ新社 
かあさんはときどき、すごく弱くなる。悲しいニュースを見るたびに、世界はどしゃぶり

のように感じられ…。そんなとき、あかちゃんが教えてくれる「うれしいこと、ここにある

よ」。子育ての希望がぎゅっとつまった温かい絵本。 
産経新聞 2014/11/02 

2014:10. / 1 冊(ページ

付なし) 
978-4-89309-590-9 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784893095909*

 

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 2014/11/02、東京・中日新聞 2014/11/09 

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

*9784582468175*

 

<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 2014/11/02、東京・中日新聞 2014/11/23、読売新聞 2014/11/23 

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

*9784642038348*

 

依存症ビジネス～「廃人」製造社会の真実～ 
デイミアン・トンプソン/ 中里 京子 著 
ダイヤモンド社 
iPhone、危険ドラッグ、お酒、フェイスブック…。私たちは、なぜこうも簡単に「病みつ

き」にのなるのか? 元アルコール依存症のライターが、人間の意志の弱さにつけ込

むテクノロジーとビジネスの共犯関係に迫る。 
産経新聞 2014/11/02、読売新聞 2014/11/09 

2014:10. / 350p 
978-4-478-02292-4 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784478022924*

 

セロニアス・モンクのいた風景 
村上 春樹 著, 村上 春樹 編 
新潮社 
これがジャズなんだ！ 村上春樹が惚れ込んだピアニストについての評伝・評論・エ

ッセイを精選。ジャズへの思い溢れるアンソロジー。 
産経新聞 2014/11/02、日本経済新聞 2014/11/23 

2014:10. / 295p,6p 
978-4-10-506312-2 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784105063122*

 

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 2014/11/03 

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

*9784488122058*
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二十四節気で楽しむ庭仕事 
ひきちガーデンサービス 著 
築地書館 
季語を通して見ると、庭仕事の楽しみ百万倍。めぐる季節のなかで刻々変化する身

近な自然を、半月ごとの時候を短い言葉で教えてくれる二十四節気にしたがい、オ

ーガニック植木屋ならではの眼差しで描く。 
産経新聞 2014/11/08 

2014:11. / 159p 
978-4-8067-1485-9 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784806714859*

 

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 2014/11/08 

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

*9784047316430*

 

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 2014/11/08 

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

*9784588366079*

 

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 2014/11/08、日本経済新聞 2014/11/09、読売新聞 2014/11/16、朝日新

聞 2014/11/23 

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

*9784101183183*

 

ぼくのニセモノをつくるには 
ヨシタケ シンスケ 著 
ブロンズ新社 
大ヒット『りんごかもしれない』に続く、ヨシタケシンスケ発想絵本第２弾。自分を知る

ってめんどうだけど、おもしろい！ 
産経新聞 2014/11/09 

2014:09. / 1 冊(ページ

付なし) 
978-4-89309-591-6 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784893095916*

 

歴史戦～朝日新聞が世界にまいた「慰安婦」の?を討つ～(産経セレクト S-003) 
産経新聞社 著 
産経新聞出版 
河野談話「日韓合作」をスクープした産経新聞が、慰安婦報道の現状とその?の構

造を解き明かす。「貶める韓国脅す中国」の姉妹編。『産経新聞』連載「歴史戦」シリ

ーズに加筆し書籍化。 
産経新聞 2014/11/09 

2014:10. / 267p 
978-4-8191-1253-6 
920 円〔本体〕+税 

*9784819112536*
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テミスの剣 
中山 七里 著 
文藝春秋 
昭和 59 年、浦和の不動産業者一家強盗殺人。闇へと葬られるはずだった冤罪に、

一筋の光を導いたのはひとりの刑事の執念だった…。渡瀬警部が「刑事の鬼」にな

るまでの前日譚。『別册文藝春秋』連載を書籍化。 
産経新聞 2014/11/09 

2014:10. / 364p 
978-4-16-390149-7 
1,750 円〔本体〕+税 

*9784163901497*

 

憲法改正、最後のチャンスを逃すな! 
田久保 忠衛 著 
並木書房 
中国の脅威、米国の影響力の低下。化石のような憲法を早く脱ぎ棄てないと日本は

生き延びられない。占領下で現憲法を受け入れざるを得なかった屈辱の歴史を見

直したうえで、改憲の信念を伝える、体験的な憲法論。 
産経新聞 2014/11/09 

2014:10. / 254p 
978-4-89063-322-7 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784890633227*

 

田舎でロックンロール 
奥田 英朗 著 
KADOKAWA 
英米ロックが百花繚乱の様相を呈していた 70 年代。日本の片田舎に暮らすオクダ

少年もその息吹を感じていた…。無類のロック好き作家が、自身の洋楽青春期を綴

る。短篇小説も収録。『小説野性時代』連載を単行本化。 
産経新聞 2014/11/09 

2014:10. / 278p 
978-4-04-102253-5 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784041022535*

 

なぜ、スポーツ選手は不正に手を染めるのか～アスリート不正列伝～ 
マイク・ローボトム/ 岩井 木綿子 著 
エクスナレッジ 
スポーツにおける不正の多くは、金か名誉のどちらか、あるいは両方を得ることを意

図している。ごく些細なルール違反から本格的な犯罪まで、スポーツ選手が成功す

るための悪の代償、カネ・クスリ・トリックを解き明かす。 
産経新聞 2014/11/09 

2014:07. / 391p 
978-4-7678-1823-8 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784767818238*

 

サンリオ SF 文庫総解説 
大森 望 編 
本の雑誌社 
サンリオ SF 文庫が残した全 197 冊を詳細な書誌データつきで整理番号順にレビュ

ーするほか、編集顧問だった山野浩一のインタビュー、関係者のエッセイなどを収

録。さらに 197 冊+異装版 4 冊のカバーをカラーで掲載する。 
産経新聞 2014/11/09 

2014:09. / 247p 
978-4-86011-260-8 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784860112608*

 

邸宅美術館の誘惑～アートコレクターの息づかいを感じる至福の空間～ 
朽木 ゆり子 著 
集英社 
世界有数のアートコレクターの邸宅で往時のままにコレクションが楽しめる“邸宅美

術館”。ヨーロッパとアメリカから珠玉の 15 館を選び、収集の歴史や主な作品を丁

寧な解説と美しいカラー写真で紹介する。地図&ガイドも収録。 
産経新聞 2014/11/09 

2014:10. / 159p 
978-4-08-781553-5 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784087815535*
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「鎮守の森」が世界を救う(扶桑社新書 173) 
『皇室』部 編 
扶桑社 
「人は自然に生かされている」という日本古来の自然観が、世界の環境問題を救う

鍵となるのではないか。宗教的環境保全同盟(ARC)のメンバーによる環境保護のプ

ロジェクト事例、伊勢で開催された国際会議の模様などを収録。 
産経新聞 2014/11/09 

2014:11. / 189p 
978-4-594-07149-3 
740 円〔本体〕+税 

*9784594071493*

 

ネルソン・マンデラ～未来を変える言葉～ 
ネルソン・マンデラ/ 長田 雅子 著, ネルソン・マンデラ/ 長田 雅子/ サーム・フェ

ンター 編 
明石書店 
人生 大の栄光は一度も転ばないことではなく、転ぶたびに立ち上がることにある-
。反人種差別の伝説的指導者、ネルソン・マンデラが 後に遺した珠玉の名言集。

ノーベル平和賞受賞演説も掲載。 
産経新聞 2014/11/15 

2014:06. / 193p 
978-4-7503-4010-4 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784750340104*

 

キュッパのおんがくかい 
オーシル・カンスタ・ヨンセン/ ひだに れいこ 著 
福音館書店 
ほら、楽しい音が あふれてる！ 
産経新聞 2014/11/16 

2014:10. / [33p] 
978-4-8340-8119-0 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784834081190*

 

中国の野望をくじく日本と台湾  
日本戦略研究フォーラム 編 
内外出版 
「独立したい台湾、統一した中国、日本はどうする」の問い掛けに答える一冊。 
産経新聞 2014/11/16 

 /  
978-4-905285-38-0 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784905285380*

 

重力の虹<上>(Thomas Pynchon Complete Collection 1973)  
トマス・ピンチョン 著 
新潮社 
20 世紀文学 大の傑作と評されながら、超絶に難解とも言われた伝説の巨篇が

高の訳者を得て新訳！膝を打つ解説に註、索引＋地図！ 
産経新聞 2014/11/16 

2014:09. / 751p 
978-4-10-537212-5 
4,200 円〔本体〕+税 

*9784105372125*

 

重力の虹<下>(Thomas Pynchon Complete Collection 1973)  
トマス・ピンチョン 著 
新潮社 
20 世紀文学 大の傑作と評されながら、超絶に難解とも言われた伝説の巨篇が

高の訳者を得て新訳！膝を打つ解説に註、索引＋地図！ 
産経新聞 2014/11/16 

2014:09. / 729p,19p 
978-4-10-537213-2 
4,200 円〔本体〕+税 

*9784105372132*

 

全訳論語 
山田 史生 著 
東京堂出版 
古典中の古典なのに、クスッと笑えて、じんわり心にしみてくる-。著者が自分の頭で

考え、とことん楽しみ、ほしいままに訳した山田史生流「論語」全 20 篇 509 章。 
産経新聞 2014/11/16 

2014:10. / 598p 
978-4-490-20880-1 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784490208801*
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ゴースト・スナイパー([「リンカーン・ライム」シリーズ] [10]) 
ジェフリー・ディーヴァー/ 池田 真紀子 著 
文藝春秋 
政府に雇われた狙撃手に暗殺された男は無実だった。この策謀に挑むライムの捜

査が始まる。隠蔽工作よりも早く真実にたどり着けるか? リンカーン・ライム・シリーズ

第 10 弾。 
産経新聞 2014/11/16 

2014:10. / 495p 
978-4-16-390156-5 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784163901565*

 

奇跡の人 
原田 マハ 著 
双葉社 
時は明治、青森県弘前。「盲目で、耳が聞こえず、口も利けない」少女のため、アメリ

カ帰りの旧幕臣の娘・安が教育係として招かれた。ふたりは苦難の道をゆく…。『小

説推理』掲載を単行本化。 
産経新聞 2014/11/16 

2014:10. / 347p 
978-4-575-23879-2 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784575238792*

 

トマス・ジェファソン 本を愛し、集めた人 
バーブ・ローゼンストック/ ジョン・オブライエン/ 渋谷 弘子 著 
さ・え・ら書房 
わたしは本なしでは生きていけない-。アメリカ独立宣言を書き起こしたトマス・ジェフ

ァソンは、また、本をこよなく愛した人だった。そんなジェファソンの半生を、彼の残し

た言葉とともに描いた伝記絵本。 
産経新聞 2014/11/16 

2014:09. / 1 冊(ページ

付なし) 
978-4-378-04141-4 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784378041414*

 

はだかの王様～億万長者がすべて失ってわかった絶対にやってはいけない 42 の

こと～(角川フォレスタ) 
与沢 翼 著 
KADOKAWA 
失敗は 高の学び。失敗とはよりよい方法で再挑戦する素晴らしい機会。秒速の男

「与沢翼」だからこそ成し得た失敗から学ぶ、絶対にやってはいけないこととは? ど

んな教科書よりも役立つ究極の失敗学のすすめ。 
産経新聞 2014/11/16 

2014:10. / 198p 
978-4-04-653969-4 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784046539694*

 

キャロリング 
有川 浩 著 
幻冬舎 
倒産が決まった会社で働く、元恋人たち。両親が離婚しそうな小学生男子。心優し

い、チンピラたち。クリスマスにもたらされる、ささやかな奇跡の連鎖。NHK BS プレミ

アム連続ドラマの原作。『別册文藝春秋』掲載を書籍化。 
産経新聞 2014/11/16 

2014:10. / 367p 
978-4-344-02659-9 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784344026599*

 

異形の明治 
新保 祐司 著 
藤原書店 
「理想」に?まれ、「絶対」に貫かれた、「化物」たちの時代-。山田風太郎、服部之

総、池辺三山、清沢洌、尾佐竹猛らの「歴史の活眼」を導きとして、明治初年の精神

に迫る。学芸総合誌・季刊『環』連載を加筆修正。 
産経新聞 2014/11/16 

2014:08. / 229p 
978-4-89434-983-4 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784894349834*
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パリの国連で夢を食う。 
川内 有緒 著 
イーストプレス 
転職先は国連。世界一のお役所と自由なパリで、“自分を生きる”を考えた…。パリと

国連での 5 年半におよぶ体験をユーモラスに描いた、30 代女性のライフストーリ

ー。『レポ』掲載を大幅に加筆、修正し単行本化。 
産経新聞 2014/11/16、朝日新聞 2014/11/16 

2014:09. / 315p 
978-4-7816-1243-0 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784781612430*

 

馬の自然誌 
J.E.チェンバレン/ 屋代 通子 著 
築地書館 
人間社会の始まりから、馬は特別な動物だった。生物学、考古学、民俗学、文学、

美術を横断して、詩的に語られる馬と人間の歴史。 
産経新聞 2014/11/16、朝日新聞 2014/11/30 

2014:09. / 254p 
978-4-8067-1483-5 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784806714835*

 

歴代首相のおもてなし～晩餐会のメニューに秘められた外交戦略～(宝島社新書 
448) 
西川 恵 著 
宝島社 
「各国首脳を迎えて行う饗宴の目的は?」「料理人・メニューはどうやって決められる

のか?」といった疑問から、安倍・小渕・森・小泉・鳩山・菅ら歴代首相のおもてなしの

狙いと効果まで、外交手段としての「饗宴」を解説する。 
産経新聞 2014/11/22 

2014:05. / 287p 
978-4-8002-2458-3 
750 円〔本体〕+税 

*9784800224583*

 

幻獣標本博物記 
江本 創 著 
風濤社 
マッドサイエンティストたちの世界を股にかけた冒険の成果！奇妙な未確認生物の

数々！ 
産経新聞 2014/11/23 

2014:11. / 88p 
978-4-89219-392-7 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784892193927*

 

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

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

生の全貌。未紹介作品を含む図版・年譜付。 
産経新聞 2014/11/23 

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

*9784560083833*

 

韓国人の研究(角川 one テーマ 21 D-47) 
黒田 勝弘 著 
KADOKAWA 
それでも韓国、韓国人は面白い! 在韓 30 年超の日本人記者が自らの体験をもと

に、急激な経済成長の中で変わりつつある韓国人の姿、変わらない本質を検証す

る。 
産経新聞 2014/11/23 

2014:11. / 269p 
978-4-04-653427-9 
800 円〔本体〕+税 

*9784046534279*
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ふたつのしるし 
宮下 奈都 著 
幻冬舎 
“優等生”遙名と、“落ちこぼれ”ハル。生きることに不器用なふたりがやがて成長し

…。「しるし」を見つけたふたりの希望の物語。『GINGER L.』連載に加筆・修正して

単行本化。 
産経新聞 2014/11/23 

2014:09. / 216p 
978-4-344-02634-6 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784344026346*

 

にじいろガーデン 
小川 糸 著 
集英社 
ふたりの母親とふたりの子ども。偶然の出会いからはじまった“タカシマ家"。特別な

ようでいて、どこにでもいる一家が歩んだ十六年間の軌跡。喜びと悲しみに彩られ

た、新しい家族小説の誕生です。 
産経新聞 2014/11/23 

2014:10. / 320p 
978-4-08-771578-1 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784087715781*

 

はなみずじゅるじゅるせきごほごほ(からだだからすごい!) 
細谷 亮太/ つちだ よしはる 著 
童心社 
かぜをひくと、鼻水じゅるじゅる、せきはごほごほで大変! でも大丈夫。それは体の

ちからマンが、かぜのウイルスを追いだそうと頑張ってる証拠! 体が自分で元気に

なる力を持っていることを伝える絵本。 
産経新聞 2014/11/23 

2014:10. / 27p 
978-4-494-01450-7 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784494014507*

 

NHK ニッポン戦後サブカルチャー史 
宮沢 章夫/ NHK「ニッポン戦後サブカルチャー史」制作班 著 
ＮＨＫ出版 
NHK「ニッポン戦後サブカルチャー史」から生まれた本。各時代を象徴する表現に

共通していたものを、様々なジャンルを横断しながら読み解く。後ろから読む、サブ

カルチャーの履歴書 1945-2014 も収録。 
産経新聞 2014/11/23 

2014:09. / 255p 
978-4-14-081650-9 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784140816509*

 

毒殺～暗殺国家ロシアの真実～ 
アルカディ・ワクスベルク/ 松宮 克昌 著 
柏書房 
クレムリンの片隅に、レーニンからプーチンへと引き継がれてきた、 高権力者のた

めの毒物研究所が存在する! ソ連や今日のロシアで行われた多くの毒殺をテーマ

に、あまりにもダーティーな裏工作の実情を暴く。 
産経新聞 2014/11/23 

2014:09. / 326p 
978-4-7601-4491-4 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784760144914*

 

街場の戦争論([シリーズ 22 世紀を生きる]) 
内田 樹 著 
ミシマ社 
僕たちが今いるのは、2 つの戦争にはさまれた戦争間期ではないか。改憲、特定秘

密保護法、集団的自衛権、グローバリズム、就職活動…。「みんながいつも同じ枠

組みで賛否を論じていること」を、別の視座から考察する。 
産経新聞 2014/11/23 

2014:10. / 283p 
978-4-903908-57-1 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784903908571*
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最後の 1 分 
エレナー・アップデール/ 杉田 七重 著 
東京創元社 
爆発 60 秒前、人々は待ち受ける運命を知らない-。とある町で起きた複数の爆発事

故。娘と会うのを楽しみにしている老人、不倫中の政治家、子どもたちを乗せたバス

…。60 秒を 1 章 1 秒のカウントダウン形式で描いた異色作。 
産経新聞 2014/11/23 

2014:11. / 254p 
978-4-488-01035-5 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784488010355*

 

竜巻のふしぎ～地上最強の気象現象を探る～ 
森田 正光/ 森 さやか/ 川上 智裕 著 
共立出版 
温暖化で竜巻は増える? 日本も竜巻大国って本当? わかりやすい気象解説でおな

じみの森田さんと、NHK World 気象キャスターの森さんが、地上 強の気象現象・

竜巻のふしぎを徹底解説。 
産経新聞 2014/11/23 

2014:08. / 12p,179p 
978-4-320-04727-3 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784320047273*

 

慟哭の海峡 
門田 隆将 著 
KADOKAWA 
多くの日本兵が犠牲になったバシー海峡。「アンパンマン」の作者やなせたかしの

弟もその一人だ。また奇跡的に生還を遂げた若者もいた。彼は鎮魂のために戦後

の人生を捧げ…。正義と自己犠牲を貫いた大正生まれの男たちの物語。 
産経新聞 2014/11/23、東京・中日新聞 2014/11/23 

2014:10. / 332p 
978-4-04-102153-8 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784041021538*

 

スープ 
細川 亜衣 著 
リトル・モア 
細川亜衣、待望の 新刊。こころに沁み入るスープ 32 皿のレシピとエッセイ。 
産経新聞 2014/11/30 

2014:10. / 197p 
978-4-89815-390-1 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784898153901*

 

ニッポンを議論しよう。～民間官庁中堅幹部が 1000 時間議論した、2020 年「未来

創造立国」に向けてのニッポン改造アクションプラン～ 
フォーラム 21・梅下村塾 27 期生 著 
丸善プラネット 
企業と官庁から選抜された中堅幹部が、経済、安全保障、教育、文化、政治、行政

をテーマに議論した成果をまとめた。 
産経新聞 2014/11/30 

2014:10. / 19p,311p 
978-4-86345-224-4 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784863452244*

 

ナショナリズム入門(講談社現代新書 2263) 
植村 和秀 著 
講談社 
世界の様々な地域の多様なナショナリズムの構造を分析し、２１世紀世界の 大の

問題であるナショナリズムへの基礎的な知識を与える 
産経新聞 2014/11/30 

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

*9784062882637*
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店長がいっぱい 
山本 幸久 著 
光文社 
倒産、家出、離婚、リストラ…。悩みながらも挫折を乗り越え、がむしゃらに働く 7 人

の店長と、彼らを取り巻く人々の奮闘記。『小説宝石』掲載に書き下ろしを加えて単

行本化。 
産経新聞 2014/11/30 

2014:11. / 316p 
978-4-334-92980-0 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784334929800*

 

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。 
産経新聞 2014/11/30 

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

*9784344026278*

 

ニコニコ哲学～川上量生の胸のうち～ 
川上 量生/ 加藤 貞顕 著 
日経ＢＰ社 
ニコニコ動画を育てあげ、新生 KADOKAWA・DWANGO トップとなった川上量生

が、生き方、働き方の哲学を語りつくす。ニコニコ宣言(9)も収録。『cakes』連載をもと

に単行本化。 
産経新聞 2014/11/30 

2014:11. / 287p 
978-4-8222-5051-5 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784822250515*

 

はじめての日本国憲法～役割は?私たちとのつながりは?～(楽しい調べ学習シリ

ーズ) 
青井 未帆 著 
ＰＨＰ研究所 
国のかたちを定め、私たちの人権を守っている憲法。その基本的な考え方や成り立

ちを説明するとともに、憲法が保障している権利と、憲法が定めている国のしくみに

ついて具体的に解説する。日本国憲法全文も掲載。 
産経新聞 2014/11/30 

2014:09. / 63p 
978-4-569-78429-8 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784569784298*

 

チベットに舞う日本刀～モンゴル騎兵の現代史～ 
楊 海英 著 
文藝春秋 
日本の陸軍士官学校で学んだモンゴル騎兵軍団。日本の敗北後、中国人民解放

軍と共にチベット侵略の先兵となり、その後は毛沢東らに粛清されていく…。チベッ

トとモンゴルの悲劇的な歴史を、複眼的な歴史観に基づいて描く。 
産経新聞 2014/11/30 

2014:11. / 414p 
978-4-16-390165-7 
1,850 円〔本体〕+税 

*9784163901657*

 

電車でめぐる富士山の旅～御殿場、富士宮、富士吉田、清水へ～ 
甲斐 みのり 著 
ウェッジ 
避暑地の面影が残る御殿場、浅間大社の門前町・富士宮、富士山信仰の拠点・富

士吉田、富士山の景勝が望める清水…。電車や車で行く富士山の旅をテーマに、

富士山周辺の見どころやお土産を紹介。データ:2014 年 10 月現在。 
産経新聞 2014/11/30 

2014:11. / 126p 
978-4-86310-136-4 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784863101364*
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はてしない物語  
ミヒャエル・エンデ/ 上田 真而子/ 佐藤 真理子 著 
岩波書店 
朝日新聞 2014/11/02 

1982:06. / ５８９ｐ 
978-4-00-110981-8 
2,860 円〔本体〕+税 

*9784001109818*

 

京都に残った公家たち～華族の近代～(歴史文化ライブラリー 385) 
刑部 芳則 著 
吉川弘文館 
公家文化の伝統を残そうと奔走した姿を描く 
朝日新聞 2014/11/02 

2014:09. / 7p,266p 
978-4-642-05785-1 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784642057851*

 

評伝石黒宗麿 異端に徹す 
小野 公久 著 
淡交社 
その作品がいまも人々を魅了し続ける、近代陶芸の巨星・石黒宗麿の生涯・思想・

作風を、詳細な調査に基づく 新の知見で紹介。 
朝日新聞 2014/11/02 

2014:08. / 295p 
978-4-473-03965-1 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784473039651*

 

算数・数学活用事典 
武藤 徹/ 三浦 基弘 著 
日本評論社 
算数から中学・高校までの数学を、大きな流れとしてとらえた事典。分野ごとに独立

させ、関心のあるテーマで読み進めるよう配慮。 
朝日新聞 2014/11/02 

2014:09. / 3p,294p 
978-4-535-78717-9 
2,700 円〔本体〕+税 

*9784535787179*

 

解剖学個人授業(河出文庫 み 26-2) 
養老 孟司/ 南 伸坊 著 
河出書房新社 
「目玉にも筋肉がある？」「脳にとって冗談とは？」…人体の不思議から解剖学の

先端まで、オモシロわかりやすく学べる名講義録！ 
朝日新聞 2014/11/02 

2014:09. / 222p 
978-4-309-41314-3 
640 円〔本体〕+税 

*9784309413143*

 

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。 
朝日新聞 2014/11/02 

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

*9784062191050*

 

「食」と「農」を結ぶ～心を育む食農教育～(JC 総研ブックレット No.6) 
森 久美子 著 
筑波書房 
子どもたちが農業・農村を体験することで食の大事さを学ぶ「食農教育」がなぜ大事

かを著し、今後の「食農教育」の可能性について示した。 
朝日新聞 2014/11/02 

2014:10. / 62p 
978-4-8119-0446-7 
750 円〔本体〕+税 

*9784811904467*
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道 
荒木 経惟 著 
河出書房新社 
人は道を往き、季節は循環する-。3.11 以降、自宅のバルコニーから毎朝東の空と、

同じ道を撮り続けている荒木経惟による、108 枚の写真を収めた写真集。40 頁の観

音開きあり。 
朝日新聞 2014/11/02 

2014:10. / 1 冊(ページ

付なし) 
978-4-309-27531-4 
3,900 円〔本体〕+税 

*9784309275314*

 

繁栄の昭和 
筒井 康隆 著 
文藝春秋 
屋敷に影のような人間たちがうごめき、女装した美少年が魔都・東京をさまよい、リア

王役者は「君の瞳に恋してる」を歌い踊る…。筒井康隆 8 年ぶりの短篇集。『文學

界』『オール讀物』ほか掲載を書籍化。 
朝日新聞 2014/11/02 

2014:09. / 237p 
978-4-16-390126-8 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784163901268*

 

高平哲郎スラップスティック選集<2> 定本アチャラカ 
高平 哲郎 著 
ワニブックス 
演出家・作家・編集者として多彩な仕事を手がける高平哲郎の選集。2 は、「アチャ

ラカに魅せられて」「バラエティは「アチャラカ」だった」「アチャラカ的喜劇映画」など

を収録。萩本欽一との対談も掲載。 
朝日新聞 2014/11/02 

2014:09. / 398p 
978-4-8470-9267-1 
2,130 円〔本体〕+税 

*9784847092671*

 

磯崎新 Interviews 
磯崎 新/ 日埜 直彦 著 
ＬＩＸＩＬ出版 
建築-芸術-批評をめぐる闘争と展開。建築家・磯崎新がキャリアの 初期から現在

までを語った、約 10 年にわたるインタヴューを集成。インタヴュアー・日埜直彦が磯

崎新の全体像についてまとめた論考も収録。 
朝日新聞 2014/11/02 

2014:08. / 370p 
978-4-86480-011-2 
3,500 円〔本体〕+税 

*9784864800112*

 

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

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

歴史、機能から、人類の進化の謎を解き明かす。 
朝日新聞 2014/11/02 

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

*9784121022776*

 

高平哲郎スラップスティック選集<1> 銀座の学校・新宿の授業 
高平 哲郎 著 
ワニブックス 
演出家・作家・編集者として多彩な仕事を手がける高平哲郎の選集。1 は、「バラエ

ティ番組の創成期と東宝ミュージカル」「40 年前の新宿映画館地図」「「いいとも」の

その日」などを収録。山本晋也との対談も掲載。 
朝日新聞 2014/11/02 

2014:07. / 382p 
978-4-8470-9247-3 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784847092473*
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感情労働としての介護労働～介護サービス従事者の感情コントロール技術と精神

的支援の方法～ 
吉田 輝美 著 
旬報社 
介護労働者は、介護サービスの利用者たちから発せられる言葉に傷ついても堪

え、質の高いサービスを提供しようと努力している。いままで介護労働の分野ではタ

ブー視されてきた、労働者の「感情」の問題について考える。 
朝日新聞 2014/11/02 

2014:09. / 236p 
978-4-8451-1361-3 
5,000 円〔本体〕+税 

*9784845113613*

 

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。 
朝日新聞 2014/11/02 

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

*9784120046575*

 

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。 
朝日新聞 2014/11/02 

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

*9784569809489*

 

教科書で出会った名詩一〇〇(新潮文庫 し-24-1)  
新潮文庫集部 編 
新潮社 
教室で心を震わせた、あの言葉をもう一度…。中原中也、宮沢賢治、金子みすゞな

