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2014 年 12 月分新聞書評 

 

死んでしまう系のぼくらに 
果 タヒ 著 

リトル・モア 
ネット世代の詩人が綴る、表現の新次元。待望の新詩集。 
産経新聞 2014/12/07 

2014:09. / 95p 
978-4-89815-389-5 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784898153895*

 

探偵の探偵(講談社文庫 ま 73-1) 
松岡 圭祐 著 
講談社 
悪徳探偵の悪行を、調査会社スマ・リサーチ「対探偵課」の若きエース、紗崎玲奈を

暴く。玲奈の命を賭けた対探偵業務が始まった！ 
産経新聞 2014/12/07 

2014:11. / 297p 
978-4-06-277984-5 
590 円〔本体〕+税 

*9784062779845*

 

ジャスミンの残り香～「アラブの春」が変えたもの～ 
田原 牧 著 
集英社 
宗教勢力の抵抗を呼び、中東を未曾有の混乱に陥れた「アラブの春」は徒労だった

のか? 30 年近くにわたりアラブ世界を見続けたジャーナリストが、中東民衆革命の

意味を問う。 
産経新聞 2014/12/07 

2014:11. / 250p 
978-4-08-789005-1 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784087890051*

 

地図とスイッチ 
朝倉 かすみ 著 
実業之日本社 
昭和 47 年 9 月 8 日。同じ日、同じ病院で生まれたふたりの赤ちゃんがたどった 40
年とは-。名手が紡ぐ、「ぼく」と「おれ」の物語。『紡』連載「地図と年表」を改題し、加

筆・修正して単行本化。 
産経新聞 2014/12/07 

2014:11. / 241p 
978-4-408-53653-8 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784408536538*

 

埼玉化する日本(イースト新書 042) 
中沢 明子 著 
イーストプレス 
ファスト風土化を逃れられなくても、まだ道はある。埼玉の飛び地、池袋のポテンシ

ャルを見よ! 何もない、無個性な埼玉から見える日本の消費の行方を、埼玉在住の

著者が愛と毒舌たっぷりに考察する。 
産経新聞 2014/12/07 

2014:12. / 207p 
978-4-7816-5042-5 
861 円〔本体〕+税 

*9784781650425*

 

ダンテの遺言 
谷川 悠里 著 
朝日新聞出版 
ダンテ直筆の「神曲」が発見された。だがその内容は改竄されていた。明らかになっ

てゆく知られざる史実。そして、ロダンが“真実の歴史”を世に問うため、地獄の門を

作成した事実にまでたどり着くのだが…。 
産経新聞 2014/12/07 

2014:11. / 311p 
978-4-02-251228-4 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784022512284*
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ゆきのひのいえで 
まるやま あやこ 著 
学研教育出版 
妹のちいちゃんの世話で忙しいお母さん。さみしいまなは、「ふうんだ、いいもん!」
と、お母さんに家出する手紙を書き…。下の子が生まれてさみしい思いをしている

おねえちゃん・おにいちゃんに読んであげたい絵本。 
産経新聞 2014/12/07 

2014:11. / 32p 
978-4-05-204025-2 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784052040252*

 

通訳日記～ザックジャパン 1397 日の記録～ 
矢野 大輔 著 
文藝春秋 
ザッケローニ監督は全身全霊を傾けて日本代表チームを作り上げてきた。その事

実をより多くの人に伝えたい…。チーム通訳として過ごした 4 年間の記録。『Sports 
Graphic Number』連載に加筆し書籍化。 
産経新聞 2014/12/07 

2014:11. / 413p 
978-4-16-008204-5 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784160082045*

 

甘い漂流 
D.ラフェリエール/ 小倉 和子 著 
藤原書店 
1976 年、夏。オリンピックに沸くカナダ・モントリオールに、母国ハイチの秘密警察か

ら逃れ、23 歳の黒人青年が到着した。亡命ジャーナリストの眼に映る“新しい町”の

光と闇-。ハイチ系ケベック作家の自伝的小説。 
産経新聞 2014/12/07 

2014:08. / 325p 
978-4-89434-985-8 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784894349858*

 

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。 
産経新聞 2014/12/07、朝日新聞 2014/12/07、日本経済新聞 2014/12/07 

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

*9784062191357*

 

「本」と生きる(ポプラ新書 048) 
肥田 美代子 著 
ポプラ社 
読書風景はいま、大きく変わりつつある。童話作家の著者が、紙の本と電子書籍の

違い、教育現場のデジタル化の是非など、「読書」をテーマに現代の課題に鋭く切

りこみつつ、日本と日本人の進む道を示す。 
産経新聞 2014/12/07、読売新聞 2014/12/14 

2014:12. / 204p 
978-4-591-14253-0 
780 円〔本体〕+税 

*9784591142530*

 

「ゆとり」批判はどうつくられたのか～世代論を解きほぐす～ 
佐藤 博志/ 岡本 智周 著 
太郎次郎社エディタス 
学力低下論から若者批判にまで発展した「ゆとり」言説は、どのように広まったのか。

団塊・新人類・ロスジェネなど、数ある世代論とは何がどう違うのか。「ゆとり世代」「ゆ

とり教育」の位置づけや呼び方の妥当性を再検討する。 
産経新聞 2014/12/13 

2014:10. / 189p 
978-4-8118-0778-2 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784811807782*
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震災脚本家菱田シンヤ 
菱田 シンヤ 著 
ＥＰＩＣ 
第 57 回読売文学賞「パウダア?おしろい?」で受賞した、よしもとクリエイティブ・エー

ジェンシーの脚本家菱田シンヤの悲喜劇を綴る 
産経新聞 2014/12/14 

2014:12. / 222p 
978-4-89985-185-1 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784899851851*

 

虹の断片(かけら) 
島田 明宏 著 
産経新聞出版 
男装の騎手がいた。悲運の天才騎手がいた-。近代競馬の黎明期を支え、時代に

翻弄されたホースマンたちを描いた競馬歴史小説。『週刊 Gallop』掲載に加筆し書

籍化。 
産経新聞 2014/12/14 

2014:12. / 444p 
978-4-8191-1255-0 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784819112550*

 

ラスト・ワン 
金子 達仁 著 
日本実業出版社 
義足アスリートの壮絶すぎる生きざま。思わずもんどりを打つほどの衝撃エンディン

グ。スポーツ・ライターの金子達仁が、パラリンピック選手・中西麻耶に密着取材して

書き下ろした、驚嘆と感動のヒューマンストーリー。 
産経新聞 2014/12/14 

2014:11. / 251p 
978-4-534-05238-4 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784534052384*

 

ボケてたまるか!～62 歳記者認知症早期治療実体験ルポ～ 
山本 朋史 著 
朝日新聞出版 
俳優の名前が出てこない、予定をダブルブッキングした…。脳の異常を感じて、「も

の忘れ外来」に飛び込んだ 62 歳の記者による、認知症早期治療 300 日間の記

録。認知機能検査も掲載。『週刊朝日』連載を加筆修正し単行本化。 
産経新聞 2014/12/14 

2014:12. / 247p 
978-4-02-331355-2 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784023313552*

 

人間の目利き～アラブから学ぶ「人生の読み手」になる方法～ 
曽野 綾子/ 吉村 作治 著 
講談社 
人を見抜く眼力を持つ。裏表を使い分けて生きる。家族の名誉を守る。相手の顔を

立てる。不平等は当然。人生の本質は闘い。そして他人と同じ生活を恥じる-。曽野

綾子と吉村作治がアラブについて語り合い、その知恵を紹介する。 
産経新聞 2014/12/14 

2014:12. / 294p 
978-4-06-219277-4 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784062192774*

 

タイムライダーズ<1> 
アレックス・スカロウ/ 金原 瑞人/ 樋渡 正人 著 
小学館 
タイムトラベルが可能となり、人の野望が世界の歴史を変えてしまう時代。時代も場

所も違うところから少年少女が集められ、タイムライダーズが結成された。狂った現

実をもとの世界に戻すため、タイムライダーズの戦いが始まる。 
産経新聞 2014/12/14 

2014:10. / 287p 
978-4-09-290600-6 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784092906006*
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危ない中学受験(幻冬舎エデュケーション新書 003) 
高濱 正伸 著 
幻冬舎 
今、受験に対する考え方を見直すべき時期にきている。大きく変わろうとする教育・

社会環境を踏まえ、小学・中学受験で得られるものと失うもの、中学受験に向いて

いる子・向いていない子、公立コースでの勉強法等について語る。 
産経新聞 2014/12/14 

2014:12. / 207p 
978-4-344-97952-9 
778 円〔本体〕+税 

*9784344979529*

 

須賀敦子の方へ 
松山 巖 著 
新潮社 
人を愛し書物を愛し、忘れ難い作品を紡ぎ出した須賀敦子。家族。友。信仰。無垢

な少女を類まれな文筆家たらしめた孤独の核心を辿る。 
産経新聞 2014/12/14、読売新聞 2014/12/21 

2014:08. / 285p 
978-4-10-370002-9 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784103700029*

 

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。 
産経新聞 2014/12/14、日本経済新聞 2014/12/14 

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

*9784800302212*

 

エゴの力(幻冬舎新書 い-11-2) 
石原 慎太郎 著 
幻冬舎 
恋愛、結婚、進学、就職、転職…。何を選択するかを決めるのは自分自身。その人

のエゴである。古今東西の文献、偉人の足跡からその人物のエゴが光り輝いた感

動的瞬間を蒐集。人生の定理とともにエゴという力の蓄え方を綴る。 
産経新聞 2014/12/20 

2014:10. / 218p 
978-4-344-98363-2 
780 円〔本体〕+税 

*9784344983632*

 

飼育係はきょうもフィールドへ～水族館屋のユメ・ウツツ物語～ 
栃本 武良 著 
北星社 
イルカショーが人気の水族館は多いが、著者が館長を務めた姫路市立水族館は、

長年博物館相当施設として採集や研究に力を入れてきた。今なお現役でオオサン

ショウウオの研究を続けている著者が、大変だが楽しかった水族館でのフィールドワ

ークの日々をつづる。 
産経新聞 2014/12/20 

2014:07. / 223p 
978-4-939145-27-8 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784939145278*

 

ポップ中毒者最後の旅 
川勝 正幸 著 
河出書房新社 
いまだにその偉業を讃える声が尽きない川勝正幸のライフワークの 終巻。愛して

やまなかったデニス・ホッパーの足跡を辿る紀行など。 
産経新聞 2014/12/21 

2014:09. / 383p 
978-4-309-02319-9 
2,700 円〔本体〕+税 

*9784309023199*
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吉村祐美エッセイ集<2> 高原の街軽井沢/異人館のある街神戸(薔薇叢書) 
吉村 祐美 著 
VNC 
アカデミックな文芸評論家・吉村祐美が、春から秋までの文藝研究に費す軽井沢

と、生まれ育った神戸という 2 つの街について、豊かな彩りを持つ風景画のような筆

致で書き綴る。 
産経新聞 2014/12/21 

2014:10. / 217p 
978-4-434-19747-5 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784434197475*

 

川柳みだれ髪～林ふじを句集～ 
林 ふじを/ 復本 一郎 著 
ブラス出版 
ゆきずりの幸せらしき顔憎し 子の孤独そつと両手であたためる 湯がたぎるしづか

にしづかに今を愛す 愛と憎、生と死の 156 句を収めた、夭折の川柳作家・林ふじ

をの句集。 
産経新聞 2014/12/21 

2014:12. / 191p 
978-4-938750-77-0 
1,350 円〔本体〕+税 

*9784938750770*

 