ど、1950 年代から 2010 年代までの、小学校、中学校、高等学校の国語教科書に

収録された詩の中から 100 作品を精選したアンソロジー。 
朝日新聞 2014/11/02 

2014:11. / 231p 
978-4-10-127451-5 
490 円〔本体〕+税 

*9784101274515*

 

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

から、完全燃焼してほしい-。終戦直後の京都に生まれ、戦後史の光も影も見続け

てきた「突破者」が、半生を回顧し、今を生きる日本人に贈る。 
朝日新聞 2014/11/02 

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

*9784396615031*

 

向田邦子、性を問う～『阿修羅のごとく』を読む～ 
高橋 行徳 著 
いそっぷ社 
「セックスを抜きにして、ホームドラマは成り立たないんじゃないのかしら」 向田邦子

の驚くべき提案から始まったドラマ「阿修羅のごとく」。性をモチーフに、家族のもろ

さ、個人の業の深さを描いた不朽の名作の魅力に迫る。 
朝日新聞 2014/11/02 

2014:10. / 318p 
978-4-900963-63-4 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784900963634*
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砂の粒/孤独な場所で～金井美恵子自選短篇集～(講談社文芸文庫 か M3) 
金井 美恵子 著 
講談社 
一語一語選び抜かれた言葉は、思わぬつながりを持つ次の言葉を連れてきて、夢

中でそれらを追ううちに思いもよらない地平に連れ去られていく-。「曖昧な出発」「も

う一つの薔薇」「沈む街」など全 16 編を収録した自選短篇集。 
朝日新聞 2014/11/02 

2014:10. / 308p 
978-4-06-290244-1 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784062902441*

 

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。 
朝日新聞 2014/11/02 

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

*9784344026322*

 

わたしはマララ～教育のために立ち上がり、タリバンに撃たれた少女～ 
マララ・ユスフザイ/ クリスティーナ・ラム/ 金原 瑞人/ 西田 佳子 著 
学研パブリッシング 
女性が教育を受ける権利を訴えて、イスラム武装勢力に銃撃された 16 歳の少女マ

ララの手記。幼少期から、タリバンの台頭による混乱、銃撃事件とその後までを綴

る。国連本部でのスピーチも収録。 
朝日新聞 2014/11/02 

2013:12. / 429p 図版
16p 
978-4-05-405846-0 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784054058460*

 

人間と国家～ある政治学徒の回想～<上>(岩波新書 新赤版 1316) 
坂本 義和 著 
岩波書店 
現代に生きる人間は、国家とどう向き合い、自分のアイデンティティをどのように考え

ていくべきか。その問いと格闘してきた国際政治学者の軌跡。上は、上海で戦争を

経験した少年時代から、冷戦・核時代までを収録。 
朝日新聞 2014/11/02 

2011:07. / 13p,220p 
978-4-00-431316-8 
800 円〔本体〕+税 

*9784004313168*

 

人間と国家～ある政治学徒の回想～<下>(岩波新書 新赤版 1317) 
坂本 義和 著 
岩波書店 
現代に生きる人間は、国家とどう向き合い、自分のアイデンティティをどのように考え

ていくべきか。その問いと格闘してきた国際政治学者の軌跡。下は、東大紛争との

関わりから、冷戦終焉後・東日本大震災までを収録。 
朝日新聞 2014/11/02 

2011:07. / 4p,234p,14p
978-4-00-431317-5 
800 円〔本体〕+税 

*9784004313175*

 

日本人の身体(ちくま新書 1087) 
安田 登 著 
筑摩書房 
おおざっぱで曖昧ゆえに他人や自然と共鳴できていた日本人の身体観を、古今東

西の文献や文学、能の詞章を検証しつつ振り返ることで、カラダとココロに分裂し、

内向きになっている現代の身体観を打開するきっかけを提示する。 
朝日新聞 2014/11/02、産経新聞 2014/11/08 

2014:09. / 254p 
978-4-480-06794-4 
820 円〔本体〕+税 

*9784480067944*
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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。 
朝日新聞 2014/11/02、読売新聞 2014/11/02 

2014:09. / 238p 
978-4-12-102284-4 
840 円〔本体〕+税 

*9784121022844*

 

赤瀬川原平～現代赤瀬川考～(KAWADE 夢ムック) 
河出書房新社 
希代の美術家、作家である赤瀬川原平を総特集。単行本未収録コレクション、赤瀬

川原平×種村季弘×浅田彰の発掘座談会、松田哲夫×南伸坊×山下裕二の座談

会、論考集などを収録。 
朝日新聞 2014/11/02、日本経済新聞 2014/11/02 

2014:10. / 239p 
978-4-309-97848-2 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784309978482*

 

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。 
朝日新聞 2014/11/02、日本経済新聞 2014/11/02、産経新聞 2014/11/16、読売新

聞 2014/11/23 

2014:09. / 222p 
978-4-16-390131-2 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784163901312*

 

ゼロ・トゥ・ワン～君はゼロから何を生み出せるか～ 
ピーター・ティール/ ブレイク・マスターズ/ 関 美和 著 
ＮＨＫ出版 
起業家集団「PayPal マフィア」の中心人物、ピーター・ティールのスタンフォード大

学起業講義録から生まれた一冊。新しい何かを創造する企業をどう立ち上げるか、

斬新なアイデアの数々を紹介する。 
朝日新聞 2014/11/02、日本経済新聞 2014/11/16 

2014:09. / 253p 
978-4-14-081658-5 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784140816585*

 

紀ノ川 改版(新潮文庫)  
有吉 佐和子 著 
新潮社 
朝日新聞 2014/11/09 

2006:04. / ３５７ｐ 
978-4-10-113201-3 
590 円〔本体〕+税 

*9784101132013*

 

香華 改版(新潮文庫)  
有吉 佐和子 著 
新潮社 
朝日新聞 2014/11/09 

2006:08. / ６８０ｐ 
978-4-10-113202-0 
890 円〔本体〕+税 

*9784101132020*

 

華岡青洲の妻 改版(新潮文庫)  
有吉 佐和子 著 
新潮社 
朝日新聞 2014/11/09 

1988:01. / ２２６ｐ 
978-4-10-113206-8 
430 円〔本体〕+税 

*9784101132068*
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インターネットの基礎～情報革命を支えるインフラストラクチャー～(角川インターネ

ット講座 01)  
村井 純 著 
KADOKAWA 
インターネットはどう作られ、誰が動かしているのか。ネット社会を支える基盤技術か

ら設計思想まで、やさしく解説する。 
朝日新聞 2014/11/09 

2014:10. / 283p 
978-4-04-653881-9 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784046538819*

 

総理メシ 政治が動くとき、リーダーは何を食べてきたか 
朝日新聞政治部取材班 著 
講談社 
昭和後期から平成にかけて時の総理たちが「日本の一大事」に際し、なにを食べ、

なにを考えてきたのかを振り返る「食の政治史」！ 
朝日新聞 2014/11/09 

2014:09. / 189p 
978-4-06-219121-0 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784062191210*

 

うつの医療人類学 
北中 淳子 著 
日本評論社 
うつ病が世界的な流行をみせている。この流行はなぜおきたのか。北米と比較しな

がら、日本の「うつ」の過去・現在・未来を透徹。 
朝日新聞 2014/11/09 

2014:09. / 234p 
978-4-535-98412-7 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784535984127*

 

もう一度天気待ち～監督・黒澤明とともに～ 
野上 照代 著 
草思社 
黒澤明監督の記録係が書いた名著『天気待ち』を新たに三船敏郎と黒澤明との関

係・交情等、大幅な書き下ろし原稿を追加して復刊。 
朝日新聞 2014/11/09 

2014:01. / 367p 
978-4-7942-2026-4 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784794220264*

 

ヒューマン・コマース～グローバル化するビジネスと消費者～(角川インターネット

講座 09)  
KADOKAWA 
Web2.0 以降、市場規模もビジネスモデルも大きく変わり始めたインターネット・コマ

ース。業界トップが示すその支配原理とは？ 
朝日新聞 2014/11/09 

2014:10. / 299p 
978-4-04-653889-5 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784046538895*

 

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 
朝日新聞 2014/11/09 

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

*9784062728638*

 

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。 
朝日新聞 2014/11/09 

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

*9784104660056*
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宮沢賢治の謎をめぐって～わがうち秘めし異事の数、異空間の断片～ 
栗谷川 虹 著 
作品社 
幻視者にも似た独自の視線から人と世界を見詰める賢治の文学。その核心をなす

心象宇宙を精細な作品分析と伝記的検証から重層的に解明する。 
朝日新聞 2014/11/09 

2014:09. / 288p 
978-4-86182-502-6 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784861825026*

 

渋谷系 
若杉 実 著 
シンコーミュージック 
90 年代カルチャーを牽引した「渋谷系」はどのように生まれ、なぜ衰退したのか。ア

ーティストや関係者の証言をもとに、文化・社会的な見地で検証する。 
朝日新聞 2014/11/09 

2014:09. / 198p 
978-4-401-64008-9 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784401640089*

 

葉巻を片手に中南米(TASC 双書 11) 
渡邉 尚人 著 
山愛書院 
人生は深く、楽しく生きることに尽きる-。中南米の人々の生活を肌で感じ取ってき

た、葉巻をこよなく愛する外交官がたどる中南米嗜好品紀行。歴史、社会、政治、

経済にも触れながら綴る。 
朝日新聞 2014/11/09 

2014:09. / 4p,249p 
978-4-434-19598-3 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784434195983*

 

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。 
朝日新聞 2014/11/09 

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

*9784585290773*

 

明治の「性典」を作った男～謎の医学者・千葉繁を追う～(筑摩選書 0099) 
赤川 学 著 
筑摩書房 
「解体新書」の性器版にして、明治期の一大ベストセラー「造化機論」。それはどん

な書物で、翻訳者・千葉繁とは何者だったのか? 謎に満ちた一人の男の生涯と、明

治時代の性観念の大転換を描き出す。 
朝日新聞 2014/11/09 

2014:09. / 227p 
978-4-480-01606-5 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784480016065*

 

引き裂かれた青春～戦争と国家秘密～ 
北大生・宮澤弘幸「スパイ冤罪事件」の真相を広める会 編 
花伝社 
健朗快活な北大生・宮澤弘幸は、ある日突然スパイ容疑を着せられ、重罪を背負

わされて、その将来と命を奪われた-。宮澤・レーン事件が冤罪であることを詳細に

検証・分析する。判決全文などの資料も掲載。 
朝日新聞 2014/11/09 

2014:09. / 322p 
978-4-7634-0710-8 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784763407108*
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下剋上受験～両親は中卒それでも娘は最難関中学を目指した!～ 
桜井 信一 著 
産経新聞出版 
昼はガテン系仕事、夜は娘と猛勉強、そして朝まで娘のための予習…。中卒の父

と、その娘が、進学塾にも行かず 2 人で桜蔭学園を目指した壮絶記録。中学受験

ブログ人気 No.1 著者による、感動ノンフィクション。 
朝日新聞 2014/11/09 

2014:07. / 351p 
978-4-8191-1247-5 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784819112475*

 

IKEA のタンスに閉じこめられたサドゥーの奇想天外な旅(小学館文庫 フ 7-1) 
ロマン・プエルトラス/ 吉田 恒雄 著 
小学館 
手ぶらでフランスにやってきたインド人のサドゥー(修行者)。ドライバーをだまして無

賃乗車で IKEA に到着したまではよかったのだが、そこからこの男の国をまたいだ

逃避行がはじまった。フランス発の爆笑小説。 
朝日新聞 2014/11/09 

2014:10. / 285p 
978-4-09-406025-6 
700 円〔本体〕+税 

*9784094060256*

 

ホビーパソコン興亡史～国産パソコンシェア争奪 30 年の歴史～ 
前田 尋之 著 
オークラ出版 
家庭向けに開発された「ホビーパソコン」は、どのように進化して私たちの生活に入

ってきたのか。国産独自のパソコン規格が生まれてから終焉を迎えるまでを、メーカ

ーの戦略視点で俯瞰して読み解く、現代の歴史絵巻。 
朝日新聞 2014/11/09 

2014:10. / 255p 
978-4-7755-2328-5 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784775523285*

 

ジャンプ～他十一篇～(岩波文庫 32-802-1) 
ナディン・ゴーディマ/ 柳沢 由実子 著 
岩波書店 
白人の立場から人種差別批判の作品を発表しつづけた南アフリカのノーベル賞作

家ナディン・ゴーディマ。アパルトヘイト全廃が法的に決定した後の、新しい社会へ

と移行する人びとの動揺や不安の心理を描いた珠玉の短篇集。 
朝日新聞 2014/11/09 

2014:10. / 338p 
978-4-00-328021-8 
900 円〔本体〕+税 

*9784003280218*

 

ブルーノート・レコード～妥協なき表現の軌跡～ 
リチャード・ヘイヴァーズ/ 行方 均/ 小巻 靖子/ 荒井 理子 著 
ヤマハミュージックメディア 
ブルーノート・レコードが歩んだ 75 年の歴史を、数多くのビジュアルと膨大な解説

で綴る公式本。ブルーノート・アーカイヴからの未公開資料を多数掲載するほか、

75 枚のアルバムをその魅力から音楽的功績まで詳説する。 
朝日新聞 2014/11/09 

2014:11. / 399p 
978-4-636-90445-1 
7,800 円〔本体〕+税 

*9784636904451*

 

天人～深代惇郎と新聞の時代～ 
後藤 正治 著 
講談社 
名文家しか書くことを許されない『朝日新聞』の名物コラム「天声人語」。新聞がジャ

ーナリズムの中心にあった昭和に「天人」執筆者として輝きを放ち、惜しまれつつ早

世したコラムニスト・深代惇郎を、多くの証言から描く。 
朝日新聞 2014/11/09 

2014:10. / 370p 
978-4-06-219182-1 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784062191821*
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ビジュアル年表で読む西洋絵画(NATIONAL GEOGRAPHIC) 
イアン・チルヴァース/ イアン・ザクゼック/ ジュード・ウェルトン/ キャロライン・バグラ

ー/ ロリー・マック/ 木村 三郎/ 本江 邦夫/ 鐸木 道剛/ 田中 敦子/ 岡崎 秀 
著 
日経ナショナルジオグラフィック 
ロマネスク、ルネサンス、バロック、ロココ、写実主義、印象派…。古代から現代ま

で、多大な感動と影響を残した西洋名画を通じて、絵画の傾向の変化や発展、主

要な成果の跡を紹介。名画 800 点、120 人の巨匠に触れる。 
朝日新聞 2014/11/09 

2014:09. / 400p 
978-4-86313-280-1 
6,400 円〔本体〕+税 

*9784863132801*

 

書く力は、読む力(祥伝社新書 380) 
鈴木 信一 著 
祥伝社 
読むことと書くことは、表裏一体です。文章との正しい向き合い方や書くことに通じる

「読み」を明らかにし、「書きたいことを書くのではなく、書くべきことを書く」という書く

ことの正道について、実例を示しながら解説します。 
朝日新聞 2014/11/09 

2014:09. / 251p 
978-4-396-11380-3 
800 円〔本体〕+税 

*9784396113803*

 

あなたの本当の人生は 
大島 真寿美 著 
文藝春秋 
ジュニア小説の女王様と呼ばれる森和木ホリー、その秘書・宇城圭子、担当編集者

の助言で森和木ホリーの内弟子となった國崎真実。「書く」ことに囚われた 3 人の女

たちの運命は…。『別册文藝春秋』連載を単行本化。 
朝日新聞 2014/11/09、読売新聞 2014/11/16 

2014:10. / 308p 
978-4-16-390136-7 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784163901367*

 

棒を振る人生～指揮者は時間を彫刻する～(PHP 新書 951)  
佐渡 裕 著 
ＰＨＰ研究所 
日欧で活躍する著者が、現在の「指揮者・佐渡裕」を育んだ数々の知られざるエピ

ソードとともに音楽観、人生観を綴る。トーンキュンストラー管弦楽団の音楽監督へ

のオファーを受けてからの葛藤なども告白。 
朝日新聞 2014/11/09、読売新聞 2014/11/16、日本経済新聞 2014/11/30 

2014:10. / 233p 
978-4-569-82059-0 
760 円〔本体〕+税 

*9784569820590*

 

フラッシュ・ボーイズ～10 億分の 1 秒の男たち～ 
マイケル・ルイス/ 渡会 圭子/ 東江 一紀 著 
文藝春秋 
なぜか株を買おうとすると値段が逃げ水のようにあがってしまう。その陰には、コンピ

ュータ化された市場で常態化した巨大な八百長、ナノセカンドの差で先回りするフ

ラッシュ・ボーイズの姿があった…。 
朝日新聞 2014/11/09、日本経済新聞 2014/11/30 

2014:10. / 346p 
978-4-16-390141-1 
1,650 円〔本体〕+税 

*9784163901411*

 

紙の月(ハルキ文庫 か 8-2) 
角田 光代 著 
角川春樹事務所 
わかば銀行から 41 歳の契約社員・梅澤梨花が 1 億円を横領した。海外へ逃亡し

た梨花は果たして逃げ切れるのか? スリリングで狂おしいまでに切実な長篇小説。

2014 年 11 月公開の同名映画の原作。 
朝日新聞 2014/11/09、毎日新聞 2014/11/23 

2014:09. / 359p 
978-4-7584-3845-2 
590 円〔本体〕+税 

*9784758438452*
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蒼い時(集英社文庫)  
山口百恵 著 
集英社 
朝日新聞 2014/11/16 

1981:04. / ２１６ｐ 
978-4-08-751056-0 
420 円〔本体〕+税 

*9784087510560*

 

富士日記<上巻> 改版(中公文庫)  
武田 百合子 著 
中央公論社 
朝日新聞 2014/11/16 

1997:04. / ４７４ｐ 
978-4-12-202841-8 
933 円〔本体〕+税 

*9784122028418*

 

富士日記<中巻> 改版(中公文庫)  
武田 百合子 著 
中央公論社 
朝日新聞 2014/11/16 

1997:05. / ４９６ｐ 
978-4-12-202854-8 
933 円〔本体〕+税 

*9784122028548*

 

富士日記<下巻> 改版(中公文庫)  
武田 百合子 著 
中央公論社 
朝日新聞 2014/11/16 

1997:06. / ４８３ｐ 
978-4-12-202873-9 
933 円〔本体〕+税 

*9784122028739*

 

逆転力～ピンチを待て～(講談社 MOOK) 
指原 莉乃 著 
講談社 
指原莉乃 新書 
朝日新聞 2014/11/16 

2014:08. / 191p 
978-4-06-389850-7 
741 円〔本体〕+税 

*9784063898507*

 

松田解子～写真で見る愛と闘いの 99 年～ 
松田解子の会 編 
新日本出版社 
証言と写真でよみがえるあの日の松田解子 
朝日新聞 2014/11/16 

2014:10. / 158p 
978-4-406-05823-0 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784406058230*

 

西アフリカの王国を掘る～文化人類学から考古学へ～(フィールドワーク選書 10) 
竹沢 尚一郎 著, 印東 道子/ 白川 千尋/ 関 雄二 編 
臨川書店 
サバンナの大地に眠る未知の歴史を発掘する 
朝日新聞 2014/11/16 

2014:08. / 204p 
978-4-653-04240-2 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784653042402*
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作家のごちそう帖～悪食・鯨飲・甘食・粗食～(平凡社新書 749) 
大本 泉 著 
平凡社 
夏目漱石、正岡子規、永井荷風、林芙美子、吉田健一、開高健……。総勢 22 名

の作家が愛した食から、その素顔と人生に迫る。 
朝日新聞 2014/11/16 

2014:09. / 244p 
978-4-582-85749-8 
760 円〔本体〕+税 

*9784582857498*

 

ネットが生んだ文化(カルチャー)～誰もが表現者の時代～(角川インターネット講

座 04)  
KADOKAWA 
ユーザーが創りだしてきた日本のネット文化を「炎上」「嫌儲」「コピー」「非リア充」の

4 つのキーワードから鋭く解き明かす。 
朝日新聞 2014/11/16 

2014:10. / 265p 
978-4-04-653884-0 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784046538840*

 

変愛小説集(講談社文庫 き 65-1) 
アリ・スミス/ 岸本 佐知子 著 
講談社 
「愛」をつきつめていくと「変」になる。木に恋をしたり、バービー人形と真剣交際した

り。奇想天外で切ない思いがつまった１１篇。 
朝日新聞 2014/11/16 

2014:10. / 291p 
978-4-06-277907-4 
800 円〔本体〕+税 

*9784062779074*

 

スポーツ遺伝子は勝者を決めるか?～アスリートの科学～ 
デイヴィッド・エプスタイン/ 福 典之/ 川又 政治 著 
早川書房 
いま、スポーツ界で熱い視線を浴びている「スポーツ遺伝子」とは何か？ トップ・ア

スリートたちの驚異的肉体の秘密に 新科学で迫る 
朝日新聞 2014/11/16 

2014:09. / 445p 
978-4-15-209477-3 
2,100 円〔本体〕+税 

*9784152094773*

 

アイドル国富論～聖子・明菜の時代から AKB・ももクロ時代までを解く～ 
境 真良 著 
東洋経済新報社 
日本経済の動向とアイドルブームには驚きの関係があった。８０年代アイドルから現

代アイドルまで。見ればこの国の今と未来がわかる。 
朝日新聞 2014/11/16 

2014:09. / 255p 
978-4-492-39607-0 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784492396070*

 

少女終末旅行<１>(バンチコミックス) 
つくみず 著 
新潮社 
文明が崩壊した終末世界。愛車のケッテンクラートで廃墟をあてもなく旅するチトと

ユーリの日常を描く、ほのぼのディストピア・ストーリー 
朝日新聞 2014/11/16 

2014:11. / 160p 
978-4-10-771781-8 
580 円〔本体〕+税 

*9784107717818*

 

髪 
石川 直樹 著 
青土社 
古来、女性の髪の毛には霊力が宿ると信じられ、信仰の対象ともなってきた。写真

の力により、その霊力を呼び戻した、写真家石川直樹の新境地。 
朝日新聞 2014/11/16 

2014:09. / 1 冊(ページ

付なし) 
978-4-7917-6824-0 
3,600 円〔本体〕+税 

*9784791768240*
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おかんメール 
『おかんメール』制作委員会 編 
扶桑社 
母の愛と破壊力に満ちた“爆笑”メッセージ集。娘や息子に宛てた心温まるメール、

面白いメール、ありがた迷惑メールなど、ネット上に公開されたものを中心に厳選し

て紹介する。 
朝日新聞 2014/11/16 

2014:05. / 119p 
978-4-594-07053-3 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784594070533*

 

哲学を回避するアメリカ知識人～プラグマティズムの系譜～(ポイエーシス叢書 
62) 
コーネル・ウェスト/ 村山 淳彦/ 堀 智弘/ 権田 建二 著 
未来社 
ウェストの初期の学術書。アメリカを代表する知識人たちの言説を系譜学的に整理

し、プラグマティズムに流れるヨーロッパ哲学回避の知的伝統がエマソンに由来す

ることを明らかにする。 
朝日新聞 2014/11/16 

2014:09. / 533p,10p 
978-4-624-93262-6 
5,800 円〔本体〕+税 

*9784624932626*

 

NOVA+～書き下ろし日本 SF コレクション～(河出文庫 お 20-11) 
大森 望/ 円城 塔 著 
河出書房新社 
第 34 回日本 SF 大賞の全候補作家+日本 SF 大賞・同特別賞の受賞者たちが参

加する、完全新作・オール読切アンソロジー。宮部みゆき「戦闘員」、長谷敏司「バ

ベル」など、全 8 編を収録する。 
朝日新聞 2014/11/16 

2014:10. / 506p 
978-4-309-41322-8 
920 円〔本体〕+税 

*9784309413228*

 

おかんメール<2> 
『おかんメール』制作委員会 編 
扶桑社 
母の愛と破壊力に満ちた“爆笑”メッセージ集。娘や息子に宛てた心温まるメール、

面白いメール、ありがた迷惑メールなどを紹介。お弁当やメモ、おかんアートによる

不思議なメッセージも収録。 
朝日新聞 2014/11/16 

2014:09. / 127p 
978-4-594-07128-8 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784594071288*

 

夜雨の声(角川ソフィア文庫 L200-3)  
岡 潔 著, 山折 哲雄 編 
KADOKAWA 
世界的数学者として生涯研究にいそしみながら、哲学、宗教、教育にも造詣を深め

た岡潔。彼が残した名随筆から科学と宗教、日本文化への示唆に富んだ文章を厳

選して収録する。小林秀雄との対談も掲載。 
朝日新聞 2014/11/16 

2014:09. / 222p 
978-4-04-409470-6 
640 円〔本体〕+税 

*9784044094706*

 

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。 
朝日新聞 2014/11/16 

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

*9784087207538*
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考古学崩壊～前期旧石器捏造事件の深層～ 
竹岡 俊樹 著 
勉誠出版 
なぜ考古学界は長年ひとりの「超能力者」を信じたのか。前期旧石器捏造事件の発

覚に重要な役割を果たした「告発者」が、その理由を岩宿遺跡発掘以来の旧石器

時代研究史と当時の社会状況から解き明かす。 
朝日新聞 2014/11/16 

2014:09. / 293p 
978-4-585-22091-6 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784585220916*

 

ももちのきもち～嗣永桃子フォトエッセイ～ 
ワニブックス 
「許してにゃん」でおなじみのアイドル、ももちこと嗣永桃子の初めてのフォトエッセ

イ。ももち流・22 のフリートーク、アイドル心得 22 ケ条のほか、壇蜜との対談、鈴木

福との公開授業なども収録する。 
朝日新聞 2014/11/16 

2013:07. / 95p 
978-4-8470-4559-2 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784847045592*

 

パンダ～ネコをかぶった珍獣～(岩波科学ライブラリー 230) 
倉持 浩 著 
岩波書店 
シロとクロの理由、妙に丸い顔、タケで生きている不思議…。パンダ飼育係 10 年の

著者が、 新の研究知見や繁殖の舞台裏、マスコミとの葛藤を交えつつ、生きもの

としてのパンダの全貌をストレートに語る。 
朝日新聞 2014/11/16 

2014:09. / 8p,117p 
978-4-00-029630-4 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784000296304*

 

どこでもないところで(河野裕子エッセイ・コレクション 3) 
河野 裕子 著 
中央公論新社 
あの夕暮れの一瞬の直覚は、私の生の本質を突き貫いた-。今も人々の心に生き、

愛され続ける歌人、河野裕子の大胆で率直、すこやかなエッセイ集。「生命の混沌」

「お寺の樹」「家長子規」など全 43 篇収録。 
朝日新聞 2014/11/16 

2014:10. / 275p 
978-4-12-004638-4 
1,850 円〔本体〕+税 

*9784120046384*

 

京都 
黒川 創 著 
新潮社 
「平安建都千二百年」が謳われる京都で、地図から消された小さな町。かつてたし

かにそこにいた、履物屋の夫婦と少年の自分-。4 つの町をめぐりながら、人の生の

根源に触れる連作小説。『新潮』掲載を単行本化。 
朝日新聞 2014/11/16 

2014:10. / 251p 
978-4-10-444407-6 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784104444076*

 

もののふ莫迦 
中路 啓太 著 
中央公論新社 
豊臣に故郷・肥後を踏みにじられ、復讐心に燃える軍人(いくさびと)・岡本越後守。

豊臣にひたすら忠節を尽くさんとする猛将・加藤清正。男の意地と意地が、朝鮮の

戦場で激突する! 『公明新聞』掲載を単行本化。 
朝日新聞 2014/11/16 

2014:10. / 470p 
978-4-12-004666-7 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784120046667*
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シャボン玉日本～迷走の過ち、再び～ 
野坂 昭如 著 
毎日新聞社 
特定秘密保護法の可決、集団的自衛権の閣議決定。近頃あの時代の空気そのま

まに甦ろうとしている気配がある-。政治、外交、農、地震・原発…。焼跡・戦後派の

著者が今の日本を語る。『毎日新聞』連載を加筆、再構成。 
朝日新聞 2014/11/16 

2014:09. / 269p 
978-4-620-32269-8 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784620322698*

 