女子の武士道～武士の娘だった「祖母の言葉五十五」～ 
石川 真理子 著 
致知出版社 
誇りをもって真っ直ぐな狭い道を歩きなされ。ご恩を忘れてはなりませぬ…。厳しくも

温かい、人生の滋味に溢れた祖母の言葉を、新渡戸稲造の「武士道」と孔子の教え

「論語」を引用しながら綴る。 
産経新聞 2014/12/21 

2014:09. / 266p 
978-4-8009-1048-6 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784800910486*

 

フィリピンの独立と日本～リカルテ将軍とラウレル大統領～(15 歳からの「伝記で

知るアジアの近現代史」シリーズ 3)  
寺見 元恵 著 
彩流社 
日本占領期、リカルテ将軍とラウレル大統領はどのようにして日本軍と対峙し、フィリ

ピン独立を達成し、それを守ろうとしたのか。多くの犠牲者を出したフィリピンの独立

を、日本との関係から考察する。 
産経新聞 2014/12/21 

2014:12. / 262p 
978-4-7791-1732-9 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784779117329*

 

マル合の下僕(しもべ) 
高殿 円 著 
新潮社 
マル合、それは論文指導ができる大学教員のこと。難関大学で博士号を取得しても

月収は 低、しかも甥っ子を養育中の私大非常勤講師・瓶子貴宣の給料の行方

は、彼らが握っていて…。『ヨムヨム』連載を加筆・修正。 
産経新聞 2014/12/21 

2014:10. / 349p 
978-4-10-336591-4 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784103365914*

 

ひゃくおくまんのサンタクロース 
もたい ひろこ/ マリカ・マイヤラ 著 
ＫＴＣ中央出版 
むかしむかし、サンタクロースは、子どもたちにプレゼントを配るためにひとりでがん

ばっていました。時が経ち、子どもの数も増え、ひとりでは出来なくなったサンタクロ

ースは神さまにお願いをして…。「サンタクロースって本当にいるの?」と聞かれたとき

に。 
産経新聞 2014/12/21 

2014:12. / 1 冊(ページ

付なし) 
978-4-87758-731-4 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784877587314*
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父が消えた(河出文庫)  
尾辻 克彦 著 
河出書房新社 
朝日新聞 2014/12/07 

2005:06. / ３０４ｐ 
978-4-309-40745-6 
880 円〔本体〕+税 

*9784309407456*

 

赤瀬川原平の名画読本～鑑賞のポイントはどこか～(知恵の森文庫)  
赤瀬川 原平 著 
光文社 
朝日新聞 2014/12/07 

2005:04. / ２１１ｐ 
978-4-334-78349-5 
781 円〔本体〕+税 

*9784334783495*

 

路上観察学入門(ちくま文庫)  
赤瀬川原平 著 
筑摩書房 
朝日新聞 2014/12/07 

1993:12. / ３８０ｐ 
978-4-480-02818-1 
780 円〔本体〕+税 

*9784480028181*

 

反芸術アンパン(ちくま文庫)  
赤瀬川原平 著 
筑摩書房 
朝日新聞 2014/12/07 

1994:10. / ２４１ｐ 
978-4-480-02914-0 
600 円〔本体〕+税 

*9784480029140*

 

東京ミキサ－計画～ハイレッド・センタ－直接行動の記録～(ちくま文庫)  
赤瀬川原平 著 
筑摩書房 
朝日新聞 2014/12/07 

1994:12. / ３６８ｐ 
978-4-480-02935-5 
950 円〔本体〕+税 

*9784480029355*

 

老人力(ちくま文庫)  
赤瀬川 原平 著 
筑摩書房 
朝日新聞 2014/12/07 

2001:09. / ３９５ｐ 
978-4-480-03671-1 
680 円〔本体〕+税 

*9784480036711*

 

奈良美智 NO WAR! 
奈良 美智 著 
美術出版社 
朝日新聞 2014/12/07 

2014:12. / 18 枚 
978-4-568-10482-0 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784568104820*
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ぼくの好きなコロッケ。(Hobonichi Books) 
糸井 重里 著 
東京糸井重里事務所 
糸井重里が 2013 年の『ほぼ日刊イトイ新聞』に書いた原稿やツイートから選りすぐ

った本。糸井重里自身が撮影し更新している「気まぐれカメら」の写真も掲載する。 
朝日新聞 2014/12/07 

2014:09. / 317p 
978-4-86501-135-7 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784865011357*

 

美しいプランクトンの世界～生命の起源と進化をめぐる～ 
クリスティアン・サルデ/ 吉田 春美/ 粟津 智子/ 広海 十朗 著 
河出書房新社 
太古から生きてきたプランクトン。普段目にすることのない、その繊細で美しい姿を、

豊富な顕微鏡写真で紹介する。プランクトンと生態系全体や人間との関わりなども

解説。 
朝日新聞 2014/12/07 

2014:11. / 215p 
978-4-309-25308-4 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784309253084*

 

さよならの手口(文春文庫 わ 10-3) 
若竹 七海 著 
文藝春秋 
探偵を休業し、ミステリ専門店でバイト中の葉村晶は、元女優の芦原吹雪から、20
年前に家出した娘の安否についての調査を依頼される。かつて娘の行方を捜した

探偵は失踪していて…。 
朝日新聞 2014/12/07 

2014:11. / 431p 
978-4-16-790220-9 
800 円〔本体〕+税 

*9784167902209*

 

少女と傷とあっためミルク～心ない言葉に傷ついた君へ～ 
春名 風花 著 
扶桑社 
LINE 問題、校内イジメ、ツイッター炎上事件、はるかぜちゃん殺害予告、差別…。9
歳でツイッターを始めた“はるかぜちゃん”こと春名風花が、「正しさ」について考えた

ことをつづる。 
朝日新聞 2014/12/07 

2014:10. / 245p 
978-4-594-07146-2 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784594071462*

 

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。 
朝日新聞 2014/12/07 

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

*9784163901381*

 

会社で起きている事の 7 割は法律違反(朝日新書 489) 
朝日新聞「働く人の法律相談」弁護士チーム 著 
朝日新聞出版 
毎日一生懸命働いても、上司になじられ、給料は上がらず、ある日突然リストラに

…。そんな過酷な日本のサラリーマンの悩みに、弁護士が簡潔、丁寧に答える。

『朝日新聞』夕刊連載に加筆し書籍化。 
朝日新聞 2014/12/07 

2014:11. / 259p 
978-4-02-273589-8 
780 円〔本体〕+税 

*9784022735898*
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君は山口高志を見たか～伝説の剛速球投手～ 
鎮 勝也 著 
講談社 
身長 169cm から繰り出されるストレートは 160km を超えた。その剛速球には、男の

意志が込められていた-。阪急ブレーブスの黄金時代を支えた天才投手・山口高志

の栄光、そして悲哀の物語。 
朝日新聞 2014/12/07 

2014:10. / 269p 
978-4-06-219260-6 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784062192606*

 

卵のように軽やかに～サティによるサティ～(ちくま学芸文庫 サ 32-1)  
エリック・サティ 著 
筑摩書房 
コクトーやピカソらと交流し、写真家マン・レイにインスピレーションを与えるなど、音

楽の枠を超える自由な創作を楽しんだサティ。彼の書いた音楽評論・エッセイ・詩・

戯曲等を精選して収録する。 
朝日新聞 2014/12/07 

2014:11. / 322p,4p 
978-4-480-09634-0 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784480096340*

 

歌謡曲が聴こえる(新潮新書 596) 
片岡 義男 著 
新潮社 
こまどり姉妹、フランク永井、田端義夫、美空ひばり…。心に刻まれてきた歌謡曲を

いま再び聴きこみ、名手が透明感あふれる文体で「戦後の横顔」を浮かび上がらせ

る。『新潮 45』連載に加筆して書籍化。 
朝日新聞 2014/12/07 

2014:11. / 236p 
978-4-10-610596-8 
760 円〔本体〕+税 

*9784106105968*

 

本があって猫がいる 
出久根 達郎 著 
晶文社 
懐かしい本やことば、思い出の人や食、そして愛猫・愛犬との暮らし…。“人生の達

人”出久根達郎が綴る滋味あふれるエッセイ集。「「小説よりも面白い」時刻表」「龍

馬の梅干」など全 82 篇を収録する。 
朝日新聞 2014/12/07 

2014:09. / 262p 
978-4-7949-6856-2 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784794968562*

 

帝国の慰安婦～植民地支配と記憶の闘い～ 
朴 裕河 著 
朝日新聞出版 
帝国軍人を慰安し続けた高齢の元朝鮮人慰安婦たちのために、日韓はいまどうす

べきか。元慰安婦たちの証言を丹念に拾い、対立する日韓の主張の矛盾を突く一

方、「帝国」下の女性という普遍的な論点を指摘する。 
朝日新聞 2014/12/07 

2014:11. / 324p,10p 
978-4-02-251173-7 
2,100 円〔本体〕+税 

*9784022511737*

 

昭和囲碁風雲録<上>(岩波現代文庫) 
中山 典之 著 
岩波書店 
日本棋院の誕生、新布石による一大革命、新聞棋戦が生んだ数々の名対局。プロ

の棋士にして碁界きっての書き手が、木谷一門を中心とした天才棋士たちの戦いを

活写。波瀾万丈、絢爛豪華たる昭和囲碁の世界へ誘う。 
朝日新聞 2014/12/07 

2014:11. / 12p,336p 
978-4-00-602248-8 
1,100 円〔本体〕+税 

*9784006022488*
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税金を払わない巨大企業(文春新書 988) 
富岡 幸雄 著 
文藝春秋 
巨大企業が正しく納税すれば、法人税減税も、消費増税も必要ない! 公開されて

いる企業情報、直接取材によって明らかになったのは、驚くべき税負担の軽さ。現

代日本の税制の欠陥と避税のカラクリを解き明かす。 
朝日新聞 2014/12/07 

2014:09. / 191p 
978-4-16-660988-8 
700 円〔本体〕+税 

*9784166609888*

 

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。 
朝日新聞 2014/12/07 

2014:10. / 22p,345p,7p
978-4-623-07181-4 
3,500 円〔本体〕+税 

*9784623071814*

 

夜の木の下で 
湯本 香樹実 著 
新潮社 
もし恋というものが、相手の持っている時間と自分の時間を重ね合わせたいと願うも

のなら、あのとき僕はもう、恋をしていたのだ-。少女の揺らぐ性の兆し。少年の淡い

恋心…。記憶の底の繊細な情感を描く、珠玉の作品集。 
朝日新聞 2014/12/07 

2014:11. / 197p 
978-4-10-336711-6 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784103367116*

 

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

権で相次いだ放送介入から、橋下徹のツイッター活用術まで、戦後政治史をたど

り、政治家と国民とのコミュニケーションのあり方を問い直す。 
朝日新聞 2014/12/07 

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

*9784121022837*

 

7 人目の子<下>(ハヤカワ・ミステリ文庫 HM 410-2) 
エーリク・ヴァレア/ 長谷川 圭 著 
早川書房 
砂浜に横たわる“不可解な”女性の死体。彼女のポケット内の写真にうつっていたの

は…。児童養護院をめぐり大人が隠してきた秘密、幼子を翻弄してきた秘密が明ら

かに。著者自身の経験をもとにしたデンマークのベストセラー。 
朝日新聞 2014/12/07 

2014:10. / 434p 
978-4-15-180702-2 
940 円〔本体〕+税 

*9784151807022*

 

キリスト教とローマ帝国～小さなメシア運動が帝国に広がった理由～ 
ロドニー・スターク/ 穐田 信子 著 
新教出版社 
辺境で生じた新興宗教、キリスト教が、短期間に多くの信徒を獲得し、ローマ帝国を

席巻できたのはなぜか。アメリカの代表的な宗教社会学者が、カルトや新興宗教の

消長を分析する有効な手法を応用して、古代史 大の謎に迫る。 
朝日新聞 2014/12/07 

2014:09. / 306p 
978-4-400-22723-6 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784400227236*
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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。 
朝日新聞 2014/12/07 

2014:11. / 169p 
978-4-480-80453-2 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784480804532*

 

昭和囲碁風雲録<下>(岩波現代文庫) 
中山 典之 著 
岩波書店 
呉清源時代が築かれたあと、続々と新棋戦が生まれる。全棋士、政財界、マスコミ、

学者を巻き込んだ名人戦大騒動が碁界に風雲を呼んだあと、名人戦は朝日に移

り、読売は棋聖戦で再出発する。いよいよ日本碁界は隆盛をきわめる。 
朝日新聞 2014/12/07 

2014:11. / 7p,335p 
978-4-00-602249-5 
1,100 円〔本体〕+税 

*9784006022495*

 

7 人目の子<上>(ハヤカワ・ミステリ文庫 HM 410-1) 
エーリク・ヴァレア/ 長谷川 圭 著 
早川書房 
児童養護院の一室で撮られた 7 人の幼子の写真。それが載った古い記事とベビー

ソックスの入った封筒が、デンマーク国務省に届き…。子どもたちを襲う運命の過酷

さを迫真の筆致で描き、デンマークの読者に衝撃を与えたミステリ。 
朝日新聞 2014/12/07 

2014:10. / 447p 
978-4-15-180701-5 
940 円〔本体〕+税 

*9784151807015*

 

迷宮としての世界 <下>(岩波文庫 青版 575-2） 
グスタフ・ルネ・ホッケ 著 
岩波書店 
古典主義もマニエリスムも絶対(神的なもの)を明るみにだそうとする。マニエリスムは

神をその力、働き、意志として描き、さまざまな寓意や象徴、夢の世界や綺想とされ

るもの、あるいは抽象図形が現われる。古典主義は神を本質において描き、マニエ

リスムは実存において描くのである。マニエリスムの変奏の諸相を詳述する。(全 2
冊) 
朝日新聞 2014/12/07 

2011:01. / 384P 
978-4-00-335752-1 
940 円〔本体〕+税 

*9784003357521*

 

九月十月(IKKI COMIX) 
島田 虎之介 著 
小学館 
嫁いでいった娘からもたらされた、たった一言。「離婚しようと思う」。手塚治虫文化

賞新生賞受賞作家・描き下ろし 新作！ 
朝日新聞 2014/12/07 

2014:11. / 128p 
978-4-09-188671-2 
694 円〔本体〕+税 

*9784091886712*

 

朝露通信 
保坂 和志 著 
中央公論新社 
毎日外で遊んだ、たまに木の上で物思いにふけった。子どもだった日々が人生の

後ろ半分を支える-。昭和 35 年、3 歳の時に鎌倉に引っ越した「僕」の子ども時代の

思い出を描く。『読売新聞』夕刊連載を単行本化。 
朝日新聞 2014/12/07、読売新聞 2014/12/14、産経新聞 2014/12/21 

2014:10. / 376p 
978-4-12-004671-1 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784120046711*
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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 2014/12/07、読売新聞 2014/12/21 

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

*9784758438452*

 

超芸術トマソン(ちくま文庫)  
赤瀬川原平 著 
筑摩書房 
朝日新聞 2014/12/14 

1987:12. / ４９５ｐ 
978-4-480-02189-2 
1,100 円〔本体〕+税 

*9784480021892*

 

フランス人は 10 着しか服を持たない～パリで学んだ“暮らしの質”を高める秘訣～ 
ジェニファー・L.スコット/ 神崎 朗子 著 
大和書房 
パリのマダムが教える食べ物・洋服・暮らし 
朝日新聞 2014/12/14 

2014:10. / 239p 
978-4-479-78299-5 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784479782995*

 

オウリィと呼ばれたころ～終戦をはさんだ自伝物語～ 
佐藤 さとる 著 
理論社 
コロボックルの物語を書く決意をする青春期 
朝日新聞 2014/12/14 

2014:10. / 249p 
978-4-652-20050-6 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784652200506*

 

狂講深井志道軒～トトントン、とんだ江戸の講釈師～ 
斎田 作楽 著 
平凡社 
江戸中期、マラ棒を手に猥談・軍談を語る、団十郎と人気を二分した講釈師がい

た。源内の師でもあった怪僧の知られざる生涯に迫る。 
朝日新聞 2014/12/14 

2014:10. / 323p 
978-4-582-65409-7 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784582654097*

 

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

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

載をもとに書籍化。 
朝日新聞 2014/12/14 

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

*9784907435288*

 

絶望名人カフカの人生論(新潮文庫 カ-1-11)  
カフカ 著 
新潮社 
「いちばんうまくできるのは、倒れたままでいることです」 誰よりも落ち込み、誰よりも

弱音をはき、誰よりも前に進もうとしなかった、ネガティブを代表する作家カフカの絶

望の名言集。 
朝日新聞 2014/12/14 

2014:11. / 267p 
978-4-10-207105-2 
520 円〔本体〕+税 

*9784102071052*
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音わざ吹き寄せ～稽古長屋～ 
奥山 景布子 著 
文藝春秋 
元吉原の北、長谷川町に住まいする役者あがりの音四郎と妹お久。足に大けがを

負い舞台から去った異父兄には、お久の知らぬ事情が…。江戸情緒あふれる全 9
編を収録。『オール讀物』掲載を書籍化。 
朝日新聞 2014/12/14 

2014:11. / 276p 
978-4-16-390162-6 
1,650 円〔本体〕+税 

*9784163901626*

 

暗いブティック通り  
パトリック・モディアノ/ 平岡 篤頼 著 
白水社 
記憶をなくした男が、失われた時を求めてパリの街をさまよう。雪景色のなか、なぜ、

恋人たちは突然の悲劇に引き裂かれたのか?。「冬のソナタ」の原作者たちに影響を

与えた、フランス小説の名作。 
朝日新聞 2014/12/14 

2005:05. / ２６９ｐ 
978-4-560-02725-7 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784560027257*

 

原発利権を追う～電力をめぐるカネと権力の構造～ 
朝日新聞特別報道部 著 
朝日新聞出版 
賛成は 2 割。なのになぜ、再稼働するのか? 誰が得するのか? 政官業の三角関係

の中で利権が生み出されていく。原発利権の真相に、朝日新聞特報部が迫る。『朝

日新聞』連載を加筆・修正し、書籍化。 
朝日新聞 2014/12/14 

2014:09. / 257p 
978-4-02-251206-2 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784022512062*

 

赤の他人の瓜二つ(講談社文庫 い 131-1) 
磯崎 憲一郎 著 
講談社 
私が出会った、まるで記憶の中の自らの顔を見ているかのような瓜二つの男。チョコ

レート工場で働くその男の家族の物語は、やがて時も空間も自由に超えて、目眩く

チョコレートの世界史へと接続する-。 
朝日新聞 2014/12/14 

2014:11. / 216p 
978-4-06-277919-7 
610 円〔本体〕+税 

*9784062779197*

 

僕はベーコン(芸術家たちの素顔 4) 
キティ・ハウザー/ クリスティナ・クリストフォロウ/ 岩崎 亜矢/ 金成 希 著 
パイインターナショナル 
芸術の正規教育をほとんど受けず、目に映るすべてをじっと見つめること、そして極

端とも言える人生経験を通して絵を学んでいったフランシス・ベーコン。その幼少期

から晩年までを、作品とともに紹介する。 
朝日新聞 2014/12/14 

2014:11. / 80p 
978-4-7562-4574-8 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784756245748*

 

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。 
朝日新聞 2014/12/14 

2014:10. / 413p 
978-4-478-01638-1 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784478016381*
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<運ぶヒト>の人類学(岩波新書 新赤版 1502) 
川田 順造 著 
岩波書店 
二足歩行を始めた人類の<運ぶ>能力こそが、ヒトをヒトたらしめた? アフリカ、ヨーロ

ッパ、東アジアの 3 つの地点を比較対照し、<運ぶ>文化の展開と身体との関係を

探る。人類学に新たな光を当てる冒険の書。 
朝日新聞 2014/12/14 

2014:09. / 6p,176p 
978-4-00-431502-5 
720 円〔本体〕+税 

*9784004315025*

 

ケインズの逆襲、ハイエクの慧眼～巨人たちは経済政策の混迷を解く鍵をすでに

知っていた～(PHP 新書 958)  
松尾 匡 著 
ＰＨＰ研究所 
ケインズやハイエクを筆頭に、経済学の巨人たちの論に「リスク・決定・責任の一致

が必要」「予想は大事」という共通する視角を見出し、あるべき経済政策路線の方向

を指し示す。『シノドス』連載をもとに書籍化。 
朝日新聞 2014/12/14 

2014:11. / 286p 
978-4-569-82137-5 
880 円〔本体〕+税 

*9784569821375*

 

宇宙大図鑑(DK ブックシリーズ) 
マーティン・リース/ 佐藤 勝彦 著 
ネコ・パブリッシング 

新科学で描き出された宇宙像を楽しめるビジュアルガイド。宇宙の始まりから終

末に至るまで、美しい天体写真やカラフルな図版 2500 点以上を収録することで、

難しい数式を用いることなく解りやすく解説する。 
朝日新聞 2014/12/14 

2014:09. / 528p 
978-4-7770-5368-1 
9,259 円〔本体〕+税 

*9784777053681*

 

私の記憶が消えないうちに～デコ最後の上海バンスキング～ 
吉田 日出子 著 
講談社 
ずっと隠しておこうと思った秘密、でも、お話ししちゃいましょう。また、劇場で会いた

いから…。現在深刻な障害と戦っている女優・吉田日出子が、ご無沙汰のワケから

自由劇場時代の思い出、家族のことまで語り残す。 
朝日新聞 2014/12/14 

2014:11. / 229p 
978-4-06-219110-4 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784062191104*

 

雪の国の白雪姫 
谷川 俊太郎 著 
パルコエンタテインメント事業部 
白雪姫が鏡の道を歩いて行くと トンネルを抜けて雪の国に出ました(「雪の国の白

雪姫」より) 81 歳の詩人、谷川俊太郎と、16 歳のモデル、小松菜奈。2012 年冬の

北軽井沢(谷川山荘)を舞台に紡がれた物語。 
朝日新聞 2014/12/14 

2014:11. / 1 冊(ページ

付なし) 
978-4-86506-100-0 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784865061000*

 

W7?新世紀ワイルド 7? 
望月 三起也 著 
実業之日本社 
日本で起こった少女誘拐事件解決のため、アメリカから長崎に連れ戻された飛葉大

陸。草波検事総長は飛葉に、一癖ある凄腕の部下を仲間として与え、現場に向か

わせるが…。オールカラーコミック。折り込みポスター付き。 
朝日新聞 2014/12/14 

2014:11. / 455p 
978-4-408-61285-0 
5,000 円〔本体〕+税 

*9784408612850*
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よくわかるクリスマス 
波部 雄一郎 編 
教文館 
クリスマスの起源と成立事情、サンタクロースの誕生と変遷、世界各地のクリスマスの

祝い方、物語・美術・音楽・映画のモチーフとしてのクリスマス…。クリスマスという現

象を 13 章の講義と 14 のコラムで解き明かす。 
朝日新聞 2014/12/14 

2014:09. / 224p 
978-4-7642-7387-0 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784764273870*

 

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。 
朝日新聞 2014/12/14 

2014:10. / 265p 
978-4-06-219192-0 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784062191920*

 