ストーナー 
ジョン・ウィリアムズ/ 東江 一紀 著 
作品社 
「これほど魅力にあふれた作品は誰も読んだことがないだろう」――トム・ハンクス。

半世紀前に刊行された小説が、いま、世界中に静かな熱狂を巻き起こしている。名

翻訳家が命を賭して 期に訳した、“完璧に美しい小説” 
朝日新聞 2014/11/16 

2014:09. / 333p 
978-4-86182-500-2 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784861825002*

 

LINE スタンプつくり方&売り方手帖～はじめてでも簡単!～(玄光社 MOOK) 
あわゆき/ 森嶋 良子 著 
玄光社 
LINE クリエイターズマーケットで、オリジナル LINE スタンプを販売したい人のため

のガイド。使い方、買い方といった基礎知識から、LINE 作家としてデビューするた

めの手続きまで、操作方法を分かりやすく解説する。 
朝日新聞 2014/11/16 

2014:11. / 143p 
978-4-7683-0565-2 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784768305652*

 

日清・日露戦争をどう見るか～近代日本と朝鮮半島・中国～(NHK 出版新書 
444)  
原 朗 著 
ＮＨＫ出版 
日清・日露戦争の本質はどこにあるのか。朝鮮半島が戦場となり、目的も朝鮮の支

配だったこれらの戦争は「第一次・第二次朝鮮戦争」とも呼ぶべきものではなかった

か。近代日本の戦争を朝鮮半島・中国との関係を中心に読み直す。 
朝日新聞 2014/11/16、読売新聞 2014/11/30 

2014:10. / 253p 
978-4-14-088444-7 
780 円〔本体〕+税 

*9784140884447*

 

自動車の社会的費用(岩波新書)  
宇沢弘文 著 
岩波書店 
朝日新聞 2014/11/23 

1992:11. / １８０ｐ 
978-4-00-411047-7 
700 円〔本体〕+税 

*9784004110477*

 

経済学の考え方(岩波新書)  
宇沢弘文 著 
岩波書店 
朝日新聞 2014/11/23 

1989:01. / ２６５ｐ 
978-4-00-430053-3 
820 円〔本体〕+税 

*9784004300533*
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社会的共通資本～コモンズと都市～(Ｅｃｏｎｏｍｉｃ ａｆｆａｉｒｓ)  
宇沢弘文/ 茂木愛一郎 著 
東京大学出版会 
朝日新聞 2014/11/23 

1994:05. / ２４６ｐ 
978-4-13-040137-1 
4,600 円〔本体〕+税 

*9784130401371*

 

ビリービンとロシア絵本の黄金時代(ToBi selection) 
田中 友子 著 
東京美術 
宮崎駿も愛するファンタジーの世界を満喫 
朝日新聞 2014/11/23 

2014:09. / 135p 
978-4-8087-0991-4 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784808709914*

 

考古学とポピュラー・カルチャー 
櫻井 準也 著 
同成社 
考古学と大衆文化の関係性を分析し意義を考察 
朝日新聞 2014/11/23 

2014:09. / 6p,149p 
978-4-88621-678-6 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784886216786*

 

体の知性を取り戻す(講談社現代新書 2280) 
尹 雄大 著 
講談社 
「小さく前へならえ」で私たちは何を失ったか？ あまたの武道遍歴から、あらかじめ

体に装備された知性を取り戻す方法を語る。 
朝日新聞 2014/11/23 

2014:09. / 174p 
978-4-06-288280-4 
740 円〔本体〕+税 

*9784062882804*

 

一遍と時衆の謎～時宗史を読み解く～(平凡社新書 748) 
桜井 哲夫 著 
平凡社 
遊行して広めた踊念仏、阿弥号をもつ芸能者たち、陣僧など中世の歴史文化の巨

大な意義と謎を持つ一遍と教団の真の姿を明解に描く 
朝日新聞 2014/11/23 

2014:09. / 255p 
978-4-582-85748-1 
840 円〔本体〕+税 

*9784582857481*

 

つげ義春～夢と旅の世界～(とんぼの本) 
つげ 義春/ 山下 裕二/ 戌井 昭人/ 東村 アキコ 著 
新潮社 
「ねじ式」「紅い花」など傑作４作品の原画を全頁掲載！ インタヴュー、お蔵出し旅

写真も充実。異能の人の素顔にふれる貴重保存版。 
朝日新聞 2014/11/23 

2014:09. / 158p 
978-4-10-602254-8 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784106022548*

 

トリュフォー最後のインタビュー 
フランソワ・トリュフォー/ 山田 宏一/ 蓮實 重彦 著 
平凡社 
二人の映画狂がトリュフォーに映画の秘密をトコトン聞き出した、世界でも類のない

インタビュー集。2014 年、没後 30 年記念出版。 
朝日新聞 2014/11/23 

2014:10. / 589p 
978-4-582-28260-3 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784582282603*
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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！ 
朝日新聞 2014/11/23 

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

*9784864103671*

 

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。 
朝日新聞 2014/11/23 

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

*9784163901305*

 

大学生活の迷い方～女子寮ドタバタ日記～(岩波ジュニア新書 787)  
蒔田 直子 著 
岩波書店 
京都にある同志社大学の女子寮、松蔭寮。そこで三十数年、悩み多き寮生たちに

寄り添ってきた寮母さんが、寮で暮らした人たちが寄せた文章とともに綴る、不器用

な生き方のすすめ。 
朝日新聞 2014/11/23 

2014:10. / 7p,230p 
978-4-00-500787-5 
840 円〔本体〕+税 

*9784005007875*

 

宇喜多の捨て嫁 
木下 昌輝 著 
文藝春秋 
娘の嫁ぎ先を攻め滅ぼすことも厭わず、下克上で成り上がる戦国大名・宇喜多直

家。その真実の姿とは一体…。ピカレスク歴史小説。『オール讀物』掲載に書き下ろ

しを加えて単行本化。 
朝日新聞 2014/11/23 

2014:10. / 349p 
978-4-16-390150-3 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784163901503*

 

中国経済の故郷を歩く 
舩橋 晴雄 著 
日経ＢＰ社 
2030 年、GDP 米中逆転? 中国は世界を主導しえるのか? 共産党支配国家・中国

の「深層の深層」に迫る異色ルポ。覇権をめざす巨龍の広大な国土を訪ね歩いて、

経済思想の源流を探る。 
朝日新聞 2014/11/23 

2014:10. / 437p 
978-4-8222-5049-2 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784822250492*

 

反逆する風景(鉄筆文庫 へ 1-1) 
辺見 庸 著 
鉄筆 
北京でチェルノブイリでウガンダで、世界のいたるところで虚と実はひっくり返り、かく

も狂気じみている。世界を旅する途次、みたものは何か。そぞろ哀しい記憶とともに

蘇る「あの風景」を描ききる。 
朝日新聞 2014/11/23 

2014:10. / 315p 
978-4-907580-01-8 
700 円〔本体〕+税 

*9784907580018*
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巨泉の遺言撤回「今回の人生では○○しない」 
大橋 巨泉 著 
講談社 
伝説の高視聴率男の座を捨て、50 代でセミリタイアし、海外 4 カ国で暮らしてきた

大橋巨泉。これからも充実した日々を送ろうとしていた時、再びがんが見つかった

…。著者と、看護人である妻の日記を収録する。 
朝日新聞 2014/11/23 

2014:10. / 210p 
978-4-06-219125-8 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784062191258*

 

太陽の塔 Walker～すべてをアーカイブ!～ 
KADOKAWA 
史上初! 太陽の塔だけのビジュアル本。超合金 40 周年の太陽の塔のロボ完全解

剖をはじめ、豪華アーティストが描き下ろす 2 次創作、万博グッズ紹介などを収録。

開田裕治が描くロボ+詳細設計図のポスター付き。 
朝日新聞 2014/11/23 

2014:09. / 82p 
978-4-04-731494-8 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784047314948*

 

巴里茫々(新潮文庫 き-4-62) 
北 杜夫 著 
新潮社 
「どくとるマンボウ航海記」時代のパリを舞台に、濃霧の中に漂う記憶の幻影を描く

表題作と、山岳小説「白きたおやかな峰」の地を再訪し、当時の案内人を捜し当て

る旅のドラマ「カラコルムふたたび」を収録する。 
朝日新聞 2014/11/23 

2014:10. / 149p 
978-4-10-113163-4 
400 円〔本体〕+税 

*9784101131634*

 

伶也と 
椰月 美智子 著 
文藝春秋 
生まれて初めてのライブで、ロックバンド「ゴライアス」と衝撃的な出会いをした直子

は、ボーカル・伶也を愛し、自分の持てるすべてを捧げる。40 年後、彼女に残った

ものは…。『別册文藝春秋』連載を単行本化。 
朝日新聞 2014/11/23 

2014:11. / 252p 
978-4-16-390161-9 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784163901619*

 

肥満～梟雄安禄山の生涯～ 
東郷 隆 著 
エイチアンドアイ 
悪食の巨魁・安禄山が、漢人官僚帝国・唐を食い尽す! 賄賂・謀略・暗殺を駆使し

た手練が惨烈な安史の乱を招き、楊貴妃と玄宗は長恨にまみれ、死に追いやられ

て…。17 年の構想を解き放つ、東郷隆の歴史巨編。 
朝日新聞 2014/11/23 

2014:10. / 403p 
978-4-908110-00-9 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784908110009*

 

ナパ奇跡のぶどう畑～第二の人生で世界最高のワイナリーを造りあげた<シェー

ファー>の軌跡～ 
ダグ・シェーファー/ アンディ・デムスキィ/ 野澤 玲子 著 
ＣＣＣメディアハウス 
47 歳で脱サラし、丘陵の荒れ果てた土地でぶどう栽培をはじめた父。人生を懸けた

挑戦は息子に引き継がれ、極上のカルトワインが生まれた。ワイナリー「シェーファ

ー・ヴィンヤーズ」にいたるまでの軌跡をつづる。 
朝日新聞 2014/11/23 

2014:09. / 384p,9p 
978-4-484-14117-6 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784484141176*
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死んで生き返りましたれぽ 
村上 竹尾 著 
双葉社 
ある日、自宅で倒れた「わたし」。一命は取り留めたが、複数の合併症や脳浮腫など

により、いつ死んでもおかしくない状態で…。ノンフィクション「生きなおし」闘病コミッ

クエッセイ。『pixiv』掲載を元に加筆修正。 
朝日新聞 2014/11/23 

2014:11. / 167p 
978-4-575-30780-1 
926 円〔本体〕+税 

*9784575307801*

 

ネコ学入門～猫言語・幼猫体験・尿スプレー～ 
クレア・ベサント/ 三木 直子 著 
築地書館 
猫とその飼い主の生活の向上に活動の重点を置く「インターナショナル・キャットケ

ア」の代表が、猫がどのような動物なのかを解説し、猫と会話するコツ・猫を訓練す

るコツなどを伝授する。トイレの問題等の解決法も収録。 
朝日新聞 2014/11/23 

2014:09. / 250p 
978-4-8067-1482-8 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784806714828*

 

イマドキ、明日が満たされるなんてありえない。だから、リスカの痕ダケ整形したら

死ねると思ってた。 
竹内 桃子 著 
ワニブックス 
生まれてきたくて生まれたわけじゃない。貧乏だし、ブサイクだし、こんな人生ならな

い方がマシ-。極貧の幼少期、自殺未遂、醜形恐怖、整形中毒、両親の死。「テラス

ハウス」出演の竹内桃子が、自身の壮絶な半生を綴る。 
朝日新聞 2014/11/23 

2014:11. / 144p 
978-4-8470-9283-1 
1,100 円〔本体〕+税 

*9784847092831*

 

フランクリン・ローズヴェルト<上> 日米開戦への道 
ドリス・カーンズ・グッドウィン/ 砂村 榮利子/ 山下 淑美 著 
中央公論新社 
アメリカ史上、唯一四選されたローズヴェルト大統領の評伝。大恐慌からの再建と第

二次世界大戦を指導した大統領の素顔、妻との愛憎、ホワイトハウスや米国民の実

情を描く。上は、中立からの方針転換、日米開戦などを収録。 
朝日新聞 2014/11/23 

2014:08. / 567p 
978-4-12-004645-2 
4,200 円〔本体〕+税 

*9784120046452*

 

フランクリン・ローズヴェルト<下> 激戦の果てに 
ドリス・カーンズ・グッドウィン 著 
中央公論新社 
アメリカ史上、唯一四選されたローズヴェルト大統領の評伝。大恐慌からの再建と第

二次世界大戦を指導した大統領の素顔、妻との愛憎、ホワイトハウスや米国民の実

情を描く。下は、妻エレノアの尽力と史上初の四選などを収録。 
朝日新聞 2014/11/23 

2014:09. / 573p 
978-4-12-004646-9 
4,200 円〔本体〕+税 

*9784120046469*

 

読書の腕前(光文社知恵の森文庫 t お 10-1) 
岡崎 武志 著 
光文社 
寝床で読む、喫茶店で読む、電車で読む、バスで読む、トイレで読む、目が覚めて

いる間ずっと読む…。ベストセラーの読み方から「ツン読」の効用、古本屋との付き

合い方まで、“空気のように本を吸う男”が書いた体験的読書論。 
朝日新聞 2014/11/23 

2014:10. / 301p 
978-4-334-78661-8 
740 円〔本体〕+税 

*9784334786618*
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批判的工学主義の建築～ソーシャル・アーキテクチャをめざして～ 
藤村 龍至 著 
ＮＴＴ出版 
1995 年以後の情報化・グローバル化のプロセスで現れた都市像、建築像の変化

や、近代化以後のアーキテクト像の変化を整理し、現代のアーキテクト像を提示。ま

た、今後の社会の展望と、建築が貢献できることも示す。 
朝日新聞 2014/11/23 

2014:09. / 291p 
978-4-7571-6062-0 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784757160620*

 

非除染地帯～ルポ 3・11 後の森と川と海～ 
平田 剛士 著 
緑風出版 
東京電力福島第一原発の過酷事故発生から 3 年半。除染対象から外れた「非除

染地帯」の森・川・海では今も大量の放射能が生態系をめぐり続けている。非除染

地帯で何が起きているのか、現地のリアルな状況を伝える。 
朝日新聞 2014/11/23 

2014:09. / 166p 
978-4-8461-1414-5 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784846114145*

 

日本文学全集<01> 古事記 
河出書房新社 
池澤夏樹個人編集による日本文学全集。01 は、世界の創成と、神々の誕生から国

の形ができるまでを描いた、神話と歌謡と系譜からなる錯綜のテクスト、池澤夏樹訳

「古事記」を収録。詳細な注釈付き。 
朝日新聞 2014/11/23、毎日新聞 2014/11/30 

2014:11. / 397p 
978-4-309-72871-1 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784309728711*

 

舞踏会・蜜柑(角川文庫)  
芥川 竜之介 著 
角川書店 
朝日新聞 2014/11/30 

1968:10. / ２６０ｐ 
978-4-04-103304-3 
476 円〔本体〕+税 

*9784041033043*

 

トリツカレ男(新潮文庫)  
いしい しんじ 著 
新潮社 
朝日新聞 2014/11/30 

2006:03. / １６０ｐ 
978-4-10-106923-4 
400 円〔本体〕+税 

*9784101069234*

 

１ドルの価値／賢者の贈り物～他２１編～(光文社古典新訳文庫)  
Ｏ．ヘンリー/ 芹沢 恵 著 
光文社 
朝日新聞 2014/11/30 

2007:10. / ３９７ｐ 
978-4-334-75141-8 
667 円〔本体〕+税 

*9784334751418*

 

自省録～歴史法廷の被告として～  
中曽根 康弘 著 
新潮社 
「総理の一念は狂気であり、首相の権力は魔性である。私はすべてを書き遺した」 

元首相・中曽根康弘が全てを語る。 
朝日新聞 2014/11/30 

2004:06. / ２５５ｐ 
978-4-10-468701-5 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784104687015*
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女王 
連城 三紀彦 著 
講談社 
連城三紀彦氏逝去より１年、ファンの間で話題となっていた巨編がついに初単行本

化！ 著者渾身の幻想と愛の古代史ミステリー。 
朝日新聞 2014/11/30 

2014:10. / 534p 
978-4-06-209564-8 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784062095648*

 

国境政策のパラドクス 
エレン・ルバイ 編 
勁草書房 
国境を越える人は毎年２億人以上。世界を飛び回るビジネスマンがいる一方、命が

けで越境を試みる者もいる。国境政策の現在を論じる。 
朝日新聞 2014/11/30 

2014:09. / 6p,244p,15p
978-4-326-60269-8 
4,000 円〔本体〕+税 

*9784326602698*

 

ハーモニー 新版(ハヤカワ文庫 JA 1166) 
伊藤 計劃 著 
早川書房 
優しさと倫理が支配するユートピアで、3 人の少女は死を選択した。13 年後、死ね

なかった少女トァンが、人類の 終局面で目撃したものとは? 巻末に著者のインタ

ビューも収録。 
朝日新聞 2014/11/30 

2014:08. / 398p 
978-4-15-031166-7 
720 円〔本体〕+税 

*9784150311667*

 

モモ(岩波少年文庫)  
ミヒャエル・エンデ/ 大島 かおり 著 
岩波書店 
町はずれの円形劇場あとにまよいこんだ不思議な少女モモ。町の人たちはモモに

話をきいてもらうと、幸福な気もちになるのでした。そこへ「時間どろぼう」の男たちの

魔の手が忍び寄り…。再刊。 
朝日新聞 2014/11/30 

2005:06. / ４０９ｐ 
978-4-00-114127-6 
800 円〔本体〕+税 

*9784001141276*

 

スクールセクハラ～なぜ教師のわいせつ犯罪は繰り返されるのか～ 
池谷 孝司 著 
幻冬舎 
相手が先生だから、抵抗できなかった-。学校だから起きる性犯罪の実態とは。10
年以上にわたって取材を続けてきたジャーナリストによる執念のドキュメント。『東奥

日報』等連載を単行本化。 
朝日新聞 2014/11/30 

2014:10. / 255p 
978-4-344-02651-3 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784344026513*

 

民主党を見つめ直す～元官房長官・藤村修回想録～ 
藤村 修/ 竹中 治堅 著 
毎日新聞社 
総括「民主党」。普天間移設問題、東日本大震災、尖閣諸島問題、税の一体改革、

TPP…。野田内閣の官房長官を務めた藤村修が、政権終焉までの 482 日間を、イ

ンタビュー方式で語りつくす。 
朝日新聞 2014/11/30 

2014:11. / 399p 
978-4-620-32232-2 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784620322322*
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永遠のディーバ(新潮文庫 か-47-14) 
垣根 涼介 著 
新潮社 
航空会社の勝ち組 CA、楽器メーカーでくすぶる元バンドマン、ファミレスの超優秀

店長、破綻した証券会社の OB たち…。リストラ面接官・村上真介は彼らに問いか

ける。あなたにとって仕事とは何ですか? 
朝日新聞 2014/11/30 

2014:10. / 356p 
978-4-10-132976-5 
590 円〔本体〕+税 

*9784101329765*

 

岸信介証言録(中公文庫 は 69-1)  
岸 信介 著, 原 彬久 編 
中央公論新社 
日本のその後の運命を決した 1960 年、安保改定。岸は何を思い、悩み、そして決

断したのか。生前の 1 年半におよぶロングインタビューと側近、政敵の証言で構成

した壮大な政治ドラマ。戦後史への貴重な証言。 
朝日新聞 2014/11/30 

2014:11. / 541p 
978-4-12-206041-8 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784122060418*

 

霊の棲む島(集英社文庫 レ 9-7) 
カミラ・レックバリ/ 富山クラーソン陽子 著 
集英社 
初夏の明るい夜、ひとりの女が血まみれの手でハンドルを握り、後部座席に小さな

息子を乗せて急いでいた。目的地は女の故郷でもあるフィエルバッカ沖のグローシ

ャール島、古くから幽霊が棲むといわれる島だった…。 
朝日新聞 2014/11/30 

2014:10. / 671p 
978-4-08-760693-5 
1,100 円〔本体〕+税 

*9784087606935*

 

伊藤熹朔 舞台美術の巨人 
伊藤 熹朔 著, 伊藤 熹朔/ 俳優座劇場 編 
ＮＨＫ出版 
演劇全般、また黄金期の日本映画の名作などを美術面から支え、テレビ美術の基

礎づくりにも貢献した、舞台美術のフロンティア。伊藤熹朔は何を思い、どう生きた

のか。その人間像に迫る。約 300 枚の装置図も掲載。 
朝日新聞 2014/11/30 

2014:09. / 347p 
978-4-14-009355-9 
2,100 円〔本体〕+税 

*9784140093559*

 

筒井康隆コレクション<1> 48 億の妄想 
筒井 康隆 著, 筒井 康隆/ 日下 三蔵 編 
出版芸術社 
新刊として入手困難な筒井康隆の長篇および連作短篇集を、関連作品や資料、単

行本・文庫未収録短篇などを加えて集成。1 は、初期作品「48 億の妄想」「幻想の

未来」、入門書「SF 教室」、同人誌「NULL」等を収録。 
朝日新聞 2014/11/30 

2014:11. / 606p 
978-4-88293-473-8 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784882934738*

 

近代化と世間～私が見たヨーロッパと日本～(朝日文庫 あ 35-2) 
阿部 謹也 著 
朝日新聞出版 
日本と同様な「世間」が存在していたヨーロッパは、なぜ個人を重視する社会へと転

換したのか。個人の誕生の背景とは。従来の歴史学が語らなかった生活の風景に

踏み込み、日本人の生き方を問い続けた著者による総決算の書。 
朝日新聞 2014/11/30 

2014:11. / 189p 
978-4-02-261811-5 
640 円〔本体〕+税 

*9784022618115*
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世界内政のニュース(叢書・ウニベルシタス 1016)  
ウルリッヒ・ベック 著 
法政大学出版局 
いまここにある危機から未来の可能性を探る。福島の原発事故、ユーロ危機、ウォ

ール街占拠、気候変動…。日々起こる世界的に重大な事件について全世界に向

けて発信し続けた「ニュース」とともに、混迷する世界を読み解く。 
朝日新聞 2014/11/30 

2014:09. / 8p,249p,5p 
978-4-588-01016-3 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784588010163*

 

5 アンペア生活をやってみた(岩波ジュニア新書 784) 
斎藤 健一郎 著 
岩波書店 
電力会社がつくる電気に極力頼らない生活をしたい-。東日本大震災をきっかけ

に、エアコンや電子レンジなど身の回りにあふれる家電製品と決別して始めた節電

生活と、創意と工夫で手に入れた豊かで人間らしい生き方を伝える。 
朝日新聞 2014/11/30 

2014:09. / 12p,217p 
978-4-00-500784-4 
840 円〔本体〕+税 

*9784005007844*

 

理系の子～高校生科学オリンピックの青春～(文春文庫 S15-1) 
ジュディ・ダットン/ 横山 啓明 著 
文藝春秋 
「核融合炉」の製作に挑んだ少年、自閉症をもついとこのため教育プログラムを生

み出した少女…。世界中の優れた理科の自由研究が集まる、高校生の科学オリン

ピック「インテル国際学生科学フェア」の参加者たちの実話を紹介。 
朝日新聞 2014/11/30 

2014:10. / 437p 
978-4-16-790215-5 
820 円〔本体〕+税 

*9784167902155*

 

美しい日本語 
中村 明 著 
青土社 
語り継ぎたい言語遺産！語り継ぎたい詩歌の名品から、口ずさむ唱歌や日常の手

紙まで、日本語表現で展開する四季の風景をめぐる。文体論・表現研究の第一人

者の案内で、日本語の抒情を満喫するぜいたくな時間。装画：安野光雅 
朝日新聞 2014/11/30 

2014:09. / 237p 
978-4-7917-6816-5 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784791768165*

 

革命のつくり方～台湾ひまわり運動-対抗運動の創造性～ 
港 千尋 著 
インスクリプト 
2014 年 3 月、台湾で起きた学生による立法院占拠。代議制への危機感を集約して

たちまち全土に拡がり、非暴力と組織力によって歴史に残る成功例となるこの「ひま

わり運動」の現場に立ち会った著者による克明な希望の記録。 
朝日新聞 2014/11/30 

2014:10. / 237p 
978-4-900997-48-6 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784900997486*

 

大人のひきこもり～本当は「外に出る理由」を探している人たち～(講談社現代新

書 2286)  
池上 正樹 著 
講談社 
セーフティネットの間で置き去りにされた 40 歳以上は推定 100 万人! 大人のひきこ

もりの背景と原因、対策のあり方、当事者たちによる外に出るための新たな動きを探

る。『ダイヤモンド・オンライン』連載をベースに書籍化。 
朝日新聞 2014/11/30 

2014:10. / 261p 
978-4-06-288286-6 
800 円〔本体〕+税 

*9784062882866*
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最後のトリック(河出文庫 ふ 10-1) 
深水 黎一郎 著 
河出書房新社 
「読者が犯人」というミステリー界 後の不可能トリックのアイディアを買ってほしい-。
スランプ中の作家のもとに届いた謎の手紙。不信感を拭えない作家に男は、これは

「命と引き換えにしても惜しくない」ものだと訴えるが…。 
朝日新聞 2014/11/30 

2014:10. / 362p 
978-4-309-41318-1 
680 円〔本体〕+税 

*9784309413181*

 

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。 
朝日新聞 2014/11/30 

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

*9784334038182*

 

処刑までの十章 
連城 三紀彦 著 
光文社 
ひとりの平凡な男が消えた。弟直行は、土佐清水で起きた放火殺人事件が兄の失

踪と関わりがあるのではと高知へ向かう。真相を探る度に?をつく義姉を疑いながら、

直行は事件の迷路を彷徨う。遺作。『小説宝石』掲載を単行本化。 
朝日新聞 2014/11/30 

2014:10. / 499p 
978-4-334-92972-5 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784334929725*

 

嵐のピクニック 
本谷 有希子 著 
講談社 
優しいピアノ教師が見せた一瞬の狂気を描く「アウトサイド」、ボディビルにのめりこ

む主婦の隠された想い「哀しみのウェイトトレーニー」など、全 13 篇を収録した短篇

集。『群像』掲載を単行本化。 
朝日新聞 2014/11/30 

2012:06. / 185p 
978-4-06-217704-7 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784062177047*

 

創るということ 増補新版 
佐々木 昭一郎 著 
青土社 
2014 年に映画作品「ミンヨン 倍音の法則」が公開となる伝説の映像作家が、「夢の

島少女」「紅い花」といった自らの作品と創作の秘密を語る。空白の 20 年を振り返っ

た原稿等を加えた増補新版。 
朝日新聞 2014/11/30 

2014:09. / 318p 図版
16p 
978-4-7917-6819-6 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784791768196*

 

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。 
朝日新聞 2014/11/30、読売新聞 2014/11/30 

2014:09. / 458p 
978-4-309-20660-8 
3,600 円〔本体〕+税 

*9784309206608*
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西海固の人々～中国最貧地区に住む回族の暮らし～ 
石 舒清/ 王 征/ 徳間 佳信 著 
勉誠出版 
不毛の地に生きる中国 大のムスリム(イスラム教徒)民族集団「回族」。巨大な帝国

「中国」の抱える貧困問題や民族間の軋轢にさらされながら、感情豊かに、たくまし

く生きる人々の姿を写真とエッセイで紡ぐ。 
東京・中日新聞 2014/11/02 

2014:09. / 5p,370p 
978-4-585-23030-4 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784585230304*

 

地球の細道 
安西 水丸 著 
エーディーエー・エディタ・トーキョー 
江ノ島でイルカを見て、鳥取で民藝に魅せられ、ハンザ同盟の中心地を歩き、モン

ゴルで草原をわたる風にふかれ…。芭蕉は日本、水丸は世界の「ほそみち」を辿

る。稀代のマルチ作家が遺した 92 の旅風景。折り込み地図つき。 
東京・中日新聞 2014/11/02 

2014:08. / 379p 
978-4-87140-687-1 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784871406871*

 

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。 
東京・中日新聞 2014/11/02、朝日新聞 2014/11/02 

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

*9784560083932*

 

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。 
東京・中日新聞 2014/11/02、毎日新聞 2014/11/02 

2014:09. / 411p 
978-4-16-390122-0 
1,750 円〔本体〕+税 

*9784163901220*

 

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 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。 
東京・中日新聞 2014/11/09 