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。 
朝日新聞 2014/12/14 

2014:11. / 253p 
978-4-09-406034-8 
570 円〔本体〕+税 

*9784094060348*

 

いとの森の家 
東 直子 著 
ポプラ社 
田舎に引っ越してきた加奈子は、森の中でおハルさんという笑顔の素敵なおばあさ

んと出会う。深い森がはぐくんだ命の記憶を、少女のまなざしで瑞々しく描いた物

語。ウェブマガジン『ポプラビーチ』連載を改題して単行本化。 
朝日新聞 2014/12/14 

2014:10. / 237p 
978-4-591-14207-3 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784591142073*

 

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。 
朝日新聞 2014/12/14 

2014:10. / 
11p,p387?753 
978-4-622-07835-7 
4,200 円〔本体〕+税 

*9784622078357*

 

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。 
朝日新聞 2014/12/14 

2014:10. / 317p 
978-4-7942-2086-8 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784794220868*
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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。 
朝日新聞 2014/12/14 

2014:10. / 217p 
978-4-16-390151-0 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784163901510*

 

死にたくなったら電話して 
李 龍徳 著 
河出書房新社 
空っぽな日々を送る浪人生・徳山は、ナンバーワンキャバ嬢・初美の虜になった。

初美が恍惚と語る「世界の残虐史」を聞きながらの異様なセックスに溺れる徳山は、

やがて外部との関係を切断していき…。『文藝』掲載を単行本化。 
朝日新聞 2014/12/14 

2014:11. / 249p 
978-4-309-02336-6 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784309023366*

 

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。 
朝日新聞 2014/12/14 

2014:10. / 11p,383p 
978-4-622-07834-0 
4,200 円〔本体〕+税 

*9784622078340*

 

「謎」の進学校麻布の教え(集英社新書 0758E)  
神田 憲行 著 
集英社 
東大合格者数ランキングのトップ 10 に 50 年以上名を連ねながら、「進学校」のイメ

ージを裏切り続ける麻布。現役の生徒から図書館司書、保健室の先生、麻布が輩

出した OB まで徹底取材し、独自の教育と魅力を解き明かす。 
朝日新聞 2014/12/14、読売新聞 2014/12/14 

2014:10. / 248p 
978-4-08-720758-3 
759 円〔本体〕+税 

*9784087207583*

 

重層的地域としてのアジア～対立と共存の構図～ 
大庭 三枝 著 
有斐閣 
アジアにおける地域「構築」の試み 
朝日新聞 2014/12/14、日本経済新聞 2014/12/14、毎日新聞 2014/12/14 

2014:11. / 13p,343p 
978-4-641-14910-6 
3,900 円〔本体〕+税 

*9784641149106*

 

失われた時のカフェで 
パトリック・モディアノ/ 平中 悠一 著 
作品社 
パリ左岸のカフェに現れる謎の女性・ルキ。現代フランス文学の名匠が、絶妙のナラ

ション(語り)で、彼女と彼女を愛した男たちをめぐる物語を紡ぐ。訳者による詳細な

解説も収録。 
朝日新聞 2014/12/14、毎日新聞 2014/12/21 

2011:04. / 200p 
978-4-86182-326-8 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784861823268*
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１９４１年。パリの尋ね人  
パトリック・モディアノ/ 白井 成雄 著 
作品社 
１９４１年１２月３１日、占領下のパリの新聞に載った尋ね人広告。これを偶然発見し

た時から、作家の１０年にわたる少女ドラの行方を探す旅が始まった。名もなきユダ

ヤ人少女のかすかな足跡からその姿を浮かびあがらせる。 
朝日新聞 2014/12/14、毎日新聞 2014/12/21 

1998:07. / ２０５ｐ 
978-4-87893-307-3 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784878933073*

 

あるひぼくはかみさまと(講談社の翻訳絵本) 
キティ・クローザー/ ふしみ みさを 著 
講談社 
テオが森で出会った「かみさま」は、オムレツを知らないし、泳げないし、木に登れな

い。でも、さようならをしたあと、テオにはある思いが残りました…。 
朝日新聞 2014/12/19 

2013:04. / [41p] 
978-4-06-283066-9 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784062830669*

 

尾崎放哉全句集(ちくま文庫)  
尾崎 放哉/ 村上 護 著 
筑摩書房 
朝日新聞 2014/12/21 

2008:02. / ４７６ｐ 
978-4-480-42418-1 
860 円〔本体〕+税 

*9784480424181*

 

水色の部屋<上> 
ゴトウ ユキコ 著 
太田出版 
「母さんがレイプされた」。『R-中学生』のゴトウユキコが圧倒的な深度で描く、思春

期の断絶。 
朝日新聞 2014/12/21 

2014:12. / 212p 
978-4-7783-2242-7 
800 円〔本体〕+税 

*9784778322427*

 

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 2014/12/21 

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

*9784864103671*

 

心 
漱石 著 
岩波書店 
「心」刊行百年を記念し、ブックデザインの第一人者にして、熱烈な漱石本ウォッチ

ャーである祖父江慎が手掛ける新装版。漱石自筆の原稿と装画に立ち返り、デザイ

ンから裸の漱石に迫る。 
朝日新聞 2014/12/21 

2014:11. / 451p 
978-4-00-026973-5 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784000269735*

 

夜光 
佐藤 信太郎 著 
青幻舎 
東京・大阪の夜の街。多くの人間が行き交う明るい賑やかな夜の繁華街は、人を消

してしまうと、光る目的を失いただ輝いている。身近な街角の、見慣れない空間を浮

かび上がらせた写真集。 
朝日新聞 2014/12/21 

2014:11. / 1 冊(ページ

付なし) 
978-4-86152-466-0 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784861524660*



 17  

 

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。 
朝日新聞 2014/12/21 

2014:10. / 214p,26p 
978-4-622-07853-1 
4,800 円〔本体〕+税 

*9784622078531*

 

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。 
朝日新聞 2014/12/21 

2014:10. / 373p 
978-4-344-02650-6 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784344026506*

 

ビッグ・ファーマ～製薬会社の真実～  
マーシャ・エンジェル/ 栗原 千絵子/ 斉尾 武郎 著 
篠原出版新社 
巨大製薬会社が支配する医学界。そこにもたらされる巨額の収益。『ニューイングラ

ンド医学雑誌』の前編集長が、事実に基づいた明確な分析で、製薬業界の隠され

た実態に迫った、全米で話題騒然の書。 
朝日新聞 2014/12/21 

2005:11. / ３３５ｐ 
978-4-88412-262-1 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784884122621*

 

社内政治の教科書～「課長」から始める～ 
高城 幸司 著 
ダイヤモンド社 
「潰されにくい」のはどんな人物か? 「敵」を滅ぼす 良の方法とは? 上層部に自分

を印象づける「コミュニケーション」とは? 社内政治という“理不尽なゲーム”を生き抜

く 27 の鉄則を紹介する。 
朝日新聞 2014/12/21 

2014:10. / 287p 
978-4-478-02833-9 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784478028339*

 

東北朝市紀行(<私の大学>テキスト版 5) 
池田 進一 著 
こぶし書房 
十文字の朝市、扇田の朝市、肘折温泉の朝市、久慈の朝市…。失われつつある東

北各地の朝市を取材し続けて 20 年。露店の店先でのおばちゃんたちのおしゃべり

と、愛情あふれる写真とでつづった貴重な記録。 
朝日新聞 2014/12/21 

2014:11. / 179p 
978-4-87559-296-9 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784875592969*

 

新・現代アフリカ入門～人々が変える大陸～(岩波新書 新赤版 1423) 
勝俣 誠 著 
岩波書店 
「独立」とは果たして何だったのか。グローバル化が進展する中で、アフリカの人々

の生活、社会や環境に何が起きているのか。欧米日による資源奪い合いの構造を

浮き彫りにし、新興国との関わりの実情に迫る。 
朝日新聞 2014/12/21 

2013:04. / 12p,250p,4p
978-4-00-431423-3 
820 円〔本体〕+税 

*9784004314233*
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「感染症パニック」を防げ!～リスク・コミュニケーション入門～(光文社新書 725) 
岩田 健太郎 著 
光文社 
エボラ出血熱、デング熱、新型インフル、バイオテロ…。「恐さ」をどう捉え、いかに

効果的に伝えるか。いくつもの感染症のアウトブレイクに居合わせた医師が、リスク・

コミュニケーションのあり方を教える。 
朝日新聞 2014/12/21 

2014:11. / 313p 
978-4-334-03828-1 
860 円〔本体〕+税 

*9784334038281*

 

たった、それだけ 
宮下 奈都 著 
双葉社 
贈賄の罪が明るみに出る前に失踪した男と、その妻、姉、娘、浮気相手。考え抜い

たそれぞれの胸の内からこぼれでた“たった、それだけ”のこと…。人間の弱さと強さ

に迫る傑作。『小説推理』連載を単行本化。 
朝日新聞 2014/12/21 

2014:11. / 198p 
978-4-575-23880-8 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784575238808*

 

イエスという経験(岩波現代文庫 G(学術) 321)  
大貫 隆 著 
岩波書店 
イエスは彼自身の「今」をどう理解し経験していたのか。また、そこから再生されたイ

エスの生涯は、現代の私たちに何を問いかけているのだろうか。現代に生きるイエ

ス像をヴィヴィッドに描く、画期的イエス論。 
朝日新聞 2014/12/21 

2014:10. / 
19p,323p,22p 
978-4-00-600321-0 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784006003210*

 

柴田南雄著作集<1> 
柴田 南雄 著, 柴田 南雄/ 小沼 純一 編 
国書刊行会 
広範な視点と独自の感性によって書かれた音楽史の傑作「西洋音楽の歴史」と、20
世紀音楽に関心を抱く者にとってのバイブルともいうべき「印象派以後」の 2 作を完

全収録。岡田暁生の解説、人名索引等も掲載。 
朝日新聞 2014/12/21 

2014:10. / 710p,38p 
978-4-336-05814-0 
6,800 円〔本体〕+税 

*9784336058140*

 

キャラクター精神分析～マンガ・文学・日本人～(ちくま文庫 さ 29-7)  
斎藤 環 著 
筑摩書房 
ゆるキャラ、初音ミク、AKB48、サンリオキャラ…。次々と多様なキャラクターが登場

し、ときに爆発的な人気を得ている現代日本。キャラとは一体何なのか? キャラ文化

の諸相を横断し、その本質を考える。 
朝日新聞 2014/12/21 

2014:11. / 327p 
978-4-480-43226-1 
820 円〔本体〕+税 

*9784480432261*

 

吉本隆明<未収録>講演集<1> 日本的なものとはなにか 
吉本 隆明 著 
筑摩書房 
吉本隆明の既刊の講演集に収められていない講演、新たに音源が発見された講

演をテーマ別に編集。1 は、「日本的なものとはなにか」「古い日本語のむずかしさ」

「南方的要素」「『遠野物語』の意味」などを収録。 
朝日新聞 2014/12/21 

2014:12. / 263p 
978-4-480-78801-6 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784480788016*
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インターネット的(PHP 文庫 い 74-2)  
糸井 重里 著 
ＰＨＰ研究所 
パソコンすらいらない、自分を他人にするゲーム、寝返り理論…。『ほぼ日刊イトイ新

聞』を始めた当時の糸井重里が、インターネット登場後の世界について考察した

本。書き下ろし「続・インターネット的」を収録。 
朝日新聞 2014/12/21 

2014:11. / 269p 
978-4-569-76246-3 
680 円〔本体〕+税 

*9784569762463*

 

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。 
朝日新聞 2014/12/21 

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

*9784800305084*

 