2014:08. / 251p 
978-4-86182-493-7 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784861824937*

 

雁の寺・越前竹人形 改版(新潮文庫 み-7-3) 
水上 勉 著 
新潮社 
乞食女の捨て子として惨めな日々を送ってきた少年僧慈念の、殺人にいたる鬱積

した孤独な怨念の凝集を見詰める「雁の寺」と、はかない愛の姿を越前の竹林を背

景に描く「越前竹人形」。水上勉の代表的名作 2 編を収める。 
東京・中日新聞 2014/11/09 

2012:12. / 341p 
978-4-10-114103-9 
550 円〔本体〕+税 

*9784101141039*
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文字の靈力(杉浦康平デザインの言葉) 
杉浦 康平 著 
工作舎 
古代中国で生み出され、東アジア文化圏形成の礎となった漢字文化に焦点を当て

た論考集。グラフィックデザイン界を先導してきた著者が「漢字」の諸相をひも解く。

松岡正剛との対談も収録。 
東京・中日新聞 2014/11/09 

2014:09. / 297p 
978-4-87502-459-0 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784875024590*

 

遙かなる城沼 
安住 洋子 著 
小学館 
特別な才覚がないことに悩みつつも誠実に生きる惣一郎。友の離反、父の病など、

周りではさまざまな出来事が起こり…。ひとりの男の成長を人情味あふれる筆致で

描きながら、愛情や友情の大切さを謳い上げる長編時代小説。 
東京・中日新聞 2014/11/09 

2014:10. / 270p 
978-4-09-386390-2 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784093863902*

 

逢沢りく<下> 
ほし よりこ 著 
文藝春秋 
関西の親戚に預けられたりくは、関西弁ワールドに翻弄され、「私は絶対になじまな

い」と心に誓う。どうなるりく? そしてママとパパは…。長編コミック。『別册文藝春秋』

掲載に加筆して単行本化。 
東京・中日新聞 2014/11/09、朝日新聞 2014/11/09、毎日新聞 2014/11/23 

2014:10. / 244p 
978-4-16-390147-3 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784163901473*

 

逢沢りく<上> 
ほし よりこ 著 
文藝春秋 
りくは中学生。おしゃれなパパと、カンペキなママ、「オーラがある」と友だちが憧れ

る、ちょっと特別な存在。美しい彼女は蛇口をひねるように?の涙をこぼすことができ

た…。長編コミック。『別册文藝春秋』連載を単行本化。 
東京・中日新聞 2014/11/09、朝日新聞 2014/11/09、毎日新聞 2014/11/23 

2014:10. / 221p 
978-4-16-390146-6 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784163901466*

 

精神病者はなにを創造したのか～アウトサイダー・アート/アール・ブリュットの原点

～ 
ハンス・プリンツホルン/ 林 晶/ ティル・ファンゴア 著 
ミネルヴァ書房 
交差する芸術としての起原、ここに翻訳成る 
東京・中日新聞 2014/11/16 

2014:09. / 
13p,462p,12p 図 版
16p 
978-4-623-07074-9 
8,000 円〔本体〕+税 

*9784623070749*

 

少し湿った場所 
稲葉 真弓 著 
幻戯書房 
2014 年 8 月、著者は 期にあとがきをつづり、逝った。猫との暮らし、住んだ町、故

郷、思い出の本、四季の手ざわり、そして、半島のこと…。その全人生をふりかえる

単行本未収録エッセイ集。 
東京・中日新聞 2014/11/16、読売新聞 2014/11/30 

2014:10. / 285p 
978-4-86488-058-9 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784864880589*
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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。 
東京・中日新聞 2014/11/16、読売新聞 2014/11/30 

2014:09. / 3p,259p,5p 
978-4-00-431501-8 
820 円〔本体〕+税 

*9784004315018*

 

どうしてこんなところに 
桜井 鈴茂 著 
双葉社 
東京の郊外で暮らす、しがないサラリーマン久保田輝之は、ある晩、人を殺めてしま

う。自首するべきか、自殺するべきか。結局はどちらも選べないまま、逃亡生活を送

ることに…。『カラフル』連載を単行本化。 
東京・中日新聞 2014/11/23 

2014:08. / 359p 
978-4-575-23873-0 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784575238730*

 

粘菌～偉大なる単細胞が人類を救う～(文春新書 984)  
中垣 俊之 著 
文藝春秋 
脳も神経もなく、形を様々に変えたかと思えば、生物学上の分類さえ融通無碍の粘

菌。イグ・ノーベル賞受賞研究者が、迷路を解き、発達した交通網をも独自に作り上

げる粘菌の「単純にみえて賢い」思考と生態を明らかにする。 
東京・中日新聞 2014/11/23 

2014:10. / 198p 
978-4-16-660984-0 
730 円〔本体〕+税 

*9784166609840*

 

<遊ぶ>ロシア～帝政末期の余暇と商業文化～ 
ルイーズ・マクレイノルズ/ 高橋 一彦/ 田中 良英/ 巽 由樹子/ 青島 陽子 著 
法政大学出版局 
劇場、スポーツ、観光旅行、ナイトライフ、そして映画。カルチュラル・スタディーズの

成果を縦横無尽に活用し、様々に<遊ぶ>ロシアを<余暇>を通して描写する。写真

や図版を多数掲載。 
東京・中日新聞 2014/11/30 

2014:10. / 
12p,407p,91p 
978-4-588-37121-9 
6,800 円〔本体〕+税 

*9784588371219*

 

本多猪四郎 無冠の巨匠 
切通 理作 著 
洋泉社 
1954 年公開の本邦初の怪獣映画「ゴジラ」の監督・本多猪四郎。一体、彼は何者な

のか? 小津、黒澤に匹敵する国際的映画人である本多の語られざる偉業を明らか

にした、空想科学映画評論の決定版。 
東京・中日新聞 2014/11/30 

2014:11. / 493p 
978-4-8003-0221-2 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784800302212*

 

日本人は人を殺しに行くのか～戦場からの集団的自衛権入門～(朝日新書 485) 
伊勢崎 賢治 著 
朝日新聞出版 
国連 PKO 上級幹部としてアフガニスタンなど紛争地の武装解除を指揮した“紛争

処理のプロ”が、「戦場」での経験と「大学」での研究の成果を活かして、「集団的自

衛権」の問題について解説する入門書。 
東京・中日新聞 2014/11/30 

2014:10. / 254p 
978-4-02-273585-0 
780 円〔本体〕+税 

*9784022735850*
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王道の狗<1>(中公文庫 C や 3-30) 
安彦 良和 著 
中央公論新社 
読売新聞 2014/11/02 

2014:09. / 321p 
978-4-12-206016-6 
720 円〔本体〕+税 

*9784122060166*

 

王道の狗<2>(中公文庫 C や 3-31) 
安彦 良和 著 
中央公論新社 
読売新聞 2014/11/02 

2014:10. / 319p 
978-4-12-206018-0 
720 円〔本体〕+税 

*9784122060180*

 

<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。 
読売新聞 2014/11/02 

2014:09. / 301p 
978-4-314-01121-1 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784314011211*

 

ぬりえ天平文様～しろたえ～ 
藤野 千代 著 
創元社 
正倉院で 1300 年間守られてきた宝物の文様をイラスト化し、塗り絵に。天平文様に

好みの色を重ねて楽しむ、万葉人の世界。 
読売新聞 2014/11/02 

2014:09. / 1 冊(ページ

付なし) 
978-4-422-71211-6 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784422712116*

 

聖地 Cs 
木村 友祐 著 
新潮社 
原発二十キロ圏内にある牧場で東京からボランティアに来た女性が見たものは

──。被災地を真正面から見つめて描く新鋭の話題作。 
読売新聞 2014/11/02 

2014:08. / 195p 
978-4-10-336131-2 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784103361312*

 

脳の情報を読み解く～ＢＭＩが開く未来～(朝日選書)  
川人 光男 著 
朝日新聞出版 
脳と外部機械を直結する技術であるＢＭＩ。医療用・介護用として実用段階にきてい

る技術を日本でどう活かすか？ 世界的第一人者による脳神経科学の現状と未来

への提言。 
読売新聞 2014/11/02 

2010:08. / ２３２ｐ 
978-4-02-259969-8 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784022599698*

 

なぜ芭蕉は至高の俳人なのか～日本人なら身につけたい教養としての俳句講義

～ 
大輪 靖宏 著 
祥伝社 
芭蕉を知ること。それが「日本人の教養としての俳句理解」の入り口。俳句文学の源

流から説き起こし、その大成者・芭蕉の俳句の変遷と発展を、初心の人にも解りや

すく概述する。 
読売新聞 2014/11/02 

2014:08. / 275p 
978-4-396-61498-0 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784396614980*



 39  

 

賭ける魂(講談社現代新書)  
植島 啓司 著 
講談社 
人生に必要なものはみなギャンブルが教えてくれた?。競馬、カジノ、麻雀…。自ら

の戦いの軌跡を振り返り、不確実な時代を生き抜くヒントを、豊富なエピソードととも

に紹介する。 
読売新聞 2014/11/02 

2008:05. / ２２１ｐ 
978-4-06-287942-2 
720 円〔本体〕+税 

*9784062879422*

 

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

処女神を中心に、日本の観音信仰にもつながる女神信仰の謎と系譜を、長年の調

査研究に基づいて解き明かす。 
読売新聞 2014/11/02 

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

*9784087715644*

 

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

と思想の全体像を集成。1 は、水俣病問題を、歴史的経緯、社会の構造、地域の生

活、科学技術など多角的な視点から論じた 35 編を収録。 
読売新聞 2014/11/02 

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

*9784787714015*

 

信長研究の最前線～ここまでわかった「革新者」の実像～(歴史新書 y 049) 
日本史史料研究会 編 
洋泉社 
信長は、将軍足利義昭を操っていたのか。桶狭間と長篠の戦いの勝因は。信長の

流通・都市政策は独自のものか。信長の新たなる人物像に迫るために 14 のテーマ

を設定し、 新の研究成果に基づいて、その解明を試みる。 
読売新聞 2014/11/02 

2014:10. / 255p 
978-4-8003-0508-4 
950 円〔本体〕+税 

*9784800305084*

 

ASEAN 大(メガ)市場統合と日本～TPP 時代を日本企業が生き抜くには～ 
深沢 淳一/ 助川 成也 著 
文眞堂 
大市場統合時代へ向かう中で日本企業の活路はどこにあるのか。TPP、RCEP、

ASEAN 経済共同体(AEC)の歴史、実像、将来像を、全国紙の前アジア総局長と

FTA コンサルティングのプロが詳しく解説する。 
読売新聞 2014/11/02 

2014:10. / 14p,274p 
978-4-8309-4838-1 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784830948381*

 

真面目な人は長生きする～八十年にわたる寿命研究が解き明かす驚愕の真実～

(幻冬舎新書 お-6-8)  
岡田 尊司 著 
幻冬舎 
寿命を左右するのは食べ物でも運動でもなく、性格であり、生き方であり、愛する人

との絆だった! 長生きする性格、生き方とはどんなものか。八十年に及ぶ寿命研究

の結果とともに、驚きの真実と珠玉の知恵を公開する。 
読売新聞 2014/11/02 

2014:09. / 246p 
978-4-344-98357-1 
800 円〔本体〕+税 

*9784344983571*
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宇井純セレクション<2> 公害に第三者はない 
宇井 純 著, 宇井 純/ 友澤 悠季 編 
新泉社 
公害とのたたかいに生きた環境学者・宇井純の珠玉の文章を選りすぐり、その足跡

と思想の全体像を集成。2 は、公害の歴史に学び、住民運動の現場を歩き、いまも

公害を生み出し続ける日本社会の歪みを問う 39 編を収録。 
読売新聞 2014/11/02 

2014:07. / 381p 
978-4-7877-1402-2 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784787714022*

 

官能教育～私たちは愛とセックスをいかに教えられてきたか～(幻冬舎新書 う-4-
1) 
植島 啓司 著 
幻冬舎 
世界には一夫一妻制度におさまらない社会が広く存在する。時代によって愛の価

値観はいかに変化してきたのか? 世界の結婚制度、不倫の歴史とは? 数々の民族

調査、芸術作品を例に挙げながら、男女の豊かな関係を探る。 
読売新聞 2014/11/02 

2013:12. / 197p 
978-4-344-98323-6 
780 円〔本体〕+税 

*9784344983236*

 

宇井純セレクション<3> 加害者からの出発 
宇井 純 著, 宇井 純/ 友澤 悠季 編 
新泉社 
公害とのたたかいに生きた環境学者・宇井純の珠玉の文章を選りすぐり、その足跡

と思想の全体像を集成。3 は、工場から水銀を流した加害者の一人としての悔恨を

記し、ゆるやかな適正技術のありようを提言する 39 編を収録。 
読売新聞 2014/11/02 

2014:07. / 385p 
978-4-7877-1403-9 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784787714039*

 

なめ単～Nameko's English Studying Chronicle～ 
辛酸 なめ子 著 
朝日新聞出版 
英語で殺陣を習う、スカイプで家庭内留学体験…。駅前留学に挫折した著者が

数々の英語学習法に挑戦。その際に覚えた英単語や例文なども紹介しつつ、英語

の楽しさについて綴る。『AERA English』連載を単行本化。 
読売新聞 2014/11/02 

2014:10. / 208p 
978-4-02-250872-0 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784022508720*

 

秘密と友情(新潮文庫 か-62-21) 
春日 武彦/ 穂村 弘 著 
新潮社 
他者との不器用な関わり方、地への足の着かなさ加減など、互いによく似ていること

を感じとり、友情を結んだ精神科医と歌人が、14 の概念について語り合う。世界に

いまだなじめないあなたにおくる、微笑と屈託の連続対談集。 
読売新聞 2014/11/02 

2014:10. / 290p 
978-4-10-137087-3 
550 円〔本体〕+税 

*9784101370873*

 

打ち合わせの天才(光文社新書 717) 
野地 秩嘉 著 
光文社 
日常的な行為ながら、社会人としてすべてが試され、ビジネスの成功を左右する

「打ち合わせ」。話し方、提案の仕方、雑談力、場所選びのセンス…。多くの著名人

を取材してきた著者が、打ち合わせの意義やノウハウを紹介する。 
読売新聞 2014/11/02 

2014:10. / 190p 
978-4-334-03820-5 
740 円〔本体〕+税 

*9784334038205*
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黒田官兵衛目薬伝説～目の神、鉄の神、足なえの神～ 
奥沢 康正 著, 桃山堂 編 
桃山堂 
黒田氏は目薬商いで財をなし、その後の飛躍につながる土台をつくった-。黒田一

族の来歴と目薬伝説の背景を、眼科医学史、金属考古学、民俗学、地名学などの

専門家が読み解き、黒田官兵衛を生んだ歴史的風土とは何かを考える。 
読売新聞 2014/11/02 

2014:09. / 246p 
978-4-905342-04-5 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784905342045*

 

縁もたけなわ～ぼくが編集者人生で出会った愉快な人たち～ 
松田 哲夫 著 
小学館 
絵本作家・安野光雅、哲学者・鶴見俊輔、作家・西加奈子…。松田哲夫が、その編

集者人生の中で出会った人々について綴る。『週刊ポスト』連載を加筆・訂正し、再

構成。 
読売新聞 2014/11/02 

2014:09. / 380p 
978-4-09-379864-8 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784093798648*

 

ふしぎな国道(講談社現代新書 2282)  
佐藤 健太郎 著 
講談社 
なぜ国道 60 号や 99 号はないのか? 商店街や階段がどうして国道? マニアが探し

回る“道路元標”って? 奥の深い国道ワールドを案内する。「道路」そのものを楽しむ

「国道マニア」の入門書。『道路』連載をもとに書籍化。 
読売新聞 2014/11/02、産経新聞 2014/11/16 

2014:10. / 254p 
978-4-06-288282-8 
980 円〔本体〕+税 

*9784062882828*

 

女の一生(岩波新書 新赤版 1504) 
伊藤 比呂美 著 
岩波書店 
「月経とは?」「摂食障害について教えてください」「セックスが苦痛です」「むなしくて

たまりません」…。年を経ても尽きない女の悩み。数多の修羅をひたすら生き抜いて

きた著者が、親身に本音で人生の極意を語りかける。 
読売新聞 2014/11/02、産経新聞 2014/11/30 

2014:09. / 6p,230p 
978-4-00-431504-9 
720 円〔本体〕+税 

*9784004315049*

 

大格差～機械の知能は仕事と所得をどう変えるか～ 
タイラー・コーエン/ 池村 千秋 著 
ＮＴＴ出版 
本書では、飛躍的な進化を遂げるテクノロジー=機械の知能に注目し、技術革新が

未来の雇用・所得・ワークスタイルに与える恐るべき影響を徹底検証する。 
読売新聞 2014/11/02、朝日新聞 2014/11/09、日本経済新聞 2014/11/09 

2014:09. / 3p,350p 
978-4-7571-2326-7 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784757123267*

 

死に支度 
瀬戸内 寂聴 著 
講談社 
いつ死んでも悔いはない。毎日が死に支度-。作家として、宗教者として、人間とし

て、烈しくも真摯に生き抜いた、92 歳の到達点。すべての世代へ「死と向かい合う

智恵」を伝える長篇小説。『群像』連載を単行本化。 
読売新聞 2014/11/02、毎日新聞 2014/11/09 

2014:10. / 269p 
978-4-06-219135-7 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784062191357*
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オデュッセイア<上>(岩波文庫)  
ホメロス/ 松平 千秋 著 
岩波書店 
読売新聞 2014/11/09 

1994:09. / ３９４ｐ 
978-4-00-321024-6 
900 円〔本体〕+税 

*9784003210246*

 

オデュッセイア<下>(岩波文庫)  
ホメロス/ 松平 千秋 著 
岩波書店 
読売新聞 2014/11/09 

1994:09. / ３４９，１６ｐ 
978-4-00-321025-3 
840 円〔本体〕+税 

*9784003210253*

 

古事記と太安万侶 
田原本町記紀・万葉事業実行委員会 著, 和田 萃 編 
吉川弘文館 
1300 年の時空を超え甦る偉業と記紀神話 
読売新聞 2014/11/09 

2014:10. / 5p,206p 
978-4-642-08261-7 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784642082617*

 

トマス・アクィナス肯定の哲学 
山本 芳久 著 
慶應義塾大学出版会 
本書は、トマスがありふれた日常的な経験である〈感情〉を微視的に分析し、独自の

〈人間論〉を構築していることを明らかにする。 
読売新聞 2014/11/09 

2014:09. / 6p,257p,10p
978-4-7664-2171-2 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784766421712*

 

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

を追う、幕府配下の機巧師。エロス薫る連作長篇小説。 
読売新聞 2014/11/09 

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

*9784103361916*

 

全国の R 不動産～面白くローカルに住むためのガイド～ 
東京 R 不動産/ 稲村ケ崎 R 不動産/ 金沢 R 不動産/ 大阪 R 不動産/ 神戸 R 不

動産/ 福岡 R 不動産/ 鹿児島 R 不動産/ 山形 R 不動産 著 
学芸出版社 
住み方も働き方も、もっと自由に選びたいと思っている３０代～４０代の人に向け、街

の使い方から働き方までをディレクターが語る。 
読売新聞 2014/11/09 

2014:10. / 143p 
978-4-7615-1343-6 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784761513436*

 

現実脱出論(講談社現代新書 2274) 
坂口 恭平 著 
講談社 
「それが現実だ」「現実を見ろ」「現実は厳しい」……その「現実」からぼちぼち脱出し

ませんか？坂口恭平、待望の書き下ろし 新刊！ 
読売新聞 2014/11/09 

2014:09. / 206p 
978-4-06-288274-3 
760 円〔本体〕+税 

*9784062882743*
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イタリア古寺巡礼～フィレンツェ→アッシジ～(とんぼの本) 
金沢 百枝/ 小澤 実 著 
新潮社 
美術も歴史も、イタリアは「中世」がおもしろい! トスカナ、マルケ、ウンブリアというイ

タリア中部 3 地方の 10 の聖堂を訪ね、その見どころと逸話を紹介する。 
読売新聞 2014/11/09 

2011:09. / 126p 
978-4-10-602223-4 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784106022234*

 

?つき鳥 
久世 光彦 著 
幻戯書房 
年をとると、?をつくぐらいのことで疲れる。もちろん、?の相手は、女である-。1990 年

から 2006 年までに綴られた、久世光彦の単行本未収録エッセイ全 42 篇をまとめ

る。 
読売新聞 2014/11/09 

2014:09. / 211p 
978-4-86488-056-5 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784864880565*

 

よくわかるお経読本(角川ソフィア文庫 H113-1)  
瓜生 中 著 
KADOKAWA 
般若心経、開経偈、法華経、浄土三部経、正信念仏偈、和讃、光明真言、修証義

など、各宗派の重要経典を一冊に収録。振り仮名付きの原文と現代語訳で読みや

すい。難解な仏教用語も詳細に解説する。 
読売新聞 2014/11/09 

2014:09. / 283p 
978-4-04-408910-8 
720 円〔本体〕+税 

*9784044089108*

 

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。 
読売新聞 2014/11/09 

2014:09. / 389p 
978-4-12-004653-7 
3,500 円〔本体〕+税 

*9784120046537*

 

けだらけ～ミロコマチコ画集～ 
ミロコマチコ 著 
筑摩書房 
生き物たちは強い。いつも、ただただ一生懸命生きていて、余計な心配をしない。

どんなに愛くるしい目をした生き物たちも、目の奥の奥は鋭い-。憧れの生き物たち

を描いた画集。制作風景なども収録。 
読売新聞 2014/11/09 

2014:10. / 1 冊(ページ

付なし) 
978-4-480-87376-7 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784480873767*

 

薔薇戦争新史 
トレヴァー・ロイル/ 陶山 昇平 著 
彩流社 
シェイクスピアの「リチャード二世」「ヘンリー四世」「ヘンリー五世」などの題材として

有名なイングランドの薔薇戦争。陰謀渦巻く権力闘争が凝縮した薔薇戦争につい

て、新説を取り入れ、詳細に記述する。 
読売新聞 2014/11/09 

2014:07. / 437p 
978-4-7791-2032-9 
4,500 円〔本体〕+税 

*9784779120329*
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地図で読み解く東京五輪～1940 年・1964 年・2020 年～(ベスト新書 453) 
竹内 正浩 著 
ベストセラーズ 
幻の 1940 年大会から 2020 年まで-。招致活動から開催(返上)にいたる流れと、イ

ンフラを含む施設建設をテーマに、新旧地図や写真を用いながら、東京の発展とオ

リンピックを歴史の中に位置づける試み。 
読売新聞 2014/11/09 

2014:11. / 191p 
978-4-584-12453-6 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784584124536*

 

ノンフィクションはこれを読め!<2014> HONZ が選んだ 100 冊 
成毛 眞 著 
中央公論新社 
これ一冊で「現代」がわかる! ノンフィクション書評サイト『HONZ』が、歴史・ビジネ

ス・社会・アート・教養・医学・サイエンスなどあらゆる分野から、読み物として面白か

ったいち押しの 100 冊を紹介する。 
読売新聞 2014/11/09 

2014:10. / 207p 
978-4-12-004670-4 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784120046704*

 

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

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

につき、謎多き理系の人々への親しみが増す一冊。 
読売新聞 2014/11/09 

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

*9784344983465*

 

ねこの秘密(文春新書 990) 
山根 明弘 著 
文藝春秋 
ねこは美しく、しなやかで、俊敏で、気まぐれで、気高く、神秘的。その魅力はいっ

たいどこから来るのでしょうか? そして、どんな一生を送っているのでしょうか? 知ら

れざるねこの生態を動物学者が解き明かします。 
読売新聞 2014/11/09 

2014:09. / 236p 
978-4-16-660990-1 
770 円〔本体〕+税 

*9784166609901*

 

孝謙・称徳天皇～出家しても政を行ふに豈障らず～(ミネルヴァ日本評伝選)  
勝浦 令子 著 
ミネルヴァ書房 
異例の女性皇太子を経て即位し、藤原仲麻呂ら多くの政敵と闘い、父聖武天皇の

仏教政策を継承しつつも、道鏡を重用し独自の政治を行った孝謙・称徳天皇。「王

権と仏教」「女性と仏教」という視点から、その実像に迫る。 
読売新聞 2014/11/09 

2014:10. / 22p,345p,7p
978-4-623-07181-4 
3,500 円〔本体〕+税 

*9784623071814*

 

江戸学講座(新潮文庫 や-51-53)  
新潮社 
武士たちの出世競争から、治安維持と災害対策、海外貿易まで、2 人の人気作家

の鋭い疑問に、東大史料編纂所の山本教授が明快に答え、意外な事実が明らか

に。手練作家たちも思わず唸った「江戸時代通」になれる話を満載。 
読売新聞 2014/11/09 

2014:11. / 242p 
978-4-10-116447-2 
490 円〔本体〕+税 

*9784101164472*
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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。 
読売新聞 2014/11/09 

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

*9784861821172*

 

正真正銘五ツ星源泉宿６６～ヴィジュアル版～(祥伝社新書 ２５３） 2011 
小森 威典 著 
祥伝社 
全国の温泉旅館中、源泉 100%は 1%だけ。加水していない正真正銘の本物は、そ

のまた半分もない…。知られざる「温泉」の真実をあばき出すとともに、本物の源泉

宿 66 軒を温泉データ・アクセスデータとともに紹介する。 
読売新聞 2014/11/09 

2011:10. / 221p 
978-4-396-11253-0 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784396112530*

 

温泉の科学～温泉を 10 倍楽しむための基礎知識!!～(サイエンス・アイ新書 SIS-
295) 
佐々木 信行 著 
SB クリエイティブ 
人は古代から心と身体を癒すのに、温泉を積極的に活用してきました。温泉とはな

にかという基礎知識をはじめ、物理的効果や成分による違い、代表的な入浴法、飲

泉やタラソテラピーといった活用法、温泉の歴史などを解説します。 
読売新聞 2014/11/09 

2013:12. / 238p 
978-4-7973-4426-4 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784797344264*

 

国際社会で働く～国連の現場から見える世界～ 
嘉治 美佐子 著 
ＮＴＴ出版 
世界と日本の未来はどうつながっているか。国際社会の構成員は誰か。「人間の安

全保障」の真価は何か。30 年余り外交の実務に携わった後、一時大学に身をおい

た日本の外交官が、それまでの体験に照らして国際社会を語る。 
読売新聞 2014/11/09 

2014:09. / 234p 
978-4-7571-4332-6 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784757143326*

 

夕張再生市長～課題先進地で見た「人口減少ニッポン」を生き抜くヒント～ 
鈴木 直道 著 
講談社 
「ミッションインポッシブル」と言われた夕張モデルが日本を救う! 世界が注目する課

題先進国・日本のなかの“課題先進地”夕張で奮闘する若者の挑戦。夕張市長にな

った経緯と、市長になってからの悪戦苦闘の日々を綴る。 
読売新聞 2014/11/09、日本経済新聞 2014/11/30 

2014:10. / 236p 
978-4-06-219140-1 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784062191401*

 

きみにしか聞こえない～Ｃａｌｌｉｎｇ ｙｏｕ～(角川文庫)  
乙一 著 
角川書店 
読売新聞 2014/11/16 

2001:05. / ２０１ｐ 
978-4-04-425302-8 
476 円〔本体〕+税 

*9784044253028*
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天上の虹～持統天皇物語～<１>(講談社漫画文庫)  
里中 満智子 著 
講談社 
読売新聞 2014/11/16 

2000:02. / ３７５ｐ 
978-4-06-260682-0 
640 円〔本体〕+税 

*9784062606820*

 

天智と天武－新説・日本書紀－<１>(ビッグコミックス) 
中村真理子（漫画家）／園村昌弘 著 
小学館 
読売新聞 2014/11/16 

2013:02. / 227p 
978-4-09-184898-7 
552 円〔本体〕+税 

*9784091848987*

 

一千一秒物語 改版(新潮文庫)  
稲垣 足穂 著 
新潮社 
読売新聞 2014/11/16 

2004:01. / ４２９ｐ 
978-4-10-108601-9 
630 円〔本体〕+税 

*9784101086019*

 

黒猫・アッシャー家の崩壊(新潮文庫)  
エドガー・アラン・ポー/ 巽 孝之 著 
新潮社 
読売新聞 2014/11/16 

2009:03. / ２０７ｐ 
978-4-10-202804-9 
400 円〔本体〕+税 

*9784102028049*

 

オストメイトビジネスマン世界を駆ける～命との引きかえで失ったもの、そして得た

もの～ 
佐々木 豊 著 
ＷＡＶＥ出版 
40 代で人工肛門を持った働きマンの奮闘記 
読売新聞 2014/11/16 

2014:10. / 229p 
978-4-87290-669-1 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784872906691*

 

金正恩の正体～北朝鮮権力をめぐる死闘～(平凡社新書 747) 
近藤 大介 著 
平凡社 
金正日が金正恩を後継者に指名してからこれまで、北朝鮮ではどんなドラマが展開

されたか。 深部を抉る迫真のドキュメント。 
読売新聞 2014/11/16 

2014:09. / 286p 
978-4-582-85747-4 
860 円〔本体〕+税 

*9784582857474*

 

すべて真夜中の恋人たち(講談社文庫 か 112-4) 
川上 未映子 著 
講談社 
ふたりで話したことを思いだし、とてもすきだったことを思いだし、ときどき泣き、また

思いだし、それから、ゆっくりと忘れていった…。恋愛の究極を投げかける長編小

説。 
読売新聞 2014/11/16 

2014:10. / 350p 
978-4-06-277940-1 
640 円〔本体〕+税 

*9784062779401*
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飛田で生きる～遊郭経営 10 年、現在、スカウトマンの告白～(徳間文庫カレッジ 
す 1-1) 
杉坂 圭介 著 
徳間書店 
いまも旧遊郭の名残りをとどめる歓楽街、飛田新地。関係者全員がこれまで頑なに

口を閉ざし続けてきた街の真実の姿を、飛田で生きてすべてを見てきた著者が赤

裸々に明かす。 
読売新聞 2014/11/16 

2014:10. / 269p 
978-4-19-907014-3 
720 円〔本体〕+税 

*9784199070143*

 

皇后陛下美智子さま心のかけ橋 
渡邊 満子 著 
中央公論新社 
少女時代からご成婚 55 年までの「み心の軌跡」-。皇后さまに関する取材をライフワ

ークとした著者が、特別な思い出、秘話、珠玉のエピソードを綴る。『婦人公論』連

載を大幅加筆。 
読売新聞 2014/11/16 

2014:10. / 275p 
978-4-12-004663-6 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784120046636*

 

黒澤明～日本映画の巨人～(ちくま評伝シリーズ<ポルトレ>)  
筑摩書房編集部 著 
筑摩書房 
世界の映画人たちをして「我が映画人生の原点」(クリント・イーストウッド)などと言わ

しめ、ジョージ・ルーカスらの作品に多大な影響を与えたと言われる映画監督・黒澤

明の生涯を辿る。巻末エッセイも収録。 
読売新聞 2014/11/16 

2014:10. / 189p 
978-4-480-76620-5 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784480766205*

 

うるさい日本の私(日経ビジネス人文庫 な ７－２）  283p 2011 
中島義道 著 
日本経済新聞出版社 
電車や駅のアナウンス、街頭放送など、スピーカーから溢れる騒音に我慢できない

著者は、抗議に出かけ徹底的に議論する。そこから見えたのは、他人への押しつけ

がましい“優しさ”を期待する日本人の姿だった。 
読売新聞 2014/11/16 

2011:01. / 283p 
978-4-532-19574-8 
667 円〔本体〕+税 

*9784532195748*

 

桜色の魂～チャスラフスカはなぜ日本人を 50 年も愛したのか～ 
長田 渚左 著 
集英社 
激動の人生を送った、東京五輪(1964 年)女子体操金メダリスト、ベラ・チャスラフス

カ。彼女の傍らには、いつも日本人の姿があった-。名花と呼ばれたアスリートと日本

との深い絆を描いたノンフィクション。 
読売新聞 2014/11/16 

2014:09. / 269p 
978-4-08-780739-4 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784087807394*

 

丸山眞男～リベラリストの肖像～(岩波新書 新赤版)  
苅部 直 著 
岩波書店 
近代の理念と現代社会との葛藤をみすえつつ、理性とリベラル・デモクラシーへの

信念を貫き通した丸山真男。戦前から戦後への時代の変転の中で、彼はどう生き、

何を問題としたのか。その思索と人間にせまる評伝風思想案内。 
読売新聞 2014/11/16 

2006:05. / ２３８ｐ 
978-4-00-431012-9 
780 円〔本体〕+税 

*9784004310129*
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儲かる農業論～エネルギー兼業農家のすすめ～(集英社新書 0757A)  
金子 勝/ 武本 俊彦 著 
集英社 
「農業+小規模発電=エネルギー兼業農家」が本当の地方創生! 経済学者と、食と

農の政策アナリストが、「儲かる産業」としての農業のあり方を提言。各地の事例を挙

げながら、食料自給率の低下なども解決する道筋を探る。 
読売新聞 2014/11/16 

2014:10. / 183p 
978-4-08-720757-6 
700 円〔本体〕+税 

*9784087207576*

 

福井県の学力・体力がトップクラスの秘密(中公新書ラクレ 508)  
志水 宏吉/ 前馬 優策 著 
中央公論新社 
全国学力テスト、体力テストで上位の福井県。その秘密とは? 学力下位の大阪の教

育学者らが、小・中学校の教育、教員文化の特徴と教員の指導力向上への取り組

み、学校における指導をサポートする地域と学校の役割を検討する。 
読売新聞 2014/11/16 

2014:10. / 222p 
978-4-12-150508-8 
780 円〔本体〕+税 

*9784121505088*

 

柔らかな犀の角(文春文庫 や 30-3) 
山崎 努 著 
文藝春秋 
老年へのギア・チェンジ、いまだ完了せず。生と死の摂理など、ちんぷんかんぷん。

朝起きて虫になっていたとしても、ちっとも不思議じゃない…。俳優・山崎努が、出

会った書物を通じて人生を観照する。新原稿を加筆して文庫化。 
読売新聞 2014/11/16 

2014:11. / 406p 
978-4-16-790235-3 
750 円〔本体〕+税 

*9784167902353*

 

日本の作家～林忠彦写真集～(サライ・ムック) 
林 忠彦 著 
小学館 
人見しりがひと一倍強かった山本周五郎、廃品回収の仕切り場そこのけの書斎で

の坂口安吾、ベロベロに酔っぱらってスタンドの上にあぐらをかいた太宰治…。昭

和を代表する写真家が日本の作家を写し撮った写真集。 
読売新聞 2014/11/16 

2014:09. / 1 冊(ページ

付なし) 
978-4-09-103551-6 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784091035516*

 

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！ 
読売新聞 2014/11/16、毎日新聞 2014/11/23 

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

*9784103363910*

 

西田幾多郎～無私の思想と日本人～(新潮新書 589)  
佐伯 啓思 著 
新潮社 
「無私」とはどんな思想なのか。その根源にある「無」とは何か。純粋経験、理性と精

神、死と生、論理と生命…。「西田哲学」の沃野を、難解な言葉をかみくだき、柔らか

な筆致で読み解く。『新潮 45』連載を加筆・改編。 
読売新聞 2014/11/17 

2014:10. / 255p 
978-4-10-610589-0 
780 円〔本体〕+税 

*9784106105890*
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土の中の子供(新潮文庫)  
中村 文則 著 
新潮社 
読売新聞 2014/11/23 

2007:12. / １６０ｐ 
978-4-10-128952-6 
400 円〔本体〕+税 

*9784101289526*

 

北海道木彫り熊の考察 
山里稔 著 
かりん舎 
読売新聞 2014/11/23 

2014:10. / 199p 
978-4-902591-20-0 
3,500 円〔本体〕+税 

*9784902591200*

 

王国 
中村 文則 著 
河出書房新社 
ベストセラー『掏摸』の「究極の悪」、再び 
読売新聞 2014/11/23 

2011:10. / 177p 
978-4-309-02069-3 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784309020693*

 

歴史手帳 ２０１５年版 
吉川弘文館編集部 著, 吉川弘文館編集部 編 
吉川弘文館 
伝統を兼ね備え 60 年ぶり全面リニューアル 
読売新聞 2014/11/23 

2014:10. / 1 冊 
978-4-642-09841-0 
900 円〔本体〕+税 

*9784642098410*

 

掏摸(河出文庫 な 29-2) 
中村 文則 著 
河出書房新社 
天才スリ師ＶＳ絶対悪！ 綾野剛氏絶賛。大江健三郎賞を受賞し、各国で翻訳され

たベストセラーがついに文庫化！！ 
読売新聞 2014/11/23 

2013:04. / 187p 
978-4-309-41210-8 
470 円〔本体〕+税 

*9784309412108*

 

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。 
読売新聞 2014/11/23 

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

*9784103054559*

 

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

訳されベストセラーの著者が放つ至極の作品集！ 
読売新聞 2014/11/23 

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

*9784309023021*
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万葉語誌(筑摩選書 0096) 
多田 一臣 編 
筑摩書房 
「万葉集」にあらわれる重要語 150 語を掲げ、語義を解説する。「万葉集全解」全 7
巻の表現論的な万葉集理解の成果を反映しつつ、各語に内在する古代的な論理

や世界観を掘り起こす。 
読売新聞 2014/11/23 

2014:08. / 430p 
978-4-480-01604-1 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784480016041*

 

椿(ものと人間の文化史 168) 
有岡 利幸 著 
法政大学出版局 
本草書の刊行や栽培・育種技術の発展によって近世初期に空前の大ブームを巻き

起こした椿。多彩な花の紹介をはじめ、椿の植物誌、神仏をまつる社寺と椿、椿の

昔話と民俗などを網羅する。 
読売新聞 2014/11/23 

2014:11. / 10p,325p 
978-4-588-21681-7 
3,300 円〔本体〕+税 

*9784588216817*

 

マイナンバー制度で企業実務はこう変わる 
梅屋 真一郎 著 
中央経済社 
2016 年からはじまるマイナンバー制度により企業実務にどのような影響があるの

か。対応スケジュールや社内体制作り、情報管理などで留意すべき点を、具体例や

図表でやさしく解説する。 
読売新聞 2014/11/23 

2014:09. / 2p,8p,164p 
978-4-502-11751-0 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784502117510*

 

小説を、映画を、鉄道が走る(集英社文庫 か 65-1) 
川本 三郎 著 
集英社 
松本清張の「点と線」、水上勉の「飢餓海峡」、小津安二郎の「東京物語」…。小説

や映画の中で描かれる駅の風景、故郷への思慕。旅の記憶と重ねながら、車窓の

彼方に見つけた小説の魅力、映画の愉楽を綴る。 
読売新聞 2014/11/23 

2014:10. / 360p 
978-4-08-745238-9 
640 円〔本体〕+税 

*9784087452389*

 

現代秀歌(岩波新書 新赤版 1507) 
永田 和宏 著 
岩波書店 
佐藤佐太郎、近藤芳美、穂村弘、俵万智…。大きな変化を経た時代に、歌人たち

は何を言葉に託してきたか? 自ら歌人として活躍する著者ならではの視座から、歌

の現在を、そして未来を語る。「近代秀歌」の姉妹篇。 
読売新聞 2014/11/23 

2014:10. / 9p,257p,17p
978-4-00-431507-0 
840 円〔本体〕+税 

*9784004315070*

 

悪と仮面のルール(講談社文庫 な 85-2) 
中村 文則 著 
講談社 
邪の家系を断ちきり、少女を守るために、少年は父の殺害を決意する。大人になっ

た彼は、顔を変え、他人の身分を手に入れて、再び動き出す。そして彼の前に過去

の事件を追う刑事が現れる。本質的な悪、その連鎖とは。 
読売新聞 2014/11/23 

2013:10. / 394p 
978-4-06-277679-0 
660 円〔本体〕+税 

*9784062776790*
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京都<千年の都>の歴史(岩波新書 新赤版 1503) 
高橋 昌明 著 
岩波書店 
<千年の都>として、今も愛される京都はいかにして生まれ、どのような変遷をたど

り、そして「古都」として定着するに至ったのか? 都の誕生から近代の始まりまで、そ

の歴史をたどり、「花の都」の実像を明らかにする。 
読売新聞 2014/11/23 

2014:09. / 8p,267p,5p 
978-4-00-431503-2 
840 円〔本体〕+税 

*9784004315032*

 

海と森の標本函～「自然の落としもの」を拾いあつめて愛でるたのしみ～(読む手

しごと BOOKS) 
結城 伸子 著 
グラフィック社 
コーミングからはじまるアナザーワールドへの机上旅行。海辺で、森で、著者が心惹

かれるまま拾いあつめてきた自然のかけらと、それらで作ったアクセサリーなどを紹

介する。切り取って使える標本函台紙&標本ラベルつき。 
読売新聞 2014/11/23 

2014:11. / 143p 
978-4-7661-2709-6 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784766127096*

 

去年の冬、きみと別れ 
中村 文則 著 
幻冬舎 
ライターの「僕」は、2 人の女性を殺した容疑で逮捕され、死刑判決を受けた被告の

面会に行く。調べを進めるほど、事件の異様さに飲み込まれていく「僕」。被告や周

囲の狂気が暴走し、真相は迷宮入りするかに思われたが…。 
読売新聞 2014/11/23 

2013:09. / 192p 
978-4-344-02457-1 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784344024571*

 

探偵ブロディの事件ファイル 
ケイト・アトキンソン/ 青木 純子 著 
東京創元社 
大学町ケンブリッジ。いずれはフランスに住みたいとフランス語の勉強に余念ない

私立探偵ジャクソン・ブロディのところに相前後して持ち込まれた 3 件の人探し。調

査を進めるうちに、なぜか彼自身の命を狙う者まで現れて…。 
読売新聞 2014/11/23 

2014:10. / 378p 
978-4-488-01037-9 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784488010379*

 

第二の地球を探せ!～「太陽系外惑星天文学」入門～(光文社新書 721) 
田村 元秀 著 
光文社 
地球に似た惑星は銀河系、あるいは宇宙全体でどれくらいあるのか、地球以外にも

生命は存在するのか-。天文学の歩みと、太陽系外惑星の発見に情熱を注ぐ「プラ

ネット・ハンター」たちのドラマを交え、数々の観測法を紹介する。 
読売新聞 2014/11/23 

2014:10. / 246p 
978-4-334-03824-3 
800 円〔本体〕+税 

*9784334038243*

 

何もかも憂鬱な夜に(集英社文庫 な 54-1) 
中村 文則 著 
集英社 
施設で育った刑務官の「僕」は、殺人を犯した 20 歳の未決囚・山井を担当してい

る。1 週間後に迫る控訴期限が切れれば死刑確定だが、山井はまだ語らない何か

を隠していて…。生きる者と死にゆく者をつなぐ 後の希望を描き出す。 
読売新聞 2014/11/23 

2012:02. / 197p 
978-4-08-746798-7 
400 円〔本体〕+税 

*9784087467987*
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遮光(新潮文庫） 
中村 文則 著 
新潮社 
黒ビニールに包まれた謎の瓶、それが私のすべてだった。純愛か、狂気か？ 極限

の愛を謳う衝撃の物語。野間文芸新人賞受賞。 
読売新聞 2014/11/23 

2011:01. / 155p 
978-4-10-128953-3 
370 円〔本体〕+税 

*9784101289533*

 

日本人も悩む日本語～ことばの誤用はなぜ生まれるのか？～(朝日新書 483)  
加藤 重広 著 
朝日新聞出版 
ご逝去されました、はだざむい、とてもおいしい…。「許せない日本語」は次から次

へと現れる。本当の正しさはどこにあるのか? 歴史やことばの成立過程をもとに、誤

用にまつわる謎をすっきり解説。 
読売新聞 2014/11/23、産経新聞 2014/11/30、日本経済新聞 2014/11/30 

2014:10. / 263p 
978-4-02-273583-6 
780 円〔本体〕+税 

*9784022735836*

 

反逆の神話～カウンターカルチャーはいかにして消費文化になったか～ 
ジョセフ・ヒース/ アンドルー・ポター/ 栗原 百代 著 
ＮＴＴ出版 
20 世紀の消費社会に対する 大の批判であるカウンターカルチャー思想の問題

点とはなにか。真の問題解決のために、その矛盾を指摘し、ホジティヴな社会協力

のために市場とルールの役割を説く。 
読売新聞 2014/11/23、日本経済新聞 2014/11/23 

2014:09. / 433p 
978-4-7571-4320-3 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784757143203*

 

バランスシートで読みとく世界経済史～ヴェニスの商人はいかにして資本主義を

発明したのか?～ 
ジェーン・グリーソン・ホワイト/ 川添 節子 著 
日経ＢＰ社 
14 世紀のヴェネツィアで広まった複式簿記は、「富を測定したい」という人間の欲望

を実現し、資本主義の飛躍的な膨張をもたらした。複式簿記というしくみが、21 世紀

の世界経済を支配するに至るまでのいきさつを追う。 
読売新聞 2014/11/23、日本経済新聞 2014/11/23、東京・中日新聞 2014/11/30 

2014:10. / 252p,27p 
978-4-8222-5046-1 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784822250461*

 

都市と都市(ハヤカワ文庫 SF 1835) 
チャイナ・ミエヴィル/ 日暮 雅通 著 
早川書房 
読売新聞 2014/11/30 

2011:12. / 526p 
978-4-15-011835-8 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784150118358*

 

北緯 66.6°～北欧ラップランド歩き旅～ 
森山 伸也 著 
本の雑誌社 
好きなところを歩いていい。好きなところで眠っていい。北欧三国にまたがるラップラ

ンドの荒野を歩いて旅した傑作紀行文。 
読売新聞 2014/11/30 

2014:10. / 239p 
978-4-86011-261-5 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784860112615*
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二都物語(新潮文庫 テ-3-3) 
チャールズ・ディケンズ 著 
新潮社 
フランス革命下のパリとロンドン。燃え上がる激動の炎の中で、二つの都に繰り広げ

られる愛と死のロマン。新訳で贈る永遠の名作。 
読売新聞 2014/11/30 

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

*9784102030141*

 

もうひとつの街 
ミハル・アイヴァス/ 阿部 賢一 著 
河出書房新社 
見知らぬ文字の秘密を追い「私」が迷い込んだ街とは――。世界が注目のチェコ作

家が贈る、シュールな幻想と想像力に満ちた傑作。 
読売新聞 2014/11/30 

2013:02. / 213p 
978-4-309-20614-1 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784309206141*

 

人生処方詩集(岩波文庫 32-471-1) 
エーリヒ・ケストナー/ 小松 太郎 著 
岩波書店 
「ふたりのロッテ」や「飛ぶ教室」の著者ケストナーによる、悩める大人のための詩

集。現代人のゆううつをユーモアをまじえた新鮮な感覚とウイットで表現する。 
読売新聞 2014/11/30 

2014:11. / 293p 
978-4-00-324711-2 
720 円〔本体〕+税 

*9784003247112*

 

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。 
読売新聞 2014/11/30 

2014:09. / 5p,272p 
978-4-12-102285-1 
880 円〔本体〕+税 

*9784121022851*

 

島いぬ～え!?私って犬だったの?～ 
阿部 高嗣 著 
雷鳥社 
私ハ、アロ。セイゴ 3 カゲツ、ジャックラッセルテリアノ女ノ子。今日カラ阿部家ノ一

員、シマナミ海道伯方島ノ、島ノ子ニナリマシタ-。瀬戸内海の小さな島でくらす犬と

その家族の姿を写す。 
読売新聞 2014/11/30 

2014:11. / 159p 
978-4-8441-3673-6 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784844136736*

 

劇画暮らし(角川文庫 た 75-1)  
辰巳 ヨシヒロ 著 
KADOKAWA 
1950 年代、一群のまんが家たちが、それまでにないリアリティを追求した実験作を

発表し始める。荒々しく斬新なその作品群を、彼らは「劇画」と呼んだ-。劇画の提唱

者が自らの生涯を語る。 
読売新聞 2014/11/30 

2014:10. / 424p 
978-4-04-102308-2 
840 円〔本体〕+税 

*9784041023082*
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33 年後のなんとなく、クリスタル 
田中 康夫 著 
河出書房新社 
1980 年代、日本の豊かな時代を過ごした「彼女たち」は今、何を思い、どう生きてい

るのか。透明性、多面性、独創性、そして予言性に満ちた、「なんとなく、クリスタル」

33 年後の物語。膨大な註も収録。 
読売新聞 2014/11/30 

2014:11. / 275p,69p 
978-4-309-02334-2 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784309023342*

 

イギリス人アナリスト日本の国宝を守る～雇用 400 万人、GDP8 パーセント成長へ

の提言～(講談社+α 新書 672-1C) 
デービッド・アトキンソン 著 
講談社 
ゴールドマン・サックスで 17 年間日本経済を分析し、退社後、日本の伝統文化を守

る創業 300 年の会社の改革に社長として成功したイギリス人の著者が、日本の素晴

らしさと改善すべきダメな点を客観的に指摘する。 
読売新聞 2014/11/30 

2014:10. / 200p 
978-4-06-272870-6 
840 円〔本体〕+税 

*9784062728706*

 

沈みゆく大国アメリカ(集英社新書 0763) 
堤 未果 著 
集英社 
「1%の超・富裕層」が仕掛けた“オバマケア”で、アメリカ医療は完全崩壊! 「がん治

療薬は自己負担、安楽死薬なら保険適用」「高齢者は高額手術より痛み止め」…。

アメリカ版皆保険制度の実態を明らかにする。 
読売新聞 2014/11/30 

2014:11. / 206p 
978-4-08-720763-7 
720 円〔本体〕+税 

*9784087207637*

 

キャプテンサンダーボルト 
阿部 和重/ 伊坂 幸太郎 著 
文藝春秋 
蔵王に墜落した B29、公開中止になった幻の映画、迫りくる冷酷非情な破壊者…。

世界を救うために、2 人は走る。現代を代表する人気作家、阿部和重と伊坂幸太郎

が、着想・技術をすべて詰め込んだ 強の冒険活劇。 
読売新聞 2014/11/30 

2014:11. / 524p 
978-4-16-390194-7 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784163901947*

 

なぜ妻は、夫のやることなすこと気に食わないのか～エイリアン妻と共生するため

の 15 の戦略～(幻冬舎新書 い-23-1)  
石蔵 文信 著 
幻冬舎 
恋人が可愛く思え、短所さえ許せたのは 10?20 代に盛んに分泌される自らの男性

ホルモンの仕業。多くの人の夫婦問題を解決した著者が、夫婦生活を少しでも賢明

に過ごすための「家庭内マネジメント」を提言する。 
読売新聞 2014/11/30 

2014:09. / 221p 
978-4-344-98355-7 
780 円〔本体〕+税 

*9784344983557*

 

近世大名墓の成立～信長・秀吉・家康の墓と各地の大名墓を探る～ 
大名墓研究会 編 
雄山閣 
動乱のなか中世墓の伝統が壊れ、江戸時代の安定政権下に、近世大名墓が成立

した。豊臣秀吉、徳川家康、織田信長の墓を取り上げるほか、江戸、九州、中四

国、東海、東北における近世大名墓の成立について考察する。 
読売新聞 2014/11/30 

2014:10. / 181p 
978-4-639-02328-9 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784639023289*
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あなたを自殺させない～命の相談所「蜘蛛の糸」佐藤久男の闘い～ 
中村 智志 著 
新潮社 
自殺率ワースト 1 位の秋田で NPO 法人を立ち上げ、「民」「学」「官」の連携によっ

て自殺者を大幅に減らしていった佐藤久男。秋田で、被災地で、日本各地で、佐藤

は何を考え、何をしてきたのか。その難業の軌跡を追う。 
読売新聞 2014/11/30 

2014:10. / 302p 
978-4-10-306702-3 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784103067023*

 

Yahoo!ファイナンスで速攻決算書分析 
坂本 剛 著 
中央経済社 
投資の総合情報サイト「Yahoo!ファイナンス」を使って決算書を読む力が身につくテ

キスト。Yahoo!ファイナンスの使い方から簿記・会計の基礎、決算短信を使った本格

的な決算書分析まで、わかりやすく解説する。 
読売新聞 2014/11/30 

2014:10. / 153p 
978-4-502-12241-5 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784502122415*

 

科学・技術と現代社会<下> 
池内 了 著 
みすず書房 
社会と科学・技術はどう相互影響をしてきたか。人類の祖先が二本足歩行を始めた

600 万年前から STAP 細胞問題までを縦横に論じる。下は、科学者の倫理と社会

的責任、安全性の考え方、エネルギー・資源問題などを収録。 
読売新聞 2014/11/30 

2014:10. / 
11p,p387?753 
978-4-622-07835-7 
4,200 円〔本体〕+税 

*9784622078357*

 

メディアミックス化する日本(イースト新書 039) 
大塚 英志 著 
イーストプレス 
自由であるべき文化生成システムが、企業に隷属させられる時代が到来した。戦後

日本のポップカルチャーの展開を縦横に参照しながら、「メディアミックス」の名の下

に進展する危機を浮き彫りにする。「東大裏ゼミ」を書籍化。 
読売新聞 2014/11/30 

2014:10. / 335p 
978-4-7816-5039-5 
907 円〔本体〕+税 

*9784781650395*

 

科学・技術と現代社会<上> 
池内 了 著 
みすず書房 
社会と科学・技術はどう相互影響をしてきたか。人類の祖先が二本足歩行を始めた

600 万年前から STAP 細胞問題までを縦横に論じる。上は、原発事故、科学の変

容等を取り上げる。総合研究大学院大学での講義録を基に書籍化。 
読売新聞 2014/11/30 

2014:10. / 11p,383p 
978-4-622-07834-0 
4,200 円〔本体〕+税 

*9784622078340*

 

毛沢東(岩波新書)  
竹内実 著 
岩波書店 
日本経済新聞 2014/11/02 

1989:09. / ２２４ｐ 
978-4-00-430086-1 
700 円〔本体〕+税 

*9784004300861*
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徳川家康<１> 出生乱離の巻(山岡荘八歴史文庫)  
山岡 荘八 著 
講談社 
日本経済新聞 2014/11/02 

1987:10. / ５０２ｐ 
978-4-06-195023-8 
740 円〔本体〕+税 

*9784061950238*

 

豊饒の海<第二巻> 改版 奔馬(新潮文庫） 
三島 由紀夫 著 
新潮社 
日本経済新聞 2014/11/02 

2002:12. / 515p 
978-4-10-105022-5 
750 円〔本体〕+税 

*9784101050225*

 

決断の条件(新潮選書) 
会田雄次 著 
新潮社 
日本経済新聞 2014/11/02 

2013:05. / 206p 
978-4-10-603730-6 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784106037306*

 

杉浦茂傑作漫画選集０人間 
杉浦茂 著 
小学館クリエイティブ 
日本経済新聞 2014/11/02 

2013:01. / 4 冊 
978-4-7780-3236-4 
7,000 円〔本体〕+税 

*9784778032364*

 

運命を創る(人間学講話)  
安岡 正篤 著 
プレジデント社 
日本経済新聞 2014/11/02 

1985:12. / ２４６ｐ 
978-4-8334-1265-0 
1,456 円〔本体〕+税 

*9784833412650*

 

介護保険法改正でホームヘルパーの生活援助はどう変わるのか 
結城 康博/ 松下 やえ子/ 中塚 さちよ 著 
ミネルヴァ書房 
その必要性を現場からの視点を踏まえ提言 
日本経済新聞 2014/11/02 

2014:09. / 19p,296p,4p
978-4-623-07106-7 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784623071067*

 

「G ゼロ」後の世界～主導国なき時代の勝者はだれか～ 
イアン・ブレマー/ 北沢 格 著 
日本経済新聞出版社 
アメリカ主導の体制が終わったいま、次に訪れるのは、米中の G2 体制か、第 2 の

冷戦の勃発か。そのとき日本は-。気鋭の政治学者が、ポスト G ゼロ時代の展開を

予測する。 
日本経済新聞 2014/11/02 

2012:06. / 267p 
978-4-532-35522-7 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784532355227*
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いと高き貧しさ～修道院規則と生の形式～ 
ジョルジョ・アガンベン/ 上村 忠男/ 太田 綾子 著 
みすず書房 
「貧しさ」が世界を変える-。物を所有せずに使用する。現代が思考すらできないで