最貧困女子(幻冬舎新書 す-7-1)  
鈴木 大介 著 
幻冬舎 
家族・地域・制度(社会保障制度)という 3 つの縁をなくし、セックスワークで日銭を稼

ぐしかない「 貧困女子」。可視化されにくい彼女らの抱えた苦しみや痛みを、 底

辺フィールドワーカーが活写、問題をえぐり出す。 
朝日新聞 2014/12/21 

2014:09. / 213p 
978-4-344-98361-8 
780 円〔本体〕+税 

*9784344983618*

 

世界で一番いのちの短い国～シエラレオネの国境なき医師団～(小学館文庫 や
21-1) 
山本 敏晴 著 
小学館 
平均寿命が日本の半分以下の 34 歳という、西アフリカのシエラレオネ共和国。世

界で も医療事情が悪い国で、目の前のいのちを救うために力を尽くし、「本当に

意味のある国際協力」を求め続ける医師の涙と笑い(?)の記録。 
朝日新聞 2014/12/21 

2012:07. / 317p 
978-4-09-408740-6 
619 円〔本体〕+税 

*9784094087406*

 

億男 
川村 元気 著 
マガジンハウス 
宝くじで 3 億円を当てた図書館司書の一男は、「お金と幸せの答え」を求めて、大

富豪の親友・九十九のもとを訪ねる。だが直後に九十九とお金が消えた。その行方

を追って、一男の冒険が始まる。『BRUTUS』連載を書籍化。 
朝日新聞 2014/12/21 

2014:10. / 243p 
978-4-8387-2714-8 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784838727148*

 

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。 
朝日新聞 2014/12/21 

2014:10. / 6p,312p 
978-4-12-102287-5 
880 円〔本体〕+税 

*9784121022875*
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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 2014/12/21、毎日新聞 2014/12/21 

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

*9784309728711*

 

のぞいてみようウイルス・細菌・真菌図鑑<1> 小さくてふしぎなウイルスのひみつ 
北元 憲利 著 
ミネルヴァ書房 
人との関わりやそのつくり・生態にせまる！ 
朝日新聞 2014/12/28 

2014:10. / 39p 
978-4-623-07177-7 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784623071777*

 

きのこミュージアム～森と菌との関係から文化史・食毒まで～ 
根田 仁 著 
八坂書房 
きのこはいつの時代も、不思議な生物、美味しい食物、難病に効く妙薬とされ、ま

た、人を死にも至らせる毒性や幻覚性は人を畏怖させ、数々のエピソードを残した。

古今東西の逸話から 新の研究情報まで、プロの研究者が語るとっておきのきのこ

の話が満載。 
朝日新聞 2014/12/28 

2014:09. / 295p 
978-4-89694-179-1 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784896941791*

 

文化昆虫学事始め 
小西 正泰 編 
創森社 
ヒトは人類分化以来、利用の有無を問わず虫と関わりを持ち、多くの文化を生んで

きた。そこで民俗、文芸、美術工芸、昆虫食、音楽、映画などの領域から、ヒトと虫の

関わりの深さを興味深く解説。文化昆虫学の意義を紹介し、虫により親しむことを企

図した一書。 
朝日新聞 2014/12/28 

2014:08. / 273p 
978-4-88340-291-5 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784883402915*

 

世界陰謀全史 
海野 弘 著 
朝日新聞出版 
フリーメイソン、テンプル騎士団、薔薇十字団から始まった陰謀論は、21 世紀の現

在、どこへ向かっているのか? 裏の歴史である陰謀論・秘密結社を軸に 20 世紀を

振り返り、その系譜をたどる。 
東京・中日新聞 2014/12/07 

2014:10. / 287p 
978-4-02-331280-7 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784023312807*

 

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。 
東京・中日新聞 2014/12/07 

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

*9784041022535*
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原子力推進の現代史～原子力黎明期から福島原発事故まで～(日本女子大学叢

書 16) 
秋元 健治 著 
現代書館 
被爆国の日本は戦後、核への警戒心が高かった。それがいつ、なぜ積極的な核エ

ネルギー利用に転化したのか？ 原子力事業を進めた政界・実業界の人脈と利権

の流れを戦後史との関連から明らかにする。推進派の意図・反対派の願いを詳解。 
東京・中日新聞 2014/12/07 

2014:07. / 308p 
978-4-7684-5735-1 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784768457351*

 

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。 
東京・中日新聞 2014/12/07、読売新聞 2014/12/21、毎日新聞 2014/12/21 

2014:10. / 270p 
978-4-532-16940-4 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784532169404*

 

人喰いの社会史～カンニバリズムの語りと異文化共存～ 
弘末 雅士 著 
山川出版社 
スマトラを舞台に異文化との共存への道筋を解く 
東京・中日新聞 2014/12/14 

2014:11. / 202p,25p 
978-4-634-64073-3 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784634640733*

 

<階級>の日本近代史～政治的平等と社会的不平等～(講談社選書メチエ 586) 
坂野 潤治 著 
講談社 
軍国主義台頭の 大の理由は、社会的不平等だった! 「階級」という観点から、明

治維新から日中戦争勃発前夜までの 70 年の歴史を、日本近代史の碩学が描き出

す。 
東京・中日新聞 2014/12/14 

2014:11. / 195p 
978-4-06-258589-7 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784062585897*

 

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。 
東京・中日新聞 2014/12/14 

2014:10. / 5p,233p,9p 
978-4-00-431508-7 
880 円〔本体〕+税 

*9784004315087*

 

偽装された自画像～画家はこうして?をつく～ 
冨田 章 著 
祥伝社 
画家は必ず?をつく。画家が自画像に仕掛けた「偽装」には、驚くべき事実や、画家

の隠れた一面が隠されていた。悲劇、野心、プライド…。15 世紀ルネサンスから現

代までの「自画像」から見えてくる、もうひとつの西洋絵画史。 
東京・中日新聞 2014/12/14 

2014:10. / 211p 
978-4-396-61506-2 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784396615062*
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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。 
東京・中日新聞 2014/12/21 

2014:07. / 277p 
978-4-582-41110-2 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784582411102*

 

革命の芸術家～C・L・R・ジェームズの肖像～(こぶしフォーラム 26)  
ポール・ビュール 著 
こぶし書房 
カリブ、ヨーロッパ、北米にまたがって活動した C・L・R・ジェームズ。クリケットを愛

し、労働者階級と植民地の解放をめざして戦争と革命の世紀を疾駆した思想家の

生涯を、ともに活動を続けてきた盟友が綴る。 
東京・中日新聞 2014/12/21 

2014:09. / 387p,10p 
978-4-87559-293-8 
4,000 円〔本体〕+税 

*9784875592938*

 

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。 
東京・中日新聞 2014/12/21 

2014:11. / 206p 
978-4-08-720763-7 
720 円〔本体〕+税 

*9784087207637*

 

親鸞「四つの謎」を解く 
梅原 猛 著 
新潮社 
タブーを破り妻帯したのはなぜか? 「悪人正機説」の悪の自覚はいつ生まれたの

か? 晩年に到った悟り「等正覚」とは? 親鸞の謎を解き明かし、その真の教えに迫

る。『芸術新潮』2014 年 3 月号特集をベースに大幅加筆。 
東京・中日新聞 2014/12/21 

2014:10. / 310p 
978-4-10-303024-9 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784103030249*

 

日本全国万葉の旅<大和編> 
坂本 信幸/ 村田 右富実/ 牧野 貞之 著 
小学館 
万葉集に詠まれた土地を写真と解説でたどる 
読売新聞 2014/12/07 

2014:12. / 207p 
978-4-09-388393-1 
3,500 円〔本体〕+税 

*9784093883931*

 

Gravity～Arts of Rock Balancing～ 
マイケル・グラブ 著 
近代文藝社 
石積みアート・ロックバランシング世界初の写真集 
読売新聞 2014/12/07 

2014:10. / 77p 
978-4-7733-7953-2 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784773379532*
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人文知<1> 心と言葉の迷宮 
唐沢 かおり/ 林 徹 編 
東京大学出版会 
東京大学文学部発、世界を読み直し、言葉を編み直すシリーズ，全３巻刊行開

始！ 
読売新聞 2014/12/07 

2014:07. / 6p,229p 
978-4-13-003501-9 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784130035019*

 

人文知<3> 境界と交流 
熊野 純彦/ 佐藤 健二 編 
東京大学出版会 
空間を超え、他者との出会いの中で自らを豊かにし、更新していく文化のダイナミズ

ムを論じる。【シリーズ第２回配本】 
読売新聞 2014/12/07 

2014:09. / 6p,215p 
978-4-13-003503-3 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784130035033*

 

吃音の当事者研究～どもる人たちが「べてるの家」と出会った～ 
向谷地 生良/ 伊藤 伸二 著 
金子書房 
「浦河べてるの家」の当事者研究にふれ、どもる人たちが、吃音を受容する生き方

の素晴らしさを再確認したワークショップの記録。 
読売新聞 2014/12/07 

2013:09. / 7p,259p 
978-4-7608-2380-2 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784760823802*

 

人文知<2> 死者との対話 
秋山 聰/ 野崎 歓 編 
東京大学出版会 
東大文学部が多面的な人文学の魅力を発信するシリーズ。2 は、時間を超え、様々

な遺物から過去の記憶を読みとり、未来に引き継ぐものとして、人文知の意義を問

い直す。 
読売新聞 2014/12/07 

2014:11. / 6p,227p 
978-4-13-003502-6 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784130035026*

 

音楽談義(ele�king books) 
保坂 和志/ 湯浅 学 著 
Ｐヴァイン 
ローリング・ストーンズ、ボブ・ディラン。ロックとジャズとポップスの 70 年と 80 年代。

同学年の小説家と批評家が当時の音楽を語り合う。『ele�king』掲載に加筆し書籍

化。 
読売新聞 2014/12/07 

2014:12. / 251p 
978-4-907276-19-5 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784907276195*

 

ヤモリ、カエル、シジミチョウ 
江國 香織 著 
朝日新聞出版 
虫と話をする幼稚園児の拓人は、壊れそうな家族の中、ゆっくりと成長する。穏やか

ではいられない大人たちの日常と、小さな子どもが世界を感受する一瞬を描く長篇

小説。『一冊の本』連載に加筆し書籍化。 
読売新聞 2014/12/07 

2014:11. / 410p 
978-4-02-251229-1 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784022512291*
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閉じる幸せ(岩波新書 新赤版 1510) 
残間 里江子 著 
岩波書店 
人生は長きにわたる舞台。折々に幕の閉じどきがやってきます。そのタイミングを見

極め、恐れず勇気をだして閉じてこそ、新たなシーンの幕が開くのです-。新しい自

分を見つける方法を綴った生き方エッセイ。 
読売新聞 2014/12/07 

2014:10. / 8p,180p 
978-4-00-431510-0 
720 円〔本体〕+税 

*9784004315100*

 

民藝の擁護～基点としての<柳宗悦>～ 
松井 健 著 
里文出版 
柳宗悦自身の民藝の思索と実践を彼が発見した美しいものを始源として再確認す

るとともに、今後の民藝のあり方をどのように構想し、現代的課題に対して民藝と柳

宗悦の思想をどう活用すればよいかを提言する。 
読売新聞 2014/12/07 

2014:11. / 227p 
978-4-89806-419-1 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784898064191*

 

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。 
読売新聞 2014/12/07 

2014:10. / 314p 
978-4-12-206030-2 
740 円〔本体〕+税 

*9784122060302*

 

アートにとって価値とは何か 
三潴 末雄 著 
幻冬舎 
アートの価値とは何で決まるのか? 日本人のアートは西洋人にとって“土人のみや

げもの”なのか? 日本の現代美術界において、常に台風の目となってきたミヅマア

ートギャラリーの三潴末雄が、その闘いの全てを語る。 
読売新聞 2014/12/07 

2014:09. / 272p 
978-4-344-02641-4 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784344026414*