いる、法権利の外にある生を求めた聖フランチェスコら托鉢修道者に、大量消費社

会を超える可能性を読む。 
日本経済新聞 2014/11/02 

2014:10. / 214p,26p 
978-4-622-07853-1 
4,800 円〔本体〕+税 

*9784622078531*

 

現代の帝王学  
伊藤 肇 著 
プレジデント社 
東洋学への深い造詣と一流経営者の哲学を軸に、古今の具体的な事実を積み重

ね、実証し、体系づけた“叡知の核心”。現代を生き抜く経営者・リーダーの条件を

問う、１９７９年刊の新装版。 
日本経済新聞 2014/11/02 

1998:11. / ３０７ｐ 
978-4-8334-1668-9 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784833416689*

 

マリー・アントワネット～フランス革命と対決した王妃～(中公新書 2286) 
安達 正勝 著 
中央公論新社 
悪しき王妃として断罪されたマリー・アントワネットが、後世で高い人気を得、人々の

共感を集めているのはなぜか。彼女が目指した「本当の王妃」とは何だったのか。

栄光と悲劇の生涯を鮮やかに描く。 
日本経済新聞 2014/11/02 

2014:09. / 7p,259p 
978-4-12-102286-8 
880 円〔本体〕+税 

*9784121022868*

 

ヌードと愛国(講談社現代新書 2284) 
池川 玲子 著 
講談社 
1900 年代から 1970 年代にかけて創られた、「日本」をまとった 7 体のヌードの謎を

解く。推理のポイントは、時代と創り手の動機-。時系列で並んだヌードから、日本近

現代史を浮かび上がらせる。 
日本経済新聞 2014/11/02 

2014:10. / 271p 
978-4-06-288284-2 
800 円〔本体〕+税 

*9784062882842*

 

神様の裏の顔 
藤崎 翔 著 
KADOKAWA 
神様のような清廉な教師、坪井誠造が逝去した。その通夜は悲しみで包まれ、誰も

が涙した、と思いきや、年齢も職業も多様な参列者たちが彼を思い返すうち、とんで

もない犯罪者であった疑惑が持ち上がり…。 
日本経済新聞 2014/11/02 

2014:09. / 357p 
978-4-04-102129-3 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784041021293*

 

リスク・オン経済の衝撃～日本再生の方程式～ 
松元 崇 著 
日本経済新聞出版社 
世界は、ベルリンの壁が崩壊して以降、「リスク・オン経済」になった。政策を熟知し

た前内閣府事務次官が、世界を席巻する新しい経済のメカニズム、日銀の苦悩、ア

ベノミクス成功の理由を明快に解説する。 
日本経済新聞 2014/11/02 

2014:09. / 228p 
978-4-532-35612-5 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784532356125*
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スティーブ・ジョブズ<1> 
ウォルター・アイザックソン 著 
講談社 
未来を創った、今世紀を代表する経営者スティーブ・ジョブズが、積極的かつ全面

的に取材に協力した評伝。1 は子ども時代、リード・カレッジ進学、インド放浪、アッ

プル誕生、マックの開発力などについて記す。 
日本経済新聞 2014/11/02 

2011:10. / 445p 
978-4-06-217126-7 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784062171267*

 

日本農業における企業者活動～東畑・金沢理論をふまえた農業経営学の展開～ 
高橋 正郎 著 
農林統計出版 
危機的状況にある日本農業を再建するために、今求められているのは経営学に裏

打ちされた農業理論である。半世紀を超える研究活動の集大成として、原点の「農

業経営学」を問い直し、日本農業再構築の道筋を示す。 
日本経済新聞 2014/11/02 

2014:09. / 14p,354p 
978-4-89732-305-3 
4,200 円〔本体〕+税 

*9784897323053*

 

二〇世紀の歴史(岩波新書 新赤版 1499) 
木畑 洋一 著 
岩波書店 
アフリカの分割、植民地の拡大、二度の世界大戦、冷戦の激化、独立抵抗運動の

広がり。帝国世界の形成から解体まで、「長い二〇世紀」という視角から、現代につ

ながる歴史の大きな流れを描く、大胆果敢な世界史の試み。 
日本経済新聞 2014/11/02 

2014:09. / 3p,276p,18p
978-4-00-431499-8 
860 円〔本体〕+税 

*9784004314998*

 

スティーブ・ジョブズ<２>  
ウォルター・アイザックソン 著 
講談社 
未来を創った、今世紀を代表する経営者スティーブ・ジョブズが、積極的かつ全面

的に取材に協力した評伝。2 はアップルへの再臨、iPhone や iPad の発表、家族の

絆、ビル・ゲイツとの 後の対面などについて記す。 
日本経済新聞 2014/11/02 

2011:11. / 430p 
978-4-06-217127-4 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784062171274*

 

琥珀色の夢を見る～竹鶴政孝とリタ ニッカウヰスキー物語～(朝日文庫 ま 37-1) 
松尾 秀助 著 
朝日新聞出版 
日本人に本物のウイスキーを飲んでほしい。その思いを胸に竹鶴政孝はスコットラ

ンドに留学。 愛の妻となるリタと知り合い、帰国後はニッカウヰスキーを創業する

が、試行錯誤の連続だった。竹鶴を支えたリタや従業員の物語。 
日本経済新聞 2014/11/02 

2014:09. / 252p 
978-4-02-261808-5 
600 円〔本体〕+税 

*9784022618085*

 

企業はなぜ、会計不正に手を染めたのか～「会計不正調査報告書」を読む～ 
米澤 勝 著 
清文社 
企業の「会計不正調査報告書」を読み、不正実行者の動機は何だったのか、調査

委員会の調査で動機はどこまで解明されたかを、個々の事例に応じて検討する。

web 情報誌『Profession Journal』連載を書籍化。 
日本経済新聞 2014/11/02 

2014:09. / 14p,253p 
978-4-433-54654-0 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784433546540*
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女性リーダーを組織で育てるしくみ～先進企業に学ぶ継続就業・能力発揮の有効

策～ 
牛尾 奈緒美/ 志村 光太郎 著 
中央経済社 
女性の活躍推進に積極的な企業の取り組み事例を多数紹介。企業として多くの女

性リーダーを育成・登用するにはどうすればよいのか、また、リーダーとなり活躍する

ために女性自身はどうすればよいのか、その明確な方向性を示す。 
日本経済新聞 2014/11/02 

2014:09. / 239p 
978-4-502-10881-5 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784502108815*

 

外国人の子どもの教育～就学の現状と教育を受ける権利～ 
宮島 喬 著 
東京大学出版会 
外国籍あるいは「外国につながる」子どもたちが、日本社会で暮らし、学び、生きて

ゆくために何が必要なのか。子どもたちの権利としての教育の観点から、現代日本

のあるべき姿を問いかける。 
日本経済新聞 2014/11/02 

2014:09. / 
11p,268p,11p 
978-4-13-053021-7 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784130530217*

 

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。 
日本経済新聞 2014/11/02、産経新聞 2014/11/08 

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

*9784163901381*

 

じゅうぶん豊かで、貧しい社会～理念なき資本主義の末路～ 
ロバート・スキデルスキー/ エドワード・スキデルスキー/ 村井 章子 著 
筑摩書房 
日々の暮らしに、そして人生に、何を求めるのか、お金は何のためにあるのか、よい

暮らしとはどのようなものか。ケインズ研究の世界的権威が、「足るを知る」につい

て、広く古典を渉猟し、先哲の知恵を探りつつ誠実に議論する。 
日本経済新聞 2014/11/02、朝日新聞 2014/11/16 

2014:07. / 341p 
978-4-480-86725-4 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784480867254*

 

台湾現代史～二・二八事件をめぐる歴史の再記憶～ 
何 義麟 著 
平凡社 
戦後すぐの 1947 年、台湾では民間人を政府が過酷に弾圧、多数の死者を出した

二・二八事件が起きた。事件をめぐる認識の対立と史実を対話的に再検討しつつ、

台湾の現代史を叙述する。 
日本経済新聞 2014/11/02、読売新聞 2014/11/16 

2014:07. / 277p 
978-4-582-41110-2 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784582411102*

 

イチョウ奇跡の 2 億年史～生き残った最古の樹木の物語～ 
ピーター・クレイン/ 矢野 真千子/ 長田 敏行 著 
河出書房新社 
「生きた化石」といわれるイチョウは途方もない長寿と忍耐力をもった驚異の樹木

だ。長崎の出島がつないだ復活という奇跡の物語。 
日本経済新聞 2014/11/02、毎日新聞 2014/11/02、朝日新聞 2014/11/16、読売新

聞 2014/11/16 

2014:09. / 438p 
978-4-309-25302-2 
3,500 円〔本体〕+税 

*9784309253022*
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麻雀放浪記<１> 青春編(角川文庫)  
阿佐田 哲也 著 
角川書店 
日本経済新聞 2014/11/09 

1979:01. / ３３２ｐ 
978-4-04-145951-5 
552 円〔本体〕+税 

*9784041459515*

 

現代アフリカ経済論(シリーズ・現代の世界経済 8)  
北川 勝彦/ 高橋 基樹 著 
ミネルヴァ書房 
発展の兆しを見せるアフリカ経済を学ぶ 
日本経済新聞 2014/11/09 

2014:10. / 10p,395p 
978-4-623-07172-2 
3,500 円〔本体〕+税 

*9784623071722*

 

暗号が通貨(カネ)になる「ビットコイン」のからくり～「良貨」になりうる 3 つの理由～

(ブルーバックス B-1866) 
吉本 佳生/ 西田 宗千佳 著 
講談社 
話題の仮想通貨「ビットコイン」とは何か？どんなしくみで成り立っているのか？背後

に潜む数学・暗号技術と経済へのインパクトを詳説 
日本経済新聞 2014/11/09 

2014:05. / 270p 
978-4-06-257866-0 
900 円〔本体〕+税 

*9784062578660*

 

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。 
日本経済新聞 2014/11/09 

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

*9784105901110*

 

コンテキストの時代～ウェアラブルがもたらす次の 10 年～ 
ロバート・スコーブル/ シェル・イスラエル/ 滑川 海彦/ 高橋 信夫 著 
日経ＢＰ社 
コンピュータが心と行動を先読みする時代がやってくる! モバイルとウェアラブルが

築くテクノロジーの未来図を、米国の著名テクノロジー・ジャーナリストが徹底解説す

る。 
日本経済新聞 2014/11/09 

2014:09. / 347p 
978-4-8222-5047-8 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784822250478*

 

本の底力～ネット・ウェブ時代に本を読む～ 
高橋 文夫 著 
新曜社 
ネット・ウェブ全盛のいまだからこそ、必要とされる新時代の読書法とは? デジタル

化にともなう異変やひずみについて考察するとともに、紙の本や雑誌、電子書籍の

今後を展望する。 
日本経済新聞 2014/11/09 

2014:10. / 190p 
978-4-7885-1413-3 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784788514133*
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旧日本陸海軍の生態学～組織・戦闘・事件～(中公選書 019) 
秦 郁彦 著 
中央公論新社 
精緻な実証主義と生き生きした叙述で学界の第一線に立つ軍事史家が発表した、

単行本未収録論考 15 篇を集成。統帥権独立の起源から大量餓死を特徴とする日

本人戦没者像まで、近代日本軍事史の系譜をたどる。 
日本経済新聞 2014/11/09 

2014:10. / 586p 
978-4-12-110019-1 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784121100191*

 

詩文往還～戦後作家の中国体験～ 
張 競 著 
日本経済新聞出版社 
武田泰淳、開高健、司馬遼太郎…。大陸に赴き、現地の人と縁を結び、その経験を

作品にも著してきた日本人作家の中国観に、背景を知り尽くした比較文学研究者

が迫る。『日本経済新聞』日曜版連載を単行本化。 
日本経済新聞 2014/11/09 

2014:10. / 270p 
978-4-532-16940-4 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784532169404*

 

ピクサー流創造するちから～小さな可能性から、大きな価値を生み出す方法～ 
エド・キャットムル/ エイミー・ワラス/ 石原 薫 著 
ダイヤモンド社 
2006 年にディズニーに買収されたピクサー。ディズニー・アニメーション・スタジオの

再建を託されたピクサー共同創設者で現社長の著者が、ピクサー流アイデアの育

て方、創造的組織づくりの秘密などを語る。 
日本経済新聞 2014/11/09 

2014:10. / 413p 
978-4-478-01638-1 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784478016381*

 

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

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

イン」まで、その可能性は？ リスクは？ 未来は？ 
日本経済新聞 2014/11/09 

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

*9784040800127*

 

東京都市計画の遺産～防災・復興・オリンピック～(ちくま新書 1094)  
越澤 明 著 
筑摩書房 
五輪の開催、高まる防災意識、文化発信…。知られざる戦後東京の都市計画の歴

史を掘り下げ、その遺産と現在を検証。魅力ある世界都市東京の発展のための道

程と政策を明らかにする。『都政新報』連載をもとに新書化。 
日本経済新聞 2014/11/09 

2014:10. / 286p 
978-4-480-06798-2 
980 円〔本体〕+税 

*9784480067982*

 

マーケティング倫理が企業を救う! 
水尾 順一 著 
生産性出版 
経済環境が厳しい時代にあっても、盤石な経営基盤をもち、あらゆる局面に柔軟に

対応し、やさしさを感じさせる経営こそ、持続可能な発展を生み出す。そんな「マー

ケティング倫理」に裏打ちされた企業の事例を多数紹介する。 
日本経済新聞 2014/11/09 

2014:09. / 220p 
978-4-8201-2033-9 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784820120339*
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グローバル金融システムの苦悩と挑戦～新規制は危機を抑止できるか～ 
石山 嘉英/ 野崎 浩成 著 
金融財政事情研究会 
世界の金融は安全になったのか。金融システムの不均衡はむしろ拡大しているの

ではないか。アカデミズムとマーケットの立場から危機の実相を分析し、規制の行方

とその実効性、新たな経営環境下の日本の銀行の強みを考察する。 
日本経済新聞 2014/11/09 

2014:10. / 11p,278p 
978-4-322-12595-5 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784322125955*

 

貨幣という謎～金と日銀券とビットコイン～(NHK 出版新書 435) 
西部 忠 著 
ＮＨＫ出版 
一万円札と仮想通貨はどう違うか? お金の情報化とは? 貨幣を自由化すると何が

起こるか? ハイエク、ケインズなどの論を踏まえ、貨幣の不思議な原理と振る舞い、

市場や国家との関係、資本主義の未来までを徹底的に論じる。 
日本経済新聞 2014/11/09 

2014:05. / 254p 
978-4-14-088435-5 
780 円〔本体〕+税 

*9784140884355*

 

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

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

題を明らかにする。『ダイヤモンド・オンライン』連載を書籍化。 
日本経済新聞 2014/11/09 

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

*9784478028445*

 

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。 
日本経済新聞 2014/11/09、東京・中日新聞 2014/11/16 

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

*9784163900971*

 

語れなかった物語～ある家族のイラン現代史～ 
アーザル・ナフィーシー/ 矢倉 尚子 著 
白水社 
政治家の両親との確執と、家族を、一族を飲み込んでいく政界の陰謀やイスラーム

革命の粛清の嵐…。生の回想録。 
日本経済新聞 2014/11/09、読売新聞 2014/11/16 

2014:09. / 384p 
978-4-560-08374-1 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784560083741*

 

酒場詩人の流儀(中公新書 2290)  
吉田 類 著 
中央公論新社 
春は新潟の酒蔵で桜を愛で、秋は青森のリンゴ園を訪れ…。日本各地をめぐり、出

会った人たちと「酒縁」を結んできた著者が、独特の感性で綴った紀行エッセイ。

『新潟日報』『北海道新聞』連載を書籍化。 
日本経済新聞 2014/11/09、読売新聞 2014/11/23 

2014:10. / 4p,233p 
978-4-12-102290-5 
780 円〔本体〕+税 

*9784121022905*
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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。 
日本経済新聞 2014/11/09、毎日新聞 2014/11/16 

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

*9784087207590*

 

ふるさとをつくる～アマチュア文化最前線～ 
小島 多恵子 著 
筑摩書房 
全国の地域文化活動を顕彰する「サントリー地域文化賞」に携わる著者が、北海道

札幌市「YOSAKOI ソーラン祭り」、長野県飯田市「いいだ人形劇フェスタ」など、文

化による地域の活性化実例を紹介する。 
日本経済新聞 2014/11/09、毎日新聞 2014/11/23 

2014:09. / 243p,9p 
978-4-480-81841-6 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784480818416*

 

白痴<上> 改版(岩波文庫)  
フョ－ドル・ミハイロヴィチ・ドストエフス/ 米川正夫 著 
岩波書店 
日本経済新聞 2014/11/16 

1994:03. / ６２７ｐ 
978-4-00-326138-5 
1,040 円〔本体〕+税 

*9784003261385*

 

白痴<下> 改版(岩波文庫)  
フョ－ドル・ミハイロヴィチ・ドストエフス/ 米川正夫 著 
岩波書店 
日本経済新聞 2014/11/16 

1994:03. / ５５５ｐ 
978-4-00-326139-2 
1,080 円〔本体〕+税 

*9784003261392*

 

沙門空海唐の国にて鬼と宴す<巻ノ 1>(角川文庫 ゆ 3-6) 
夢枕 獏 著 
角川書店 
日本経済新聞 2014/11/16 

2011:10. / 490p 
978-4-04-162616-0 
629 円〔本体〕+税 

*9784041626160*

 

沙門空海唐の国にて鬼と宴す<巻ノ 2>(角川文庫 ゆ 3-7) 
夢枕 獏 著 
角川書店 
日本経済新聞 2014/11/16 

2011:10. / 498p 
978-4-04-162617-7 
629 円〔本体〕+税 

*9784041626177*

 

インドへ(文春文庫)  
横尾 忠則 著 
文芸春秋 
日本経済新聞 2014/11/16 

1983:01. / ２０３ｐ 図

版２４ｐ 
978-4-16-729701-5 
700 円〔本体〕+税 

*9784167297015*
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現代語訳古事記(河出文庫)  
福永 武彦 著 
河出書房新社 
日本経済新聞 2014/11/16 

2003:08. / ４５５ｐ 
978-4-309-40699-2 
840 円〔本体〕+税 

*9784309406992*

 

現代語訳日本書紀(河出文庫)  
福永 武彦 著 
河出書房新社 
日本経済新聞 2014/11/16 

2005:10. / ４２８ｐ 
978-4-309-40764-7 
800 円〔本体〕+税 

*9784309407647*

 

常微分方程式 新版  
レフ・セミョ－ノヴィチ・ポントリャ－ギン/ 千葉克裕 著 
共立出版 
日本経済新聞 2014/11/16 

1981:02. / ３３２ｐ 
978-4-320-01038-3 
4,200 円〔本体〕+税 

*9784320010383*

 

人間の条件(ちくま学芸文庫)  
ハンナ・アレント/ 志水 速雄 著 
筑摩書房 
日本経済新聞 2014/11/16 

1994:10. / ５４９ｐ 
978-4-480-08156-8 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784480081568*

 

ＯＤ＞孤立国 ＯＤ版(近代経済学古典選集) 
ヨハン・ハインリヒ・フォン・チュ－ネン／近藤康男 著 
日本経済評論社 
日本経済新聞 2014/11/16 

2013:11. / 669p 
978-4-8188-1675-6 
8,500 円〔本体〕+税 

*9784818816756*

 

歌舞伎手帖 増補版(角川ソフィア文庫 SP F-101-2) 
渡辺 保 著 
角川学芸出版 
歌舞伎好き必携！ 全 310 作品をコンパクトに解説 
日本経済新聞 2014/11/16 

2012:10. / 666p 
978-4-04-408002-0 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784044080020*

 

神曲<地獄篇>(講談社学術文庫 2242) 
ダンテ・アリギエリ/ 原 基晶 著 
講談社 
イタリア文学の 高傑作を原典に忠実かつ読みやすい新訳で読む。 新のダンテ

研究の成果に基づく丁寧な解説を付す。これぞ決定版！ 
日本経済新聞 2014/11/16 

2014:06. / 633p 
978-4-06-292242-5 
1,430 円〔本体〕+税 

*9784062922425*
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神曲<煉獄篇>(講談社学術文庫 2243) 
ダンテ・アリギエリ/ 原 基晶 著 
講談社 
イタリア文学の 高傑作を原典に忠実かつ読みやすい新訳で読む。 新のダンテ

研究の成果に基づく丁寧な解説を付す。これぞ決定版！ 
日本経済新聞 2014/11/16 

2014:07. / 644p 
978-4-06-292243-2 
1,450 円〔本体〕+税 

*9784062922432*

 

神曲<天国篇>(講談社学術文庫 2244) 
ダンテ・アリギエリ 著 
講談社 
イタリア文学の 高傑作を原典に忠実かつ読みやすい新訳で読む。 新のダンテ

研究の成果に基づく丁寧な解説を付す。これぞ決定版！ 
日本経済新聞 2014/11/16 

2014:08. / 660p 
978-4-06-292244-9 
1,480 円〔本体〕+税 

*9784062922449*

 

世界で闘う仲間のつくり方～社員が 1 つのチームになれるスイッチは何か～ 
ジェニー・チャン/ 中川 友 著 
ダイヤモンド社 
日本で急成長を遂げた世界有数のグローバル企業、トレンドマイクロの一風変わっ

た企業文化の秘密とは? 共同創業者の著者が描く、危機を乗り越えて強くなる異色

のマネジメント物語。 
日本経済新聞 2014/11/16 

2014:09. / 9p,349p 
978-4-478-02924-4 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784478029244*

 

箱根駅伝～襷をつなぐドラマ～(角川 one テーマ 21 D-49) 
酒井 政人 著 
KADOKAWA 
勝負は「花の 2 区」から「山の 5 区」へ-。元箱根ランナーのスポーツライターが、箱

根駅伝の姿と、聖地を目指す学生ランナーたちのリアルな姿を伝える。箱根ツウに

なるための観戦術も掲載。 
日本経済新聞 2014/11/16 

2014:11. / 187p 
978-4-04-102376-1 
800 円〔本体〕+税 

*9784041023761*

 

夜また夜の深い夜 
桐野 夏生 著 
幻冬舎 
どんな罪を犯したのか。本当の名前は何なのか。整形を繰り返し隠れ暮らす母の秘

密を知りたい…。魂の疾走を描き切った、苛烈な現代のサバイバル小説。

『GINGER L.』掲載を単行本化。 
日本経済新聞 2014/11/16 

2014:10. / 373p 
978-4-344-02650-6 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784344026506*

 

ビジネス法務の部屋からみた会社法改正のグレーゾーン 
山口 利昭 著 
レクシスネクシス・ジャパン 
どうすれば紛争にならずに済むか? どうすれば紛争を早期に解決することができる

か? 平成 26 年改正会社法のグレーゾーンに光を当て、企業経営に会社法を活用

するためのポイントを掲示する。 
日本経済新聞 2014/11/16 

2014:10. / 248p 
978-4-902625-78-3 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784902625783*
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日本人と参勤交代  
コンスタンチン・ヴァポリス/ 小島 康敬/ Ｍ．ウィリアム・スティール 著 
柏書房 
財政が厳しくても、権威と格を見せつけたい大名たち。手当と娯楽と修業のために、

江戸へ行きたい藩士たち…。気鋭の日本研究者が、土佐藩士たちの日記を資料と

して、斬新な切り口で描く日本文化論。 
日本経済新聞 2014/11/16 

2010:06. / ４０７ｐ 
978-4-7601-3821-0 
4,800 円〔本体〕+税 

*9784760138210*

 

藤原清衡 平泉に浄土を創った男の世界戦略 
入間田 宣夫 著 
ホーム社 
９００年も前の戦乱の 中、逆境から身を起こし、仏教と平和の精神、卓越した国際

感覚をもって、新しい国家のかたちを模索した藤原清衡。「平泉研究」の第一人者

が 新の研究成果を平易に紹介する。 
日本経済新聞 2014/11/16 

2014:09. / 205p 
978-4-8342-5301-6 
1,750 円〔本体〕+税 

*9784834253016*

 

リスク・テイカーズ～相場を動かす 8 人のカリスマ投資家～ 
川上 穣 著 
日本経済新聞出版社 
強い信念を持ち、リスクを恐れずに果敢に市場と向き合ってきた歴戦の猛者たちは

どんな人生を歩み、成功の秘密にたどり着いたのか。ローブ、ダリオ、バフェットら 8
人の投資家たちの知られざる素顔に迫る。 
日本経済新聞 2014/11/16 

2014:10. / 302p 
978-4-532-35620-0 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784532356200*

 

「数独」を数学する～世界中を魅了するパズルの奥深い世界～ 
ジェイソン・ローゼンハウス/ ローラ・タールマン/ 小野木 明恵 著 
青土社 
いまや、世界中のたくさんの人びとが楽しんでいる「数独」。初心者にもわかりやす

い解法の手ほどきをはじめ、数学の側面から、奥深い数独とパズルの世界を徹底分

析する。カラーオリジナルパズル多数収録。 
日本経済新聞 2014/11/16 

2014:10. / 377p,19p 
978-4-7917-6827-1 
3,900 円〔本体〕+税 

*9784791768271*

 

沙門空海唐の国にて鬼と宴す<巻ノ 4>(角川文庫 ゆ 3-9) 
夢枕 獏 著 
角川書店 
玄宗と楊貴妃の悲劇から始まった呪いは時を越えて結晶し、順宗皇帝は瀕死の状

態に陥る。柳宗元に呪法の正体を暴くように依頼された空海は、驪山の華清宮へと

向かった──。壮大な歴史伝奇絵巻、ここに完結！ 
日本経済新聞 2014/11/16 

2011:11. / 508p 
978-4-04-100017-5 
629 円〔本体〕+税 

*9784041000175*

 

つづりかた巴里(中公文庫 た 46-8) 
高峰 秀子 著 
中央公論新社 
女優・高峰秀子が、スターの座をひとまず捨ててパリでひとり暮らした日々の甘く切

ない思い出、人生 大の収穫となった夫・松山善三との幸福な結婚を綴る。「二十

四の瞳」ほか多くの主演映画の撮影秘話も収録。 
日本経済新聞 2014/11/16 

2014:10. / 314p 
978-4-12-206030-2 
740 円〔本体〕+税 

*9784122060302*
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沙門空海唐の国にて鬼と宴す<巻ノ 3>(角川文庫 ゆ 3-8) 
夢枕 獏 著 
角川書店 
安禄山の乱の折、 愛の楊貴妃を処刑せざるを得ない状況に陥った玄宗皇帝。だ

がそこに現れた道士・黄鶴は驚くべき提案をする──。安倍仲麻呂が李白に遺した

手紙で空海たちが知った、身の毛もよだつ顛末とは!? 
日本経済新聞 2014/11/16 

2011:11. / 484p 
978-4-04-100016-8 
629 円〔本体〕+税 

*9784041000168*

 

ラテンアメリカ越境する美術 
岡田 裕成 著 
筑摩書房 
300 年にわたる植民地化の歴史を生きたラテンアメリカ。図像イメージ、都市景観か

ら、美術を取り巻く言説や制度まで、「越境する美術」の歴史を、植民地時代とその

後の余波をも視野に入れながら丹念にたどる。 
日本経済新聞 2014/11/16 

2014:09. / 350p 
978-4-480-87377-4 
2,700 円〔本体〕+税 

*9784480873774*

 

オペラ座のお仕事～世界最高の舞台をつくる～ 
三澤 洋史 著 
早川書房 
外国人音楽家とのバトル、スター歌手の輝き、公演でのハプニング…。新国立劇場

で専属の合唱指揮者として活躍する著者が、知られざる波瀾万丈の舞台裏とその

人間模様を明かし、さらにユニークな指揮者論を展開する。 
日本経済新聞 2014/11/16 

2014:10. / 225p 
978-4-15-209489-6 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784152094896*

 

経済政策で人は死ぬか?～公衆衛生学から見た不況対策～ 
デヴィッド・スタックラー/ サンジェイ・バス/ 橘 明美/ 臼井 美子 著 
草思社 
緊縮財政が、国の死者数を増加させていた! 世界恐慌からソ連崩壊後の不況、ア

ジア通貨危機、サブプライム危機後の大不況まで、世界各国の医療統計データを

公衆衛生学者が比較・分析し、その成果をわかりやすく紹介する。 
日本経済新聞 2014/11/16 

2014:10. / 317p 
978-4-7942-2086-8 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784794220868*

 

祖父はアーモン・ゲート～ナチ強制収容所所長の孫～ 
ジェニファー・テーゲ/ ニコラ・ゼルマイヤー/ 笠井 宣明 著 
原書房 
映画「シンドラーのリスト」で囚人を次々に射殺する冷血な親衛隊指揮官、アーモ

ン・ゲート。38 歳になって自分の出生を知ったゲートの孫が、ナチの罪を心に背負

う子孫の苦悶と再生を描く。 
日本経済新聞 2014/11/16 

2014:08. / 259p 
978-4-562-05084-0 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784562050840*

 

忠臣蔵はなぜ人気があるのか(フィギュール彩 18) 
稲田 和浩 著 
彩流社 
日本人の心を?んで離さない忠臣蔵。戦前、赤穂義士は忠義の士として英雄視さ

れ、現代では義士それぞれの苦悩や家庭の物語が注目される。江戸、明治、そし

て現代の人たちが、忠臣蔵の何に魅力を感じ、共感したのかを探る。 
日本経済新聞 2014/11/16 

2014:09. / 206p 
978-4-7791-7018-8 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784779170188*
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ハルビン駅へ～日露中・交錯するロシア満洲の近代史～ 
ディビッド・ウルフ 著 
講談社 
日露戦争前夜、ロシアをめぐる国際関係とは。日本、中国、ロシアの利害が複雑に

からまる要衝ハルピンを舞台に描く、知られざる近代史 
日本経済新聞 2014/11/16、読売新聞 2014/11/23 

2014:10. / 444p 
978-4-06-213998-4 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784062139984*

 

高野山(岩波新書 新赤版 1508) 
松長 有慶 著 
岩波書店 
2015 年に開創 1200 年を迎える高野山。四季を通じての儀礼、歴史、弘法大師・空

海の生涯、そして仏像や建築など文化財について、高野山に生まれ育ち、密教研

究の第一人者である高野山真言宗管長が体験を込めて綴る。 
日本経済新聞 2014/11/16、読売新聞 2014/11/23 

2014:10. / 5p,233p,9p 
978-4-00-431508-7 
880 円〔本体〕+税 

*9784004315087*

 

江戸時代の医師修業～学問・学統・遊学～(歴史文化ライブラリー 389)  
海原 亮 著 
吉川弘文館 
医師免許がなかった江戸時代。医師として必要な「学問」をいかに習得したのか。

当時の医界を支えた「学統」や、医学の先進地への「遊学」など、就学プロセスを素

材に実態を描く。医療の近代化を促した原動力にも迫る。 
日本経済新聞 2014/11/16、毎日新聞 2014/11/16、朝日新聞 2014/11/30 

2014:11. / 6p,254p 
978-4-642-05789-9 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784642057899*

 

刑務所の中(講談社漫画文庫)  
花輪 和一 著 
講談社 
日本経済新聞 2014/11/23 

2006:05. / 〔２８７ｐ〕 
978-4-06-370314-6 
760 円〔本体〕+税 

*9784063703146*

 

獄窓記(新潮文庫)  
山本 譲司 著 
新潮社 
日本経済新聞 2014/11/23 

2008:01. / ５３３ｐ 
978-4-10-133871-2 
790 円〔本体〕+税 

*9784101338712*

 

ニューヨークの魔法使い(創元推理文庫)  
シャンナ・スウェンドソン/ 今泉 敦子 著 
東京創元社 
日本経済新聞 2014/11/23 

2006:07. / ４１４ｐ 
978-4-488-50302-4 
980 円〔本体〕+税 

*9784488503024*

 

コンピューターが仕事を奪う？  
新井 紀子 著 
日本経済新聞出版社 
日本経済新聞 2014/11/23 

2010:12. / ２２４ｐ 
978-4-532-31670-9 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784532316709*
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大辞泉 第２版 
小学館／松村明 著, 小学館国語辞典編集部 編 
小学館 

新の情報、進化・更新し続ける国語辞典 
日本経済新聞 2014/11/23 

2012:11. / 2 冊 
978-4-09-501213-1 
15,000 円〔本体〕+税 

*9784095012131*

 

大辞林 第３版  
松村 明/ 三省堂編修所 著 
三省堂 
０７／５月までの発売記念特別予価¥７，３００（本体）以後は通常価格¥７，８００（本

体） 
日本経済新聞 2014/11/23 

2006:10. / 2976 
978-4-385-13905-0 
7,800 円〔本体〕+税 

*9784385139050*

 

幻の、京都～隠れた歴史の深淵を訪ねる～ 
西川 照子 著 
光村推古書院 
哲学者の梅原猛氏とともに、京都中をフィールドワークした著者がおくる、「京都の

歴史の深淵」に迫る書。 
日本経済新聞 2014/11/23 

2014:11. / 336p 
978-4-8381-0517-5 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784838105175*

 

広辞苑 第６版 普通版 
新村 出 著 
岩波書店 
完成記念特別定価（提供期限２００８年６月３０日迄）提供期限以降 定価８，４００円

（本体８，０００円） 
日本経済新聞 2014/11/23 

2008:01. / 3074p 
978-4-00-080121-8 
8,000 円〔本体〕+税 

*9784000801218*

 

記号創発ロボティクス～知能のメカニズム入門～(講談社選書メチエ 577) 
谷口 忠大 著 
講談社 
人工知能の開発やロボット研究の 前線を紹介しながら、「知能とはなにか」「ロボッ

トに心は持てるか」を問う、スリリングな論考！ 
日本経済新聞 2014/11/23 

2014:06. / 238p 
978-4-06-258580-4 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784062585804*

 

東大准教授に教わる「人工知能って、そんなことまでできるんですか?」 
松尾 豊/ 塩野 誠 著 
KADOKAWA 
「常識」が反転する、ロボット社会への展望とは? 政治、経済、教育、医療、労働…。

人工知能学の権威が率直な疑問に対談形式で答えながら、人工知能の 前線や

将来性、面白さなどを語る。 
日本経済新聞 2014/11/23 

2014:10. / 285p 
978-4-04-600931-9 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784046009319*

 

ノイマン・ゲーデル・チューリング(筑摩選書 0102) 
高橋 昌一郎 著 
筑摩書房 
20 世紀が生んだ稀代の天才数学者、ノイマン、ゲーデル、チューリング。彼らはい

かに関わり、何を考え、どう生きたか。彼ら自身の言葉からその思想の本質に迫る。

『現代思想』掲載を単行本化。 
日本経済新聞 2014/11/23 

2014:10. / 283p 
978-4-480-01603-4 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784480016034*
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少女霊異記 
高樹 のぶ子 著 
文藝春秋 
奈良の薬師寺で働く明日香のもとには、数々の不思議が訪れる。事件を呼び寄せ

たのは、日本 古の説話集「日本霊異記」だった…。古代と現代をつなぐ「霊異」ミ

ステリー。『文學界』掲載を書籍化。 
日本経済新聞 2014/11/23 

2014:10. / 269p 
978-4-16-390144-2 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784163901442*

 

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。 
日本経済新聞 2014/11/23 

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

*9784087207569*

 

境界史の構想(日本歴史私の最新講義 12)  
村井 章介 著 
敬文舎 
内海をとりまく地域、交易と境界、交じりあう人びと、アイヌと和人、ヤマトとウチナ

ー、近世の領土紛争…。日本海を中心とした「領土」と「周縁」を考える。境界におけ

る歴史を、多様な角度から照らし出す一冊。 
日本経済新聞 2014/11/23 

2014:10. / 319p 
978-4-906822-12-6 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784906822126*

 

君は一流の刑事（デカ）になれ  
久保 正行 著 
東京法令出版 
人の命を奪うという究極の犯罪と対峙するプロ集団・警視庁捜査第一課。長年捜査

第一課に在籍し、課長を務めた著者が、地べたを這いずり回る一刑事としての経験

を振り返り、真の刑事の「捜査の進め方・考え方」を説く。 
日本経済新聞 2014/11/23 

2010:04. / ３１５ｐ 
978-4-8090-1232-7 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784809012327*

 

How Google Works 私たちの働き方とマネジメント 
エリック・シュミット/ ジョナサン・ローゼンバーグ/ アラン・イーグル/ 土方 奈美 著 
日本経済新聞出版社 
戦略、企業文化、人材、意思決定、イノベーション、コミュニケーション、破壊的な変

化への対応といったマネジメントの重要トピックを網羅し、Google 社内の秘話を、驚

異的なスピードで発展した社史とともに明かす。 
日本経済新聞 2014/11/23 

2014:10. / 371p 
978-4-532-31955-7 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784532319557*

 

放射線医が語る福島で起こっている本当のこと(ベスト新書 448) 
中川 恵一 著 
ベストセラーズ 
日本はリスクを避けようとして、リスクに向かって突き進んでいる! 避難などで増える

震災関連死、「美味しんぼ」の罪…。放射線医・中川恵一が、行き過ぎた“ゼロリスク

幻想”に警鐘を鳴らす。玄侑宗久との対談も収録。 
日本経済新聞 2014/11/23 

2014:09. / 214p 
978-4-584-12448-2 
800 円〔本体〕+税 

*9784584124482*
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新羅神と日本古代史 
出羽 弘明 著 
同成社 
記紀神話に登場するスサノオノミコトやアメノヒボコは朝鮮半島の新羅から渡来した

人々の祀る神であった。これらを祀る無数の神社を探訪し史料を渉猟するなかで、

新羅渡来人が古代日本で如何に活躍したかを明らかにする。 
日本経済新聞 2014/11/23 

2014:10. / 5p,190p 
978-4-88621-682-3 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784886216823*

 

ブランド論～無形の差別化をつくる 20 の基本原則～ 
デービッド・アーカー/ 阿久津 聡 著 
ダイヤモンド社 
ブランド論確立の立役者、デービッド・アーカーの 20 年におよぶ研究成果をコンパ

クトに集約。ブランド・マネジメントの基礎、ブランド・ビジョン、ブランド・レレバンスな

どについて、20 の基本原則にまとめて解説する。 
日本経済新聞 2014/11/23 

2014:09. / 18p,326p 
978-4-478-02759-2 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784478027592*

 

未知のリスクにさらされる世界の経済～米国の量的緩和縮小後を読む～ 
真壁 昭夫/ 平山 賢一 著 
日本経済新聞出版社 
量的緩和という世界の危機を救った“劇薬”。その縮小が市場を不安定にし、日本

経済を直撃する!? 米国の量的緩和政策の行方と、量的緩和縮小が日本や世界に

与える影響、今後取り組むべき現実社会での対応を解き明かす。 
日本経済新聞 2014/11/23 

2014:10. / 335p 
978-4-532-35616-3 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784532356163*

 

ランプの精リトル・ジーニー<１> おねがいごとを、いってみて！  
ミランダ・ジョーンズ/ 宮坂 宏美/ サトウ ユカ 著 
ポプラ社 
信じられる？ おばあちゃんが買ってくれたラバ・ランプ。その中に小さな女の子が

入っていて、３つのお願いをかなえてくれるっていうの…。アメリカで大人気の、ちょ

っとドジな精霊のジーニーがまきおこす楽しいおはなし。 
日本経済新聞 2014/11/23 

2005:12. / １７５ｐ 
978-4-591-08990-3 
800 円〔本体〕+税 

*9784591089903*

 

言葉なんかおぼえるんじゃなかった～詩人からの伝言～(ちくま文庫 た 76-1)  
筑摩書房 
「?を人生の潤滑油に」など心に響く名言の数々。戦後日本を代表する詩人・田村隆

一が晩年、作家の長薗安浩を聞き手に、鎌倉の自宅で若い読者に向けて語った珠

玉のメッセージ。代表的詩 25 篇、俳優・山崎努との対談も収録。 
日本経済新聞 2014/11/23 

2014:11. / 326p 
978-4-480-43221-6 
880 円〔本体〕+税 

*9784480432216*

 

ロボットは東大に入れるか(よりみちパン!セ P063) 
新井 紀子/ 100%ORANGE 著 
イーストプレス 
今後、「人間」に残される領域とはなにか? 人工知能=コンピュータが全国センター

模試/東大入試プレ(代ゼミ)を受けたときの結果など、各メディアで大注目の「ロボッ

トは東大に入れるか」プロジェクトの全貌を公開する。 
日本経済新聞 2014/11/23 

2014:08. / 250p 
978-4-7816-9064-3 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784781690643*
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ジェノサイドと文化大革命～内モンゴルの民族問題～ 
楊 海英 著 
勉誠出版 
1966 年に中国文化大革命が勃発したとき、中国によるモンゴル人大量虐殺が行わ

れた-。6000 頁にのぼる中国政府の公文書と被害者報告書、加害者の反省文など

の資料に依拠し、モンゴル人ジェノサイドを客観的に描写する。 
日本経済新聞 2014/11/23 

2014:09. / 3p,482p 
978-4-585-22095-4 
6,000 円〔本体〕+税 

*9784585220954*

 

競争の科学～賢く戦い、結果を出す～ 
ポー・ブロンソン/ アシュリー・メリーマン/ 児島 修 著 
実務教育出版 
ＮＹタイムズベストセラー作家の２人が様々な分野における「競争」という行為につい

て 新の心理学などを基に本質に迫る必読の書。 
日本経済新聞 2014/11/30 

2014:09. / 357p 
978-4-7889-0816-1 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784788908161*

 

デール・カーネギー<上> 
スティーブン・ワッツ/ 菅 靖彦 著 
河出書房新社 
自己啓発の父であり、成功哲学の祖であるデール・カーネギーとは、いかなる人間

だったのか。今日なお現代人に大きな影響を与え続けている男の知られざる人生

を追った本格評伝。 
日本経済新聞 2014/11/30 

2014:10. / 272p 
978-4-309-24679-6 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784309246796*

 

デール・カーネギー<下> 
スティーブン・ワッツ/ 菅 靖彦 著 
河出書房新社 
自己啓発の父であり、成功哲学の祖であるデール・カーネギーとは、いかなる人間

だったのか。今日なお現代人に大きな影響を与え続けている男の知られざる人生

を追った本格評伝。 
日本経済新聞 2014/11/30 

2014:10. / 310p 
978-4-309-24680-2 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784309246802*

 

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 2014/11/30 

2014:08. / 261p 
978-4-532-35608-8 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784532356088*

 

南シナ海中国海洋覇権の野望 
ロバート・D.カプラン/ 奥山 真司 著 
講談社 
南シナ海の地下資源・海洋資源の争奪戦が始まった! 世界の海上交通ルートの要

衝にして天然資源豊富な南シナ海を狙う中国。気鋭の地政学アナリストが、“赤い

帝国”の脅威を読み解く。 
日本経済新聞 2014/11/30 

2014:10. / 273p 
978-4-06-219244-6 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784062192446*
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人口負荷社会(日経プレミアシリーズ)  
小峰 隆夫 著 
日本経済新聞出版社 
人口に占める働く人の割合の低下が経済にマイナスに作用する、人口負荷社会が

到来する日本。日本経済の長期的課題のほとんどを生み出す人口オーナス（負

荷）の衝撃と緩和策を具体的に描く。 
日本経済新聞 2014/11/30 

2010:06. / ２０６ｐ 
978-4-532-26086-6 
850 円〔本体〕+税 

*9784532260866*

 

スイスの凄い競争力 
R.ジェイムズ・ブライディング/ 北川 知子 著 
日経ＢＰ社 
ネスレ、スウォッチ、フェデラーだけじゃない! スイス在住のジャーナリストが、険しい

山に囲まれた天然資源の乏しい小国から、世界のイノベーション大国へと飛躍した

スイスの秘密に迫る。 
日本経済新聞 2014/11/30 

2014:10. / 695p 
978-4-8222-5050-8 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784822250508*

 

経済と人間の旅 
宇沢 弘文 著 
日本経済新聞出版社 
戦後日本を代表する知識人・宇沢弘文が、自身の生い立ちからこれまでの歩み、

混迷する近代経済学の課題、戦後経済学の発展などについて綴る。『日本経済新

聞』『日経産業新聞』掲載を単行本化。 
日本経済新聞 2014/11/30 

2014:11. / 292p 
978-4-532-35625-5 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784532356255*

 

「日中歴史共同研究」報告書<第 1 巻> 古代・中近世史篇 
歩 平 編 
勉誠出版 
日本と中国の政府が選出した日中の研究者による歴史共同研究の成果。第 1 巻

古代・中近世史篇は、日中交流を全般的に考えると同時に、両国の東アジア地域

史と世界史における地位と影響を考究する。 
日本経済新聞 2014/11/30 

2014:11. / 26p,611p 
978-4-585-22034-3 
6,000 円〔本体〕+税 

*9784585220343*

 

データで読む平成期の家族問題～四半世紀で昭和とどう変わったか～(朝日選書 
926)  
湯沢 雍彦 著 
朝日新聞出版 
平成の 25 年間で、日本人の「家族」のあり方はどう変わったか? 詳細な統計デー

タ、身の上相談、家裁事例などから、家族をめぐるあらゆる変化を欧米と比較しなが

ら読み解き、平成の家族像を描き出す。 
日本経済新聞 2014/11/30 

2014:10. / 252p 
978-4-02-263026-1 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784022630261*

 

「日中歴史共同研究」報告書<第 2 巻> 近現代史篇 
歩 平 編 
勉誠出版 
日本と中国の政府が選出した日中の研究者による歴史共同研究の成果。第 2 巻

近現代史篇は、1931 年から 1945 年にかけての戦争を中心に据え、それぞれの開

国から日本の敗戦までの諸問題を整理する。 
日本経済新聞 2014/11/30 

2014:08. / 5p,467p 
978-4-585-22035-0 
4,500 円〔本体〕+税 

*9784585220350*
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そして山々はこだました<上> 
カーレド・ホッセイニ/ 佐々田 雅子 著 
早川書房 
貧しい村に生まれた少女は、3 歳のときに都会の子供のいない裕福な夫妻に引き

取られる。親代わりとなって少女を育ててきた兄は、つらい別離の後も妹のことを思

いつづけるが…。普遍的な愛を描いた傑作長篇。 
日本経済新聞 2014/11/30 

2014:10. / 266p 
978-4-15-209491-9 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784152094919*

 

江戸端唄集(岩波文庫 30-283-1) 
倉田 喜弘 編 
岩波書店 
恋のやり取りとその情緒、郷土の風物への思い、世相・政治への風刺を詠った、近

世末期を中心に流行した歌曲「端唄」。三味線を伴奏にした「端唄」を、注解と解説

をつけて集成。洗練された近世文化の精華を伝える。 
日本経済新聞 2014/11/30 

2014:09. / 250p 
978-4-00-302831-5 
720 円〔本体〕+税 

*9784003028315*

 

テロリストのパラソル(文春文庫 ふ 16-7) 
藤原 伊織 著 
文藝春秋 
東京・新宿の公園で爆弾テロ事件が発生。全共闘運動に身を投じ指名手配された

過去を持つアル中のバーテン・島村は、犠牲者の中にかつての仲間の名を見つ

け、事件の真相を追う。逢坂剛と黒川博行の特別対談も収録。 
日本経済新聞 2014/11/30 

2014:11. / 383p 
978-4-16-790224-7 
690 円〔本体〕+税 

*9784167902247*

 

冬を待つ城 
安部 龍太郎 著 
新潮社 
籠城か玉砕か。天下統一の総仕上げに奥州北端の九戸城を囲んだ秀吉軍 15 万。

城主・九戸政実は、石田三成の謀略に百倍返しする秘策を胸に、冬の訪れを待っ

た…。戦国 後の大籠城戦を描く。『小説新潮』連載を単行本化。 
日本経済新聞 2014/11/30 

2014:10. / 453p 
978-4-10-378809-6 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784103788096*

 

文化屋雑貨店～キッチュなモノからすてがたきモノまで～ 
長谷川 義太郎 著 
文化学園文化出版局 
「雑貨」という概念を掲げ、ファッション、ものづくり、物流の分野まで多大な影響を与

えた文化屋雑貨店。その 40 年のハチャメチャな歴史と、雑貨たち、そして店主・長

谷川義太郎の“文化屋クリエイティブ概念”を紹介。 
日本経済新聞 2014/11/30 

2014:11. / 204p 
978-4-579-30447-9 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784579304479*

 

そして山々はこだました<下> 
カーレド・ホッセイニ/ 佐々田 雅子 著 
早川書房 
奔放な母との関係に悩む聡明な若い女性。傷を負った、都市で働く医師の人生を

変えた少年期の出会い。様々な土地で人々が織り成すドラマは、貧しい兄妹が引き

離されたあの日につながっていた…。普遍的な愛を描いた傑作長篇。 
日本経済新聞 2014/11/30 

2014:10. / 261p 
978-4-15-209492-6 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784152094926*
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地方消滅～東京一極集中が招く人口急減～(中公新書 2282)  
増田 寛也 著 
中央公論新社 
このままでは 896 の自治体が消滅しかねない-。若者が子育て環境の悪い東京圏

へ移動し続け、人口減少社会に突入。日本の未来図を描き出し、地方に人々が留

まり、希望どおりに子どもを持てる社会へ変わるための戦略を考える。 
日本経済新聞 2014/11/30 

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

*9784121022820*

 

日本銀行と政治～金融政策決定の軌跡～(中公新書 2287)  
上川 龍之進 著 
中央公論新社 
1990 年代以降、長期低迷に陥った日本経済。速水優、福井俊彦、白川方明、黒田

東彦ら 4 人の日銀総裁を通し、自民・民主両政権から、景気回復や民意を大義名

分に独立性を奪われ、政治に左右されていく日本銀行の軌跡を描く。 
日本経済新聞 2014/11/30 

2014:10. / 6p,312p 
978-4-12-102287-5 
880 円〔本体〕+税 

*9784121022875*

 

「はじまり」を探る 
池内 了 編 
東京大学出版会 
自然および人間に関わる事物・事象に関する「はじまり(起源)」について、文系・理

系を超えた幅広い視点から一流の執筆陣が迫る。総合研究大学院大学の創設 25
周年を記念した「はじまり」シンポジウムの報告をまとめたもの。 
日本経済新聞 2014/11/30 

2014:09. / 8p,222p 
978-4-13-063358-1 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784130633581*

 

歴史人口学の世界(岩波現代文庫) 
速水 融 著 
岩波書店 
近代的な「国勢調査」以前の社会において、その基層をなす家族といった身近な存

在から人口を推計し、社会全体の動態を分析する歴史人口学。その先駆的第一人

者が平易に語り下ろした入門的概説書。 
日本経済新聞 2014/11/30 

2012:10. / 6p,281p,6p 
978-4-00-600272-5 
1,180 円〔本体〕+税 

*9784006002725*

 

トリエステの坂道(新潮文庫)  
須賀 敦子 著 
新潮社 
毎日新聞 2014/11/02 

1998:09. / ２７２ｐ 
978-4-10-139221-9 
490 円〔本体〕+税 

*9784101392219*

 

ノラや 改版(中公文庫)  
内田 百間 著 
中央公論社 
毎日新聞 2014/11/02 

1997:01. / ３２１ｐ 
978-4-12-202784-8 
724 円〔本体〕+税 

*9784122027848*
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コルシア書店の仲間たち(文春文庫)  
須賀敦子 著 
文藝春秋 
毎日新聞 2014/11/02 

1995:11. / ２３７ｐ 
978-4-16-757701-8 
467 円〔本体〕+税 

*9784167577018*

 

山よお前は美しすぎる～第二界～ 
川口 邦雄 著 
日本カメラ社 
著者渾身の同名タイトル作品集の第二弾！ 
毎日新聞 2014/11/02 

2014:09. / 1 冊(ページ

付なし) 
978-4-8179-2145-1 
3,500 円〔本体〕+税 

*9784817921451*

 

猫のいる日々(徳間文庫 お 14-49) 
大佛 次郎 著 
徳間書店 
猫本の超ロングセラー、活字を大きくして読みやすく！ 
毎日新聞 2014/11/02 

2014:08. / 374p 
978-4-19-893874-1 
680 円〔本体〕+税 

*9784198938741*

 

ローマ政治家伝<3> キケロ 
マティアス・ゲルツァー 著 
名古屋大学出版会 
哲学と弁論を武器に戦った政治家キケロ、共和主義の原点とも目されるその思想と

は――。本邦初訳。 
毎日新聞 2014/11/02 

2014:09. / 6p,493p,17p
978-4-8158-0737-5 
5,500 円〔本体〕+税 

*9784815807375*

 

ドナルド・キーンわたしの日本語修行 
ドナルド・キーン/ 河路 由佳 著 
白水社 
日本文学の泰斗はいかに日本語を学び、生涯の仕事とするに至ったのか。思い出

の詰まった教科書を前に、自身の原点を語る。 
毎日新聞 2014/11/02 

2014:09. / 265p 
978-4-560-08677-3 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784560086773*

 

ムーミンの生みの親、トーベ・ヤンソン 
トゥーラ・カルヤライネン/ セルボ貴子/ 五十嵐 淳 著 
河出書房新社 
「働け、そして愛せ」がモットーだった、世界一美しい線を描く稀代の芸術家、トー

ベ・ヤンソン。知られざる側面を描く初の評伝。 
毎日新聞 2014/11/02 

2014:09. / 372p 
978-4-309-20658-5 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784309206585*

 

時のかけらたち  
須賀 敦子 著 
青土社 
かけがえのない邂逅を重ねたイタリアそしてヨーロッパとは何だったのか…。遠い石

造りの街で出会った人々の思い出に寄り添いながら、ヨーロッパ精神の真髄を描く、

著者 後のエッセイ。 
毎日新聞 2014/11/02 

1998:06. / ２１８ｐ 
978-4-7917-5646-9 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784791756469*



 77  

 

完訳からくり図彙～注解付き～ 
[細川 半蔵/ 村上 和夫 著 
並木書房 
江戸時代の和時計、からくり人形の仕組みを図解した『機巧図彙（からくりずい）』

は、日本が世界に誇る機械技術の啓蒙書である！まさに人と共存する独自のロボッ

ト文化を育んだ原点がここにある！ 
毎日新聞 2014/11/02 

2014:10. / 274p 
978-4-89063-321-0 
5,500 円〔本体〕+税 

*9784890633210*

 

ルポ医療犯罪(朝日新書 479)  
出河 雅彦 著 
朝日新聞出版 
生活保護受給者を食いものにした医療犯罪、レーシック集団感染事件、インプラン

ト死亡事故…。長年にわたり医療事故を取材し続けてきた著者が、同種事故・事件

の再発防止には何が必要かを検証する。 
毎日新聞 2014/11/02 

2014:09. / 331p 
978-4-02-273579-9 
860 円〔本体〕+税 

*9784022735799*

 

オシムの言葉 増補改訂版(文春文庫 き 38-1) 
木村 元彦 著 
文藝春秋 
J リーグ屈指の美しい攻撃サッカーはいかにして生まれたのか。ジェフ千葉を初タイ

トルに導いた名将が、秀抜な語録と激動の半生から日本人に伝えるメッセ-ジ。人の

心を動かす、その言葉の背景にあるものとは? 
毎日新聞 2014/11/02 

2014:01. / 357p 
978-4-16-790020-5 
690 円〔本体〕+税 

*9784167900205*

 

日本の外国人学校～トランスナショナリティをめぐる教育政策の課題～ 
志水 宏吉/ 中島 智子/ 鍛治 致/ 石川 朝子 著 
明石書店 
日本の外国人学校にかかわる人々の多様な声をくみ上げ、その教育的可能性を多

面的に描き出す。また、そのことを通じて、今日の日本の学校教育システムが抱え

る諸課題をあぶり出し、目指すべき方向性を提示する。 
毎日新聞 2014/11/02 

2014:07. / 404p 
978-4-7503-4038-8 
4,500 円〔本体〕+税 

*9784750340388*

 

3.11 万葉集詠み人知らずたちの大震災～NHK ドキュメンタリー～(ディスカヴァー

携書 126) 
玄 真行 著 
ディスカヴァー・トゥエンティワン 
黒い波 夫 手を離しのまれゆき私はワタシはムンクになった 詠み人たちが吐き出

した 31 文字の言葉の中に、3.11 大震災の 3 年間そして今が刻み込まれている…。

NHK ドキュメンタリー番組「3.11 万葉集」を書籍化。 
毎日新聞 2014/11/02 

2014:08. / 251p 
978-4-7993-1544-6 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784799315446*