 

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。 
読売新聞 2014/12/07 

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

*9784903908571*

 

秋風秋雨人を愁殺す～秋瑾女士伝～(ちくま学芸文庫 タ 43-1)  
武田 泰淳 著 
筑摩書房 
辛亥革命前夜、武装蜂起するも、志果たせず清軍により斬首。清朝末期の混乱極

まった政治状況のもと、疾風のように駆け抜けた美貌の若き女性革命家、秋瑾の鮮

烈な生涯を多彩に描いた評伝。鶴見俊輔による武田泰淳論も収録。 
読売新聞 2014/12/07 

2014:09. / 263p 
978-4-480-09638-8 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784480096388*
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子どもに貧困を押しつける国・日本(光文社新書 718) 
山野 良一 著 
光文社 
2014 年 7 月、日本の子どもの貧困率は 16.3%と過去 悪を更新。無保険の子、居

所不明の「消えた子」の問題、生活保護バッシング…。無責任な社会の、見えない

「貧困」をレポートし、福祉の新たな視座と解決策を探る。 
読売新聞 2014/12/07 

2014:10. / 284p 
978-4-334-03821-2 
820 円〔本体〕+税 

*9784334038212*

 

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。 
読売新聞 2014/12/07 

2014:11. / 326p 
978-4-480-43221-6 
880 円〔本体〕+税 

*9784480432216*

 

江戸・東京間違いだらけの地名の由来(祥伝社新書 391) 
楠原 佑介 著 
祥伝社 
有楽町、牛込、早稲田…。人口に膾炙した地名の由来は間違いだらけ。半世紀に

わたり考証を重ねてきた地名研究家が、江戸・東京の地名の由来になぜ問題が多

いのかを徹底検証。地名を通して、隠された歴史と真実を明るみに出す。 
読売新聞 2014/12/07 

2014:11. / 283p 
978-4-396-11391-9 
840 円〔本体〕+税 

*9784396113919*

 

古文書にみる榎本武揚～思想と生涯～ 
合田 一道 著 
藤原書店 
日本近代史上、榎本武揚ほど評価の分かれる人物はいない。逆賊から一転、政府

高官にのぼりつめた男の実像に、書簡や日記、報告書などの膨大な自筆史料から

迫る。『環』連載を大幅に加筆し、単行本化。 
読売新聞 2014/12/07 

2014:09. / 329p 
978-4-89434-989-6 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784894349896*

 

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。 
読売新聞 2014/12/07、産経新聞 2014/12/21、朝日新聞 2014/12/21 

2014:10. / 271p 
978-4-06-288284-2 
800 円〔本体〕+税 

*9784062882842*

 

ぼくは眠れない(新潮新書 593) 
椎名 誠 著 
新潮社 
ガバッと起きると午前 2 時、それが不眠生活の幕開けだった-。発端となった独立騒

動、はかられた精神科受診、ストーカー事件のトラウマ等を初めて告白する。『新潮

45』連載「不眠を抱いて」を改題の上書籍化。 
読売新聞 2014/12/07、朝日新聞 2014/12/21 

2014:11. / 195p 
978-4-10-610593-7 
720 円〔本体〕+税 

*9784106105937*
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反グローバリズムの克服～世界の経済政策に学ぶ～(新潮選書) 
八代 尚宏 著 
新潮社 
ごく一部の生産者の「既得権益」に固執するのではなく、大多数の国民の利益に資

する「国益」を追求するには、どのような経済政策が必要なのか。各国の構造改革

の事例から、日本経済の戦略を考える。 
読売新聞 2014/12/07、日本経済新聞 2014/12/07 

2014:10. / 206p 
978-4-10-603758-0 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784106037580*

 

日本-喪失と再起の物語～黒船、敗戦、そして 3・11～<上> 
デイヴィッド・ピリング/ 仲 達志 著 
早川書房 
日本の並外れた回復力とは? 名門経済紙『フィナンシャル・タイムズ』の東京支局長

を務めた英国人ジャーナリストが、多くの生の声と豊富な経済データを織り交ぜ、日

本の多様性と潜在力を浮かび上がらせる。 
読売新聞 2014/12/07、日本経済新聞 2014/12/07 

2014:10. / 335p 
978-4-15-209494-0 
2,100 円〔本体〕+税 

*9784152094940*

 

日本-喪失と再起の物語～黒船、敗戦、そして 3・11～<下> 
デイヴィッド・ピリング/ 仲 達志 著 
早川書房 
日本の真の姿とは? 名門経済紙『フィナンシャル・タイムズ』の東京支局長を務めた

英国人ジャーナリストが、多くの生の声と豊富な経済データを織り交ぜ、日本の多様

性と潜在力を浮かび上がらせる。日本語版あとがきも収録。 
読売新聞 2014/12/07、日本経済新聞 2014/12/07 

2014:10. / 342p 
978-4-15-209495-7 
2,100 円〔本体〕+税 

*9784152094957*

 

宗主権の世界史～東西アジアの近代と翻訳概念～ 
岡本 隆司 編 
名古屋大学出版会 
現代の国際秩序を問い直す、画期的著作 
読売新聞 2014/12/07、日本経済新聞 2014/12/14 

2014:11. / 8p,399p 
978-4-8158-0787-0 
5,800 円〔本体〕+税 

*9784815807870*

 

日本語のレトリック～文章表現の技法～(岩波ジュニア新書)  
瀬戸 賢一 著 
岩波書店 
魅力的な言葉や巧みな表現を文学作品に見る 
読売新聞 2014/12/14 

2002:12. / ２０９ｐ 
978-4-00-500418-8 
820 円〔本体〕+税 

*9784005004188*

 

君のいる場所～Ｓｅｐａｒａｔｅ ｗａｙｓ～  
ジミー/ 宝迫 典子 著 
小学館 
台湾からブレイクした切ないラブストーリー 
読売新聞 2014/12/14 

2001:09. / １冊 
978-4-09-727219-9 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784097272199*

 

コルシア書店の仲間たち～須賀敦子コレクション～(白水Ｕブックス)  
須賀 敦子 著 
白水社 
『ミラノ霧の風景』の続編にあたるエッセイ 
読売新聞 2014/12/14 

2001:10. / ２３４ｐ 
978-4-560-07353-7 
880 円〔本体〕+税 

*9784560073537*
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イスラーム・シンボル事典 
マレク・シェベル 著 
明石書店 
コーランをはじめイスラーム文化理解に必携 
読売新聞 2014/12/14 

2014:10. / 17p,421p 
978-4-7503-4005-0 
9,200 円〔本体〕+税 

*9784750340050*

 

寄生獣<5>(講談社文庫 い 133-5) 
岩明 均 著 
講談社 
新一の周囲を現れた探偵と「田村玲子」。なぜ寄生生物は生まれたのか。そして

強の刺客が現れる。実写化＆アニメ化の名作、第五巻。 
読売新聞 2014/12/14 

2014:12. / 286p 
978-4-06-277961-6 
630 円〔本体〕+税 

*9784062779616*

 

日本古代史をいかに学ぶか(新潮選書) 
上田 正昭 著 
新潮社 
歴史を学ぶとは史実や年号を暗記することではなく、過去の人々の息遣いを感じる

こと――。斯界の泰斗による「生ける古代学」の勧め。 
読売新聞 2014/12/14 

2014:09. / 245p 
978-4-10-603755-9 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784106037559*

 

面白くて眠れなくなる社会学 
橋爪 大三郎 著 
ＰＨＰエディターズ・グループ 
なぜ社会は、こんなふうに成立しているのか? 社会学の第一人者が、戦争、憲法、

貨幣、家族、結婚、正義、宗教、資本主義、幸福など、さまざまなテーマを取り上

げ、社会の仕組みと法則を解き明かす。 
読売新聞 2014/12/14 

2014:11. / 262p 
978-4-569-82155-9 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784569821559*

 

世界教育戦争～優秀な子供をいかに生み出すか～ 
アマンダ・リプリー/ 北 和丈 著 
中央公論新社 
学習到達度調査 PISA で高得点を記録したフィンランド、韓国、ポーランド。下位に

甘んじたアメリカから、それらの国に留学した 3 人の若者の体験談を軸に、4 つの

国の教育が持つ光と闇の両面を描き出す。 
読売新聞 2014/12/14 

2014:11. / 397p 
978-4-12-004661-2 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784120046612*

 

寄生獣<4>(講談社文庫 い 133-4) 
岩明 均 著 
講談社 
「島田」が起こした惨劇をきっかけに世間も寄生生物の存在に気づき始める。行政

を乗っ取ろうとする寄生生物たちの思惑を知った新一は、自分がすべきことを問う。

2014 年 11 月公開の同名映画の原作漫画。 
読売新聞 2014/12/14 

2014:11. / 284p 
978-4-06-277960-9 
630 円〔本体〕+税 

*9784062779609*
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寄生獣<1>(講談社文庫 い 133-1) 
岩明 均 著 
講談社 
高校生の泉新一は、残虐な手口の「ひき肉(ミンチ)殺人事件」の“犯人”が、人間の

脳に寄生する新生物だと知っている。だが、彼もまた右手に寄生生物を宿していて

…。2014 年 11 月公開の同名映画の原作漫画。 
読売新聞 2014/12/14 

2014:10. / 270p 
978-4-06-277943-2 
630 円〔本体〕+税 

*9784062779432*

 

文体の科学～LA BIBLIOTECA DE BABEL～ 
山本 貴光 著 
新潮社 
目的と媒体が、 適な文体を自ら選びとった。古代ギリシアの哲学対話から、聖書、

法律、数式、広告、批評、小説、ツイッターまで取り上げ、文体が人や社会に及ぼ

す影響を解読する。『考える人』連載を改稿し書籍化。 
読売新聞 2014/12/14 

2014:11. / 292p 
978-4-10-336771-0 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784103367710*

 

農本主義が未来を耕す～自然に生きる人間の原理～ 
宇根 豊 著 
現代書館 
現代の「農本主義」とは何か。土に、田に畑に、動植物に、それらと共に生きることに

人間の体と生活を委ね、喜びも哀しみも抱きしめ生きて行くという営みを「農」と名付

け、その原理を「農本主義」と敢えて提唱する。 
読売新聞 2014/12/14 

2014:07. / 253p 
978-4-7684-5736-8 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784768457368*

 

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。 
読売新聞 2014/12/14 

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

*9784768457474*

 

寄生獣<6>(講談社文庫 い 133-6) 
岩明 均 著 
講談社 
執拗に「右手(ミギー)」に興味を示す「田村玲子」の行動を危ぶむ寄生生物の仲間

たち。新一は、 強生物「後藤」との死闘の末、街に戻り、「母の仇」と向き合う決意

をする。2014 年 11 月公開の同名映画の原作漫画。 
読売新聞 2014/12/14 

2014:12. / 272p 
978-4-06-277962-3 
630 円〔本体〕+税 

*9784062779623*

 

「アメリカニズム」の終焉(中公文庫 さ 66-3) 
佐伯 啓思 著 
中央公論新社 
リベラリズム(個人的自由)、民主主義、市場経済-。各々別種に発展してきた 3 つの

理念を結合させた「アメリカニズム」。その本質を縦横に述べつつ、戦後日本の不幸

を読み解く。現代文明の亀裂と衰弱を論じた不朽の書。 
読売新聞 2014/12/14 

2014:10. / 413p 
978-4-12-206029-6 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784122060296*
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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。 
読売新聞 2014/12/14 

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

*9784022618115*

 

文体練習  
レーモン・クノー/ 朝比奈 弘治 著 
朝日出版社 
他愛もないひとつの出来事が、９９通りものヴァリエーションによって変幻自在に書き

分けられてゆく。２０世紀フランス文学の急進的な革命を率いたクノーによる究極の

言語遊戯が遂に完全翻訳された。前人未到のことば遊び。 
読売新聞 2014/12/14 

1996:10. / １９５ｐ 
978-4-255-96029-6 
3,398 円〔本体〕+税 

*9784255960296*

 

さまよえる町～フクシマ曝心地の「心の声」を追って～ 
三山 喬 著 
東海大学出版部 
「原発で潤ってきた町」と避難先での白眼視に遭うなかで、語るべき「ことば」さえ失

った町民は、これからどこで、どう生きようとしているのか-。福島の原発事故で全町

避難となった大熊町と、さまよう人々の姿を描き出す。 
読売新聞 2014/12/14 

2014:11. / 301p 
978-4-486-03786-6 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784486037866*

 

山のお肉のフルコース～パッソ・ア・パッソのジビエ料理～ 
有馬 邦明 著 
山と渓谷社 
日本の山の恵みはこんなにも素晴らしい-。イタリアで修業した、「パッソ・ア・パッソ」

のシェフ・有馬邦明が、日本各地から取り寄せたジビエを使ったフルコースを紹介

し、料理の説明をする。家庭でできるジビエレシピ付き。 
読売新聞 2014/12/14 

2014:10. / 191p 
978-4-635-45018-8 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784635450188*

 

日本の古代道路～道路は社会をどう変えたのか～(角川選書 548) 
近江 俊秀 著 
KADOKAWA 
律令国家が張りめぐらせた道路網は、今も全国各地にその姿を留めている。謎に満

ちた古代道路は、当時の社会をどう変貌させ、現代にどんな影響を与えたのか。道

路を行き交った人々の視点から、古代道路の姿を鮮やかに蘇らせる。 
読売新聞 2014/12/14 

2014:11. / 253p 
978-4-04-703548-5 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784047035485*

 

寄生獣<2>(講談社文庫 い 133-2) 
岩明 均 著 
講談社 
教師に扮した新生物、田宮良子の引き入れた「A」が、高校を襲撃した。「ミギー」と

名付けた右手の寄生生物と共闘し、事態を収束させた新一。だが今度は、彼の両

親に危機が迫り…。2014 年 11 月公開の同名映画の原作漫画。 
読売新聞 2014/12/14 

2014:10. / 280p 
978-4-06-277944-9 
630 円〔本体〕+税 

*9784062779449*
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寄生獣<3>(講談社文庫 い 133-3) 
岩明 均 著 
講談社 
ミギーに命を救われたことで人間離れした能力が芽生え始めた新一。転校生「島

田」の正体もまた寄生生物。人間と共存する道を探るという彼の言葉に隠された真

意と新たな組織とは…。2014 年 11 月公開の同名映画の原作漫画。 
読売新聞 2014/12/14 

2014:11. / 284p 
978-4-06-277959-3 
630 円〔本体〕+税 

*9784062779593*

 

言葉の風景(日本語と色の風景)  
野呂 希一/ 荒井 和生 著 
青菁社 
ほほえみ、きざし、のどか、なごり、たまゆら…。忘れたくない、ずっと伝えていきたい

言葉の数々。四季にまつわる微妙な季節感や雰囲気を伝える様々な言葉を選び、

写真によるイメージの散策を試みる。「文字の風景」の姉妹篇。 
読売新聞 2014/12/14 

2000:04. / １７５ｐ 
978-4-88350-020-8 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784883500208*

 

地方官人たちの古代史～律令国家を支えた人びと～(歴史文化ライブラリー 386)  
中村 順昭 著 
吉川弘文館 
古代国家の繁栄を支えたのは、戸籍を作成し、租税を徴収した郡司や国司ら地方

官人だった。村の生活を指示した木簡や、墾田開発・庄園経営などを伝える古文書

から、古代の“お役人”の仕事を紹介し、その活躍を描き出す。 
読売新聞 2014/12/14 

2014:10. / 6p,192p 
978-4-642-05786-8 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784642057868*

 

空と風と星と詩～尹東柱詩集～(岩波文庫 32-075-1) 
尹 東柱/ 金 時鐘 著 
岩波書店 
戦争末期、留学先の日本で 27 歳の若さで獄死した詩人・尹東柱。清冽な言葉で

韓国の若者たちを魅了した詩集「空と風と星と詩」をはじめ全 66 篇を訳出。原詩も

収録する。 
読売新聞 2014/12/14 

2012:10. / 186p 
978-4-00-320751-2 
540 円〔本体〕+税 

*9784003207512*

 

ホッキョクグマ～生態と行動の完全ガイド～ 
アンドリュー・E.デロシェール 著 
東京大学出版会 
ホッキョクグマ研究の第一人者が、地球温暖化による海氷面積の減少がホッキョク

グマに大きな打撃を与える理由を、ホッキョクグマの生態から説明する。著名な写真

家によるオールカラーの迫力ある美しい写真が満載。 
読売新聞 2014/12/14 

2014:10. / 280p 
978-4-13-060226-6 
9,600 円〔本体〕+税 

*9784130602266*

 

21 世紀の資本 
トマ・ピケティ 著 
みすず書房 
民間財産に基づく市場経済は、放置するなら、強力な収斂の力を持っている。だが

一方で、格差拡大の強力な力もそこにはある-。18 世紀以来の富と所得の分配動学

をめぐる歴史的知識の現状を明らかにし、今後の教訓を示す。 
読売新聞 2014/12/14、朝日新聞 2014/12/21、日本経済新聞 2014/12/21 

2014:12. / 
15p,608p,98p 
978-4-622-07876-0 
5,500 円〔本体〕+税 

*9784622078760*
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白蓮れんれん(集英社文庫)  
林 真理子 著 
集英社 
読売新聞 2014/12/21 

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

*9784087478600*

 

林忠四郎の全仕事～宇宙の物理学～ 
林 忠四郎 著, 佐藤 文隆 編 
京都大学学術出版会 
論考、講演、対談、自叙伝など貴重な資料を収録 
読売新聞 2014/12/21 

2014:05. / 8p,781p 
978-4-87698-497-8 
14,000 円〔本体〕+税 

*9784876984978*

 

わたし、解体はじめました～狩猟女子の暮らしづくり～ 
畠山 千春 著 
木楽舎 
そこにある『命』と向き合い、悩み苦しみながらも成長を続ける狩りガール奮闘記。 
読売新聞 2014/12/21 

2014:04. / 189p 
978-4-86324-073-5 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784863240735*

 

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

「制作行為」について具体的に論じる。 
読売新聞 2014/12/21 

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

*9784864630184*

 

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

がれた様々な知恵と工夫を学んだ、驚きの体験記。 
読売新聞 2014/12/21 

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

*9784104548040*

 

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

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

実、矛盾と展望を明らかにした現役世代に訴える一冊。 
読売新聞 2014/12/21 

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

*9784761525712*

 

捨ててこそ空也 
梓澤 要 著 
新潮社 
民のために生き、市の聖として死す！ 天皇の血筋を捨て、人々の悲嘆に身を捧げ

た空也。波乱と熱涙の生涯を描く仏教歴史小説の大作。 
読売新聞 2014/12/21 

2013:08. / 396p 
978-4-10-334531-2 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784103345312*
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寝相 
滝口 悠生 著 
新潮社 
放蕩の末に家族に見捨てられた老人の背中に、孫娘は長い時間のただならぬ気

配を感じ取っていた。新潮新人賞受賞作ほか全３篇。驚異のデビュー作品集。 
読売新聞 2014/12/21 

2014:03. / 251p 
978-4-10-335311-9 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784103353119*

 

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

主主義の次善策」という《直接民主主義の神話》を根底から問い直す。 
読売新聞 2014/12/21 

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

*9784862580849*

 

鐘の渡り 
古井 由吉 著 
新潮社 
お前は生きているのか、もう死んでいるのか、それともまだ生れていないのか――。

滅びゆく肉体、戦争の記憶、女の匂い。現代 高峰の作家による連作八篇。 
読売新聞 2014/12/21 

2014:02. / 214p 
978-4-10-319210-7 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784103192107*

 

いま教わりたい和食～銀座「馳走【ソッ】啄」の仕事～(とんぼの本) 
平松 洋子 著 
新潮社 
和食とは四季折々のめぐみを日常に味わうこと。名料理人から平松さんが教わっ

た、24 の旬の素材と味の引きだしかた。いま作ってみたい 118 の料理を収録。 
読売新聞 2014/12/21 

2014:03. / 158p 
978-4-10-602252-4 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784106022524*

 

親鸞<完結篇上> 
五木 寛之 著 
講談社 
信心と家族愛の間でゆれ動く、親鸞の真の姿。20 数年ぶりにもどった都では、陰謀

が渦巻いていた-。人間親鸞の生涯を描いた大河小説。全国 37 新聞での連載に加

筆修正し書籍化。 
読売新聞 2014/12/21 

2014:11. / 331p 
978-4-06-291009-5 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784062910095*

 

親鸞<完結篇下> 
五木 寛之 著 
講談社 
信心と家族愛の間でゆれ動く、親鸞の真の姿。東国へと向かった息子と、地元の弟

子たちの対立とは-。人間親鸞の生涯を描いた大河小説。全国 37 新聞での連載に

加筆修正し書籍化。 
読売新聞 2014/12/21 

2014:11. / 347p 
978-4-06-291010-1 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784062910101*

 

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

まないのはこの女のせい? 戦後昭和の女たちの物語。『サンデー毎日』連載に加

筆・修正して単行本化。 
読売新聞 2014/12/21 

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

*9784620108070*
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剣の法 
前田 英樹 著 
筑摩書房 
近世剣術「新陰流」のもつ優れた術理を、批評家であり、「新陰流・武術探求会」を

主宰する著者が、明解かつ詳細に説き明かす。身体論、日本人論でもある一書。

『ちくま』掲載を単行本化。 
読売新聞 2014/12/21 

2014:03. / 260p 
978-4-480-89410-6 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784480894106*

 

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。 
読売新聞 2014/12/21 

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

*9784864880589*

 

私に似た人 
貫井 徳郎 著 
朝日新聞出版 
小規模なテロが頻発するようになった日本。テロに走る者、テロリストを追う者、実行

犯を見下す者、テロリストを憎悪する者…。彼らの心象と日常のドラマを精巧に描

く。『週刊朝日』連載を書籍化。 
読売新聞 2014/12/21 

2014:04. / 431p 
978-4-02-251171-3 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784022511713*

 

記者たちは海に向かった～津波と放射能と福島民友新聞～ 
門田 隆将 著 
KADOKAWA 
その時、記者たちは、なぜ海に向かったのか――。東日本大震災で存続の危機に

立った福島民友新聞。『死の淵を見た男』著者、門田隆将があの未曾有の危機に

直面した記者たちの真実の姿と心情を描く。 
読売新聞 2014/12/21 

2014:03. / 339p 
978-4-04-110734-8 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784041107348*

 

旅猫リポート 
有川 浩 著 
文藝春秋 
「さあ、行こう。これは僕らの 後の旅だ」 秘密を抱いた青年と 1 匹の相棒が見る美

しい景色、出会う懐かしい人々。その旅の行方は…。現代 強のストーリーテラー

による、青年と猫のロードノベル。 
読売新聞 2014/12/21 

2012:11. / 271p 
978-4-16-381770-5 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784163817705*

 