 

マルセル嬢誘拐 
浅見 溪 著 
新幹社 
1968 年、京都の美術館から名画「マルセル」が忽然と姿を消した。7 年の時効が成

立したとき、絵だけは無事に戻ったが、犯人は迷宮入り。犯行の動機は何だったの

か。執拗に取材を続けた新聞記者のメモから事件の本質を探る。 
毎日新聞 2014/11/02 

2014:09. / 273p 
978-4-88400-108-7 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784884001087*
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どうしようもないのに、好き～イタリア 15 の恋愛物語～ 
内田 洋子 著 
集英社インターナショナル 
神父の秘められた恋、人気俳優の隠し子、仮面夫婦の名医・・・・・・。イタリアに３０

余年にわたって暮らした著者だからこそ見えた恋愛の実相。日本エッセイスト大賞

受賞の名手が初めて綴った、赤裸々な男と女。 
毎日新聞 2014/11/02、朝日新聞 2014/11/09 

2014:09. / 249p 
978-4-7976-7278-7 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784797672787*

 

カミュ 歴史の裁きに抗して 
千々岩 靖子 著 
名古屋大学出版会 
太陽が教えてくれたモラルとは― 
毎日新聞 2014/11/09 

2014:04. / 6p,285p,46p
978-4-8158-0768-9 
5,500 円〔本体〕+税 

*9784815807689*

 

新芭蕉俳句大成～諸注評釈～ 
堀切実／田中善信 著, 堀切 実/ 田中 善信/ 佐藤 勝明 編 
明治書院 
芭蕉の全発句１００２句が徹底して読み味わえる大事典、ついに完成！ 
毎日新聞 2014/11/09 

2014:10. / 1205 
978-4-625-40407-8 
25,000 円〔本体〕+税 

*9784625404078*

 

変愛小説集～日本作家編～ 
川上 弘美/ 多和田 葉子/ 本谷 有希子/ 村田 沙耶香/ 吉田 知子/ 深堀 骨/ 
木下 古栗/ 安藤 桃子/ 吉田 篤弘/ 小池 昌代/ 星野 智幸/ 津島 佑子 著, 
岸本 佐知子 編 
講談社 
岸本佐知子による人気アンソロジーの日本版が誕生！ 豪華執筆陣が時に幻想的

に、時にグロテスクに描く〈変てこりんな愛〉の物語 
毎日新聞 2014/11/09 

2014:09. / 309p 
978-4-06-219065-7 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784062190657*

 

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

だった志士たちの合祀過程を探り、祭神の実像に迫る。 
毎日新聞 2014/11/09 

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

*9784642082587*

 

読書脳～ぼくの深読み 300 冊の記録～ 
立花 隆 著 
文藝春秋 
読書の過去・現在・未来について、東京大学附属図書館副館長・石田英敬と語り尽

くした対談と、『週刊文春』連載「私の読書日記」2006 年 12 月 7 日号?2013 年 3 月

14 日号を収録する。 
毎日新聞 2014/11/09 

2013:12. / 344p 
978-4-16-376700-0 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784163767000*
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平成うろ覺え草紙 
洞田 創 編 
飛鳥新社 
この書物、はたして本物なのか-。現代にタイムスリップした架空の江戸時代の浮世

絵師が、江戸時代に戻り、うろ覚えで平成の世の風俗を描いた謎の書物を現代語

訳して収録する。フィクション。 
毎日新聞 2014/11/09 

2014:09. / 152p 
978-4-86410-334-3 
1,389 円〔本体〕+税 

*9784864103343*

 

華舫 
熊谷 敬太郎 著 
ＮＨＫ出版 
明治 10 年、にわかに湧き立つ蒸気船就航の計画。真っ黒な煙を吐き、派手な外輪

音をとどろかせて進み来る川蒸気は近代化の嚆矢という。だが、何かが違う-。回漕

問屋旭屋の大将と河岸の人々が秘められた謎に迫る。 
毎日新聞 2014/11/09 

2014:10. / 325p 
978-4-14-005654-7 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784140056547*

 

献灯使 
多和田 葉子 著 
講談社 
大災厄に見舞われた後、鎖国状態の日本。死を奪われた世代の老人・義郎には、

体が弱い曾孫・無名をめぐる心配事が尽きない。やがて無名は「献灯使」として海外

へ旅立つ運命に…。『群像』掲載の表題作ほか、全 5 編を収録。 
毎日新聞 2014/11/09 

2014:10. / 265p 
978-4-06-219192-0 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784062191920*

 

コレモ日本語アルカ？～異人のことばが生まれるとき～(そうだったんだ！日本語)  
金水 敏 著 
岩波書店 
「これながいきの薬ある。のむよろしい」という台詞から中国人が思い浮かぶのはな

ぜか? 役割語としての“アルヨことば”のルーツと歴史的形成を探究し、日中戦争終

結までの中国における言語実態との関連について考察する。 
毎日新聞 2014/11/09 

2014:09. / 8p,220p,18p
978-4-00-028630-5 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784000286305*

 

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。 
毎日新聞 2014/11/09 

2014:09. / 194p 
978-4-7503-4067-8 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784750340678*

 

哲学散歩 
木田 元 著 
文藝春秋 
ハイデガー研究の第一人者であり、日本の哲学界に多大な功績を遺した著者が、

古代ギリシャ哲学から 20 世紀現代思想まで、代表的な哲学者の思想とエピソード

を、自身の思索体験をふまえつつ綴る。『文學界』連載他を単行本化。 
毎日新聞 2014/11/09 

2014:10. / 217p 
978-4-16-390151-0 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784163901510*
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対訳 技術の正体 
木田 元/ マイケル・エメリック 著 
デコ 
人間が理性によって技術をコントロールできるというのは、とんだ思いあがりではな

いか-。哲学者・木田元の作品「技術の正体」に日本文学研究者のマイケル・エメリッ

クが英訳を付す。若い人達へのエールとして短文 2 編も収録。 
毎日新聞 2014/11/09 

2013:11. / 93p 
978-4-906905-07-2 
1,100 円〔本体〕+税 

*9784906905072*

 

菩提樹の蔭～他２編～(岩波文庫 緑 51-3） 
中勘助 著 
岩波書店 
亡き恋人の彫像をきざみあげ，像に魂が還るよう必死に祈る若者の願いはついに

神にとどくが，狂喜する彼には恐ろしい神罰がまっていた――．中勘助が，無私の

愛情をそそぎつづけた友人の娘妙子のために書きあげた物語「菩提樹の蔭」に，随

筆「郊外その二」「妙子への手紙」の二篇を併収． （解説 山本健吉） 
毎日新聞 2014/11/09 

1984:12. / 209p 
978-4-00-310513-9 
560 円〔本体〕+税 

*9784003105139*

 

理不尽な進化～遺伝子と運のあいだ～ 
吉川 浩満 著 
朝日出版社 
絶滅の観点から生物の歴史を眺めてみると、進化の道筋は理不尽さに満ちている。

進化論が呼び覚ます「魅惑と混乱」の源泉を科学と人文知の接点で掘り当てる、進

化思想の冒険的考古学。朝日出版社第二編集部ブログ連載を書籍化。 
毎日新聞 2014/11/09、日本経済新聞 2014/11/23 

2014:10. / 422p,24p 
978-4-255-00803-5 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784255008035*

 

日本の歴史<１> 改版 神話から歴史へ(中公文庫)  
中央公論新社 
毎日新聞 2014/11/16 

2005:06. / ５９３ｐ 
978-4-12-204547-7 
1,238 円〔本体〕+税 

*9784122045477*

 

ブラックボックス  
アモス・オズ村田靖子 著 
筑摩書房 
毎日新聞 2014/11/16 

1994:03. / ３０９ｐ 
978-4-480-83150-7 
2,524 円〔本体〕+税 

*9784480831507*

 

外来魚のレシピ～捕って、さばいて、食ってみた～ 
平坂 寛 著 
地人書館 
外来魚の体当たり捕獲・調理・試食ルポ。 
毎日新聞 2014/11/16 

2014:09. / 8p,201p 
978-4-8052-0879-3 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784805208793*



 81  

 

法とジャーナリズム 第 2 版  
山田 健太 著 
学陽書房 
表現の自由に関わる法領域を、ジャーナリズムと法の双方の観点から考察した、

「言論法」の体系的な概説書。裁判員制度下の取材・報道規制、放送と通信の融合

など 新論点を多数追加した第２版。 
毎日新聞 2014/11/16 

2010:04. / ４４０ｐ 
978-4-313-34020-6 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784313340206*

 

江口の里～初期短篇集～ 改版(中公文庫 あ 32-13)  
有吉 佐和子 著 
中央公論新社 
下町の教会を舞台に、カトリック神父と芸者との美しい魂の邂逅をえがく表題作など

全 5 編を収録。新しいものと古いものが入り交じる時代に、人間の美しさとは何かを

みずみずしい感性で問うた初期短篇集。 
毎日新聞 2014/11/16 

2014:09. / 270p 
978-4-12-206015-9 
880 円〔本体〕+税 

*9784122060159*

 

沖縄闘争の時代 1960/70～分断を乗り越える思想と実践～ 
大野 光明 著 
人文書院 
ベ平連、大阪沖縄連帯の会、竹中労、沖縄ヤングベ平連、反戦兵士、沖縄青年同

盟などを取り上げ、沖縄/日本/アメリカという分断を乗り越えようとした豊穣な思想性

を、膨大な資料から丹念に拾い上げる。 
毎日新聞 2014/11/16 

2014:10. / 340p 
978-4-409-24098-4 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784409240984*

 

地下室のパンサー  
アモス・オズ/ 村田 靖子 著 
未知谷 
１９４７年、イスラエル国家誕生を目前にしたパレスチナの夏。１２歳の少年が時代と

人間の新たな局面を迎える 中、無垢さ純粋さを疑い、寛容さ相対へと移行する成

長の痛みを、冷徹な眼差しで綴った物語。 
毎日新聞 2014/11/16 

1998:11. / １９０ｐ 
978-4-915841-76-7 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784915841767*

 

わたしたちが正しい場所に花は咲かない  
アモス・オズ/ 村田 靖子 著 
大月書店 
もっとも危険なのは人間の心、とくに自分自身を笑えないことだ?。現代イスラエルを

代表する作家が、「自分こそが正しい」という姿勢にひそむ罠を指摘し、想像力とユ

ーモアによる「共生の作法」を提案する。 
毎日新聞 2014/11/16 

2010:03. / １４１，５ｐ 
978-4-272-43083-3 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784272430833*

 

アイラブユーゴ～ユーゴスラヴィア・ノスタルジー～<1> 大人編(自主管理社会趣

味 Vol1) 
鈴木 健太/ 百瀬 亮司/ 亀田 真澄/ 山崎 信一 著 
社会評論社 
今はなきユーゴスラヴィアを紹介。1 は、ティトー、パルチザン、共産主義者同盟、全

人民防衛軍など、ユーゴスラヴィアを知る上での前提となる理論的なテーマを、若

手のユーゴ研究者が豊富な資料とともに解説する。 
毎日新聞 2014/11/16 

2014:08. / 175p 
978-4-7845-1107-5 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784784511075*
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失われた近代を求めて<3> 明治二十年代の作家達 
橋本 治 著 
朝日新聞出版 
小説家たちが格闘した 120 年を読み解く文学史。3 では、夏目漱石、尾崎紅葉、正

岡子規ら明治第一世代の群像を「近代」と「前近代」の相克として活写し、近代日本

文学の謎と実相に迫る。『小説トリッパー』掲載を書籍化。 
毎日新聞 2014/11/16 

2014:10. / 242p 
978-4-02-251219-2 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784022512192*

 

見てしまう人びと～幻覚の脳科学～ 
オリヴァー・サックス/ 大田 直子 著 
早川書房 
幻覚は狂気の徴候でも不名誉なことでもなく、他に類のないカテゴリーの意識であ

り、精神生活である。様々な幻覚の原因と症状を網羅し、幻覚を体験する人間の心

の不思議を描くほか、幻覚と脳の働きの関係も科学的に考察する。 
毎日新聞 2014/11/16 

2014:10. / 379p 
978-4-15-209496-4 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784152094964*

 

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

反映した見るも愉しい貴重な歴史的資料を集大成！ 貴重な羽島コレクションから

精選して様々なテーマ別に分類し、当時そのままのカラーで紹介。 
毎日新聞 2014/11/16 

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

*9784336058119*

 

福島原発事故 被災者支援政策の欺瞞(岩波新書 新赤版 1505) 
日野 行介 著 
岩波書店 
福島原発事故をめぐって、被ばくから自主避難者や子どもを守るべく作られた法律

はなぜ、どのようにして骨抜きにされたのか。現地からの声、隠された多くの真相や

証言から、政府の思惑を明らかにし、被災者支援のあり方を問う。 
毎日新聞 2014/11/16 

2014:09. / 8p,219p,6p 
978-4-00-431505-6 
780 円〔本体〕+税 

*9784004315056*

 

法とジャーナリズム  
山田 健太 著 
学陽書房 
ジャーナリストの基本＝「表現の自由」の法的側面を現代的な視点から解説する。

法令や事例等の資料が多彩。メディア関連新法も捉える。出版、放送人をはじめ、

メディアに携わる全ての人が直面する問題解決の手引きとなる一冊。 
毎日新聞 2014/11/16 

2004:05. / ３８６ｐ 
978-4-313-34009-1 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784313340091*

 

法とジャーナリズム 第 3 版 
山田 健太 著 
学陽書房 
表現の自由に関わる法領域を、ジャーナリズムと法の双方の観点から考察した、

「言論法」の体系的な概説書。特定秘密保護法、マイナンバー法などの法制度に対

応し、ヘイトスピーチやレイシズムといった問題を盛り込んだ第 3 版。 
毎日新聞 2014/11/16 

2014:09. / 444p 
978-4-313-34024-4 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784313340244*
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とこしえのお嬢さん～記憶のなかの人～ 
野見山 暁治 著 
平凡社 
94 歳にして日々描き続ける画家・野見山暁治が、日本で、パリで出会い、すれちが

い、あるいは深く関わった 21 人を、底知れぬ視力と描写術で綴る。講演録「今日会

える」も収録。『こころ』掲載に加筆して単行本化。 
毎日新聞 2014/11/16、読売新聞 2014/11/30 

2014:10. / 126p 
978-4-582-83674-5 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784582836745*

 

ルンタ 
山下 澄人 著 
講談社 
人間の暮らしにうんざりしたわたしは家を出て、ユという女との記憶と死んだはずの

友人の中西を道連れに山へ向かう。表題作など全 2 編を収録。『群像』掲載を単行

本化。 
毎日新聞 2014/11/16、日本経済新聞 2014/11/23 

2014:10. / 232p 
978-4-06-219191-3 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784062191913*

 

すべてがＦになる～Ｔｈｅ ｐｅｒｆｅｃｔ ｉｎｓｉｄｅｒ～(講談社文庫)  
森 博嗣 著 
講談社 
毎日新聞 2014/11/23 

1998:12. / ５２２ｐ 
978-4-06-263924-8 
733 円〔本体〕+税 

*9784062639248*

 

八日目の蝉(中公文庫 か 61-3） 
角田 光代 著 
中央公論新社 
毎日新聞 2014/11/23 

2011:01. / 376p 
978-4-12-205425-7 
590 円〔本体〕+税 

*9784122054257*

 

シュナの旅(アニメ－ジュ文庫)  
宮崎駿 著 
徳間書店 
毎日新聞 2014/11/23 

1983:06. / １冊（頁 
978-4-19-669510-3 
448 円〔本体〕+税 

*9784196695103*

 

なのなフォトゴロ－<２>(アクションコミックス) 
森下裕美 著 
双葉社 
毎日新聞 2014/11/23 

2014:10. / 126p 
978-4-575-94429-7 
750 円〔本体〕+税 

*9784575944297*

 

1968 パリに吹いた「東風」～フランス知識人と文化大革命～ 
リチャード・ウォーリン/ 福岡 愛子 著 
岩波書店 
フランス現代思想はマオイズムから生まれた 
毎日新聞 2014/11/23 

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

*9784000259859*
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風の帰る場所～ナウシカから千尋までの軌跡～(文春ジブリ文庫 G-3-3) 
宮崎 駿 著 
文藝春秋 
『風の谷のナウシカ』から『千と千尋の神隠し』まで、十二年間に及ぶロングインタビ

ューで、天才・宮崎駿の発想の“源泉”を探る。 
毎日新聞 2014/11/23 

2013:11. / 318p 
978-4-16-812202-6 
650 円〔本体〕+税 

*9784168122026*

 

中国の「新劇」と日本～「文明戯」の研究～(中央大学学術図書 85)  
飯塚 容 著 
中央大学出版部 
一九一〇年代に中国で誕生した「新劇」（「文明戯」）の演目を分析。明治・大正期

の日本演劇が中国でいかに受容されたかを紹介する。 
毎日新聞 2014/11/23 

2014:08. / 
11p,245p,10p 
978-4-8057-5177-0 
2,700 円〔本体〕+税 

*9784805751770*

 

げきポカ 
平地 治美 著 
ダイヤモンド社 
多くの病気は冷えから始まります。自分の体を守るために冷えを撃退しましょう。冷

えのメカニズムを説明するとともに、食事・運動・睡眠を正しく改善して自分の体を変

えていく方法を紹介します。 
毎日新聞 2014/11/23 

2014:11. / 197p 
978-4-478-02940-4 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784478029404*

 

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。 
毎日新聞 2014/11/23 

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

*9784120046544*

 

ナイスディール 
町田 哲也 著 
金融財政事情研究会 
「夢を語るな。目の前の現実を材料に売買すること」「負けた経験を忘れないこと」

「深刻なときこそ笑うこと」 債券市場のトップランナーが、ディーラーになるための 10
のレッスンを小説を通して語る。 
毎日新聞 2014/11/23 

2014:08. / 291p 
978-4-322-12582-5 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784322125825*

 

野良猫姫(新しい韓国の文学 11) 
ファン インスク/ 生田 美保 著 
クオン 
ソウルの街角で野良猫の世話をするファヨル、20 歳。一人暮らしをしている彼女は、

野良猫と、猫を通して知り合った人たち、ボーイフレンドに支えられて生きている-。
韓国の今が浮かび上がる長編小説。 
毎日新聞 2014/11/23 

2014:10. / 380p 
978-4-904855-25-6 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784904855256*



 85  

 

ブラッカムの爆撃機～チャス・マッギルの幽霊 ぼくを作ったもの～  
ロバート・ウェストール/ 宮崎 駿/ 金原 瑞人 著 
岩波書店 
この酷い世界と戦い続ける勇気と、失われたものへの愛惜に満ちているウェストー

ルの作品を３篇収録。表題作にほれこんだ宮崎駿監督のカラー描き下ろし「タイン

マスへの旅」が、ウェストールの世界へと読者を誘う。 
毎日新聞 2014/11/23 

2006:10. / ２２３ｐ 
978-4-00-024632-3 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784000246323*

 

リタの鐘が鳴る～竹鶴政孝を支えたスコットランド女性の生涯～(朝日文庫 は 40-
1) 
早瀬 利之 著 
朝日新聞出版 
スコットランドの田舎で暮らしていたリタは、日本からウイスキー造りを学びに来た留

学生・竹鶴政孝と恋をして結ばれる。竹鶴の人生は苦労の連続だったが、リタは折

れそうになる夫を励まし続けた。一人の女性の純愛物語。 
毎日新聞 2014/11/23 

2014:09. / 247p 
978-4-02-264746-7 
600 円〔本体〕+税 

*9784022647467*

 

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

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

去と未来を結び奇跡を呼び起こす。イギリス児童文学の名作。 
毎日新聞 2014/11/23 

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

*9784102185513*

 

虹の岬の喫茶店(幻冬舎文庫 も-14-3) 
森沢 明夫 著 
幻冬舎 
妻をなくしたばかりの夫と幼い娘、進路に悩む男子大学生、やむにやまれぬ事情で

盗みに入った泥棒…。心に傷を抱えた彼らの人生は、岬の外れにたたずむ小さな

喫茶店と、店を一人で営むおばあさんに出逢うことで変化し始める。 
毎日新聞 2014/11/23 

2013:11. / 371p 
978-4-344-42107-3 
648 円〔本体〕+税 

*9784344421073*

 

コンとアンジ 
井鯉 こま 著 
筑摩書房 
18 歳の娘コンは、異国の安宿でだまされ無一文になり、怪しげな貿易会社にたどり

着く。性と年齢を偽り働くことになったコンは、やがて謎多き先輩アンジに恋をする-
。異国の恋愛冒険譚。書き下ろし「蟹牢のはなし」を併録。 
毎日新聞 2014/11/23 

2014:11. / 169p 
978-4-480-80453-2 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784480804532*

 

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

一を超えて、「当たり前」を生きられる本拠地“フルサト”をつくろう! 多拠点居住で、

「生きる」「楽しむ」を自給する暮らし方の実践レポート。 
毎日新聞 2014/11/23 

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

*9784487808120*
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西洋珍職業づくし～数奇な稼業の物語～ 
ミヒャエラ・フィーザー/ イルメラ・シャウツ/ 吉田 正彦 著 
悠書館 
移動貸しトイレ業、蟻の蛹採り、砂売り…。今では姿を消してしまった数々の職業の

背後にどんな仕事が、どんな日常が、そして社会のどんな発展が隠されていたの

か? 数奇な運命をたどった西洋珍職業の秘密を解き明かす。 
毎日新聞 2014/11/23 

2014:08. / 6p,272p 
978-4-903487-93-9 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784903487939*

 

宮沢賢治全集<1> 春と修羅・春と修羅補遺・春と修羅 第二集(ちくま文庫） 
宮沢賢治 著 
筑摩書房 
毎日新聞 2014/11/30 

1986:02. / 744p 
978-4-480-02002-4 
1,100 円〔本体〕+税 

*9784480020024*

 

窓から逃げた 100 歳老人 
ヨナス・ヨナソン/ 柳瀬 尚紀 著 
西村書店 
世界で大ヒット。100 歳誕生日に脱走､珍道中 
毎日新聞 2014/11/30 

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

*9784890137060*

 

イージー・トゥ・リメンバー～アメリカン・ポピュラー・ソングの黄金時代～ 
ウィリアム・ジンサー/ 関根 光宏 著 
国書刊行会 
アメリカン・ポピュラー・ソングの黄金時代を築いたソングライターの人生を振りかえり

ながら、数々の名曲誕生の秘密に迫る。 
毎日新聞 2014/11/30 

2014:10. / 440p,21p 
978-4-336-05667-2 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784336056672*

 

たいせつなわすれもの 
もりむら やすまさ 著 
平凡社 
ヨコハマトリエンナーレ 2014 展開催を記念してアートディレクターの森村泰昌が展

覧会コンセプトを楽しく再構成した子供向け絵本。 
毎日新聞 2014/11/30 

2014:08. / 87p 
978-4-582-20675-3 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784582206753*

 

暗黒寓話集 
島田 雅彦 著 
文藝春秋 
栄枯盛衰、因果応報、今日も誰かが笑えば誰かが泣いている。神の気まぐれに翻

弄される人々の姿を描くポップでシュールな 8 つの短篇。『群像』『新潮』ほか掲載

を書籍化。 
毎日新聞 2014/11/30 

2014:11. / 196p 
978-4-16-390171-8 
1,350 円〔本体〕+税 

*9784163901718*
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「進撃の巨人」と解剖学～その筋肉はいかに描かれたか～(ブルーバックス B-
1892) 
布施 英利 著 
講談社 
「超大型巨人」の顔を覆っている白いひもは筋肉なのか骨なのか? 巨人の異様か

つ迫力ある造形が読者を惹きつけるコミック「進撃の巨人」。「美術解剖学」の視点

から、作品の魅力の根源と巨人の正体に迫る。 
毎日新聞 2014/11/30 

2014:11. / 228p 
978-4-06-257892-9 
900 円〔本体〕+税 

*9784062578929*

 

謹訳源氏物語<１>  
紫式部/ 林 望 著 
祥伝社 
正確な解釈と自然な口語訳で、現代小説のようにすらすら読める源氏物語。１は、

桐壷・帚木・空蝉・夕顔・若紫を収録。どのページもきれいに開いて読みやすい、写

本を彷彿とさせる糸綴じの「コデックス装」本。 
毎日新聞 2014/11/30 

2010:03. / ３４１ｐ 
978-4-396-61358-7 
1,429 円〔本体〕+税 

*9784396613587*

 

古典を読んでみましょう(ちくまプリマー新書 216) 
橋本 治 著 
筑摩書房 
浦島太郎はじいさんじゃなくて鶴になったの? 一寸法師はじつは性格が悪くてやり

たい放題だった? 古典を読むのはめんどくさいけど、わかれば発見がある! 様々な

時代の古典をとり上げ、その魅力を紹介する。 
毎日新聞 2014/11/30 

2014:07. / 239p 
978-4-480-68920-7 
860 円〔本体〕+税 

*9784480689207*

 

謹訳源氏物語<２>  
紫式部/ 林 望 著 
祥伝社 
正確な解釈と自然な口語訳で、現代小説のようにすらすら読める源氏物語。２は、

末摘花・紅葉賀・花宴・葵・賢木・花散里を収録。どのページもきれいに開いて読み

やすい、写本を彷彿とさせる糸綴じの「コデックス装」本。 
毎日新聞 2014/11/30 

2010:04. / ３３７ｐ 
978-4-396-61361-7 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784396613617*

 

体験的山道具考～プロが教える使いこなしのコツ～(ヤマケイ新書 YS004) 
笹原 芳樹 著 
山と渓谷社 
登山家としての豊富な経験、登山用具店勤務のプロの知識から生まれた、実践的

な山道具本。食糧から登攀具まで幅広い山道具を、選び、使いこなすために役立

つ 83 編を収録。『登山時報』掲載をもとに加筆訂正して再構成。 
毎日新聞 2014/11/30 

2014:10. / 285p 
978-4-635-51004-2 
800 円〔本体〕+税 

*9784635510042*

 

仮面の商人(小学館文庫 ト 2-1) 
アンリ・トロワイヤ/ 小笠原 豊樹 著 
小学館 
社交界とマスコミ、パリの人間模様…。19 世紀小説のような物語は、予想を裏切る

展開でいきなり幕を下ろし、ミステリの手法を取り入れた第 2 部へ。そして 後に鮮

烈な第 3 部が。巨匠トロワイヤが出版界を舞台に描く傑作。 
毎日新聞 2014/11/30 

2014:11. / 253p 
978-4-09-406034-8 
570 円〔本体〕+税 

*9784094060348*
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どこまでがドビュッシー?～楽譜の向こう側～ 
青柳 いづみこ 著 
岩波書店 
音楽というのは、どこまでデフォルメしたらその音楽に聞こえなくなるのか。近年発見

されたドビュッシーの知られざるスケッチを手がかりに、テキストとパフォーマンスの

不思議な関係に迫る。『図書』掲載に書き下ろしを追加。 
毎日新聞 2014/11/30 

2014:10. / 7p,236p 
978-4-00-025999-6 
2,100 円〔本体〕+税 

*9784000259996*

 

新たな系譜学をもとめて～アート・身体・パフォーマンス～ 
東京都現代美術館 著 
フィルムアート社 
東京都現代美術館が開催する東京アートミーティング(第 5 回)の公式図録。「身体

とパフォーマンス」をテーマにした展示内容をはじめ、野村萬斎と高谷史郎の「伝

統」や「型」をめぐる対談、中田英寿インタビューなどを収録。 
毎日新聞 2014/11/30 

2014:10. / 233p 
978-4-8459-1435-7 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784845914357*

 

ほとんど想像すらされない奇妙な生き物たちの記録 
カスパー・ヘンダーソン/ 岸田 麻矢 著 
エクスナレッジ 
アホロートル、クマムシ、イエティクラブ…。世界は私たちの想像の及びもつかない

生き物で満ちている。実在する風変わりな生物を起点に、科学や歴史など様々な

領域を横断する。センス・オブ・ワンダーに溢れた生物学エッセイ。 
毎日新聞 2014/11/30 

2014:10. / 383p 
978-4-7678-1870-2 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784767818702*

 