ダンデライオン 
河合 莞爾 著 
KADOKAWA 
密閉されたサイロで発見された死体と、施錠された高層ビル屋上で発生した殺人事

件。2 つの密室殺人を?ぐのは空を飛ぶ女性? 前代未聞の事件にクセ者揃いの 4
人組が挑む。鏑木特捜班シリーズ第 3 弾。 
読売新聞 2014/12/21 

2014:09. / 388p 
978-4-04-101830-9 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784041018309*
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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。 
読売新聞 2014/12/21 

2014:09. / 243p,9p 
978-4-480-81841-6 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784480818416*

 

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

を治した紫色の布…。日本文化の美点を客観的にとらえ、当の日本人が知らなかっ

た、日本人の知恵と独創、発明と工夫を紹介する。 
読売新聞 2014/12/21 

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

*9784396113698*

 

<政治的なもの>の遍歴と帰結～新自由主義以後の「政治理論」のために～ 
森 政稔 著 
青土社 
変容や衝突を経て分裂を抱え込み、政治を政治たらしめる<政治的なもの>とは何

かを追求しつづけた政治学。その歩みを、公共性、自由、ジェンダー、戦後日本、

ポストモダンなど多様な論点とともに解き明かす。 
読売新聞 2014/12/21 

2014:06. / 358p,22p 
978-4-7917-6799-1 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784791767991*

 

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 2014/12/21 

2014:11. / 524p 
978-4-16-390194-7 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784163901947*

 

明日の子供たち 
有川 浩 著 
幻冬舎 
想いがつらなり響く時、昨日と違う明日が待っている! やる気は人一倍の新任職

員、理論派の熱血ベテラン、“問題のない”16 歳、大人びた 17 歳…。児童養護施

設を舞台に、仕事の壁、将来の夢、恋の行方などを描く。 
読売新聞 2014/12/21 

2014:08. / 407p 
978-4-344-02614-8 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784344026148*

 

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。 
読売新聞 2014/12/21 

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

*9784120046575*
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物語のおわり 
湊 かなえ 著 
朝日新聞出版 
妊娠 3 か月で癌が発覚した智子、娘のアメリカ行きを反対する木水…。迷いを抱え

た人々が向かった先は、北海道。旅の途中で手渡されたのは、未完の小説だった。

そして本当の結末とは-。『小説トリッパー』連載を単行本化。 
読売新聞 2014/12/21 

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

*9784022512215*

 

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

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

起こす、小さな奇跡の物語。『パピルス』ほか連載を書籍化。 
読売新聞 2014/12/21 

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

*9784344026292*

 

オオカミたちの隠された生活(NATIONAL GEOGRAPHIC) 
ジム・ダッチャー/ ジェイミー・ダッチャー/ 岩井 木綿子 著 
エクスナレッジ 
社会的な絆を共有し、グループ内で仲間を見守り、子育てをするオオカミ。アイダホ

州ソートゥース原生地域で 6 年間オオカミの群れと暮らしたダッチャー夫妻が、彼ら

の社会的序列や行動について、豊富な写真とともに紹介する。 
読売新聞 2014/12/21 

2014:05. / 214p 
978-4-7678-1716-3 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784767817163*

 

今日はぶどうパン 
平松 洋子 著 
プレジデント社 
台所で、街角で、旅先で。味の背景には思いもかけない世界が広がっている。「乾

かす」「?む」「パンの耳」「ストロー」「時間待ち」などさまざまな言葉から、心に残る味

の風景を綴る。『dancyu』連載に加筆し書籍化。 
読売新聞 2014/12/21 

2014:10. / 199p 
978-4-8334-5067-6 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784833450676*

 

逢魔 
唯川 恵 著 
新潮社 
妹のようにかわいがっていた娘の指図で、毒をもられた女の怨み。死してなお、毎

夜、愛しい男の元を訪れる女の情念-。恋愛小説の名手が怪談の名作に挑み、誕

生した究極のエロス。『小説新潮』『オール讀物』掲載を基に書籍化。 
読売新聞 2014/12/21 

2014:11. / 268p 
978-4-10-446906-2 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784104469062*

 

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。 
読売新聞 2014/12/21 

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

*9784121022820*
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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。 
読売新聞 2014/12/21 

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

*9784588366079*

 

超・絶景宇宙写真～NASA ベストフォトセレクション～ 
寺門 和夫 著 
パイインターナショナル 
NASA（アメリカ航空宇宙局）が成し遂げた人類史に残る挑戦と宇宙探査の記録を、

アーカイブに収録されている膨大な写真資料から厳選して紹介。有人飛行の歴史

から、幻想的な惑星の姿等、レンズがとらえた宇宙開拓史における、決定的瞬間を

目撃せよ！ 
読売新聞 2014/12/21 

2014:08. / 275p 
978-4-7562-4526-7 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784756245267*

 

WILDER MANN～欧州の獣人-仮装する原始の名残～ 
シャルル・フレジェ 著 
青幻舎 
古くからヨーロッパで行われてきた祝祭の儀式では、男たちが獣人(ワイルドマン)、
熊、山羊、悪魔などに扮して登場する。動物の仮面、長い外套、藁の胸当て…。ヨ

ーロッパ各国の様々な仮装を写真で紹介する。 
 
読売新聞 2014/12/21 

2014:09. / 271p 
978-4-86152-405-9 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784861524059*

 

赤毛のアン(新潮文庫)  
モンゴメリ 著 
新潮社 
ちょっとした手違いから、グリン・ゲイブルスの老兄妹に引き取られたやせっぽちの

孤児アン。初めは戸惑っていた 2 人も、明るいアンを愛するようになり、夢のように

美しいプリンス・エドワード島の自然の中で、アンは少女から乙女へと成長してゆく

――。愛に飢えた、元気な人参あたまのアンが巻き起す愉快な事件の数々に、人

生の厳しさと温かい人情が織りこまれた永遠の名作。 
読売新聞 2014/12/21 

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

*9784102113417*

 

自民党政治の変容(NHK ブックス 1217) 
中北 浩爾 著 
ＮＨＫ出版 
いかに自民党のリベラル派は衰退し、右派が主導権を握ったのか。なぜ多元性が

失われ、一枚岩化が進んだのか。理念と組織をめぐる路線対立を結党までさかの

ぼり、60 年にわたる政党政治の歴史的ダイナミズムを描き出す。 
読売新聞 2014/12/21、毎日新聞 2014/12/21 

2014:05. / 300p 
978-4-14-091217-1 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784140912171*

 

photographers' gallery press<no.12> 爆心地の写真 1945-1952 
加治屋 健司 著 
photographers' gallery 
1945 年から 1952 年のプレス・コード解除(サンフランシスコ講和条約締結)までを中

心に、広島で撮影された写真をあらためて見直し、詳細に検証する。ほか、橋本一

径による火災写真論などを掲載。 
読売新聞 2014/12/28 

2014:11. / 187p 
978-4-907865-03-0 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784907865030*



 37  

 

ブルーサンダー 
暁方 ミセイ 著 
思潮社 
?離している粒子が散り散りになって 見ているうちにぱらぱら落ちる 空の色がもう濃

い青紫色に映されて ネガのなかを走るこの金属の電車は か細い秋の草を倒しな

がらゆく(「東北本線」より) 詩集。 
読売新聞 2014/12/28 

2014:10. / 98p 
978-4-7837-3449-9 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784783734499*

 

裾花 
杉本 真維子 著 
思潮社 
たたかいの猫を脇に置いて まるくなる背をむりにのばして 置物の真似をし、静止

している(「置物」より) 語りえない瞬きを賭けて、無量の思いを一滴に刻む。2008 年

から 2014 年の作品全 24 篇を収録。 
読売新聞 2014/12/28 

2014:10. / 109p 
978-4-7837-3445-1 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784783734451*

 

すみだ川・新橋夜話～他一篇～(岩波文庫)  
永井 荷風 著 
岩波書店 
日本経済新聞 2014/12/07 

1987:09. / ３３７ｐ 
978-4-00-310422-4 
760 円〔本体〕+税 

*9784003104224*

 

ジャン・クリストフ<１> 改版(岩波文庫)  
ロマン・ローラン/ 豊島 与志雄 著 
岩波書店 
日本経済新聞 2014/12/07 

1986:06. / ５４０ｐ 
978-4-00-325551-3 
900 円〔本体〕+税 

*9784003255513*

 

貧乏物語 改版(岩波文庫)  
河上肇 著 
岩波書店 
日本経済新聞 2014/12/07 

1965:10. / ２３６ｐ 
978-4-00-331321-3 
660 円〔本体〕+税 

*9784003313213*

 

ぐうたら人間学～狐狸庵閑話～(講談社文庫)  
遠藤 周作 著 
講談社 
日本経済新聞 2014/12/07 

1979:01. / ３４６ｐ 
978-4-06-131332-3 
571 円〔本体〕+税 

*9784061313323*

 

浮雲 改版(新潮文庫)  
二葉亭 四迷 著 
新潮社 
日本経済新聞 2014/12/07 

1997:04. / ２６９ｐ 
978-4-10-101403-6 
400 円〔本体〕+税 

*9784101014036*
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海と毒薬 改版(新潮文庫)  
遠藤 周作 著 
新潮社 
日本経済新聞 2014/12/07 

1990:01. / １７４ｐ 
978-4-10-112302-8 
362 円〔本体〕+税 

*9784101123028*

 

沈黙 改版(新潮文庫)  
遠藤 周作 著 
新潮社 
日本経済新聞 2014/12/07 

2003:05. / ３１２ｐ 
978-4-10-112315-8 
550 円〔本体〕+税 

*9784101123158*

 

光あるうち光の中を歩め 改版(新潮文庫)  
トルストイ/ 原 久一郎 著 
新潮社 
日本経済新聞 2014/12/07 

1974:11. / １２０ｐ 
978-4-10-206012-4 
370 円〔本体〕+税 

*9784102060124*

 

人口論(光文社古典新訳文庫 KC マ 1-1） 
マルサス 著 
光文社 
日本経済新聞 2014/12/07 

2011:07. / 307p 
978-4-334-75231-6 
895 円〔本体〕+税 

*9784334752316*

 

ブランド戦略全書 
田中 洋 編 
有斐閣 
この一冊でブランド戦略の全体がわかる 
日本経済新聞 2014/12/07 

2014:10. / 12p,290p 
978-4-641-16450-5 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784641164505*

 

経済行動と宗教～日本経済システムの誕生～ 
寺西 重郎 著 
勁草書房 
経済行動は宗教によりここまで変わるのか。日本人の叡智が生んだ日本経済システ

ムの特徴をプロテスタンティズムとの比較から解明。 
日本経済新聞 2014/12/07 

2014:09. / 8p,499p,31p
978-4-326-55071-5 
3,500 円〔本体〕+税 

*9784326550715*

 

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

誇る霊峰の驚くべき現状と私たちがいまできることとは？ 
日本経済新聞 2014/12/07 

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

*9784569820040*
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人はなぜ歌うのか(岩波現代文庫) 
丸山 圭三郎 著 
岩波書店 
言語哲学の第一人者であり、熱烈なカラオケファンである著者が、楽しくかつ真摯

にカラオケを様々な視点から論ずる。井上陽水と著者が歌うことの楽しさを語り合っ

た対談を併せて収載。 
日本経済新聞 2014/12/07 

2014:09. / 8p,255p 
978-4-00-602245-7 
980 円〔本体〕+税 

*9784006022457*

 

幕末史(ちくま新書 1096)  
佐々木 克 著 
筑摩書房 
ペリー来航から明治国家の建設まで、日本が根底から生まれ変わる軌跡を一望。

日本を立ち直らせるために「挙国一致」で立ち向かった人々の姿を、 新の史料か

らダイナミックに見通す。 
日本経済新聞 2014/12/07 

2014:11. / 355p 
978-4-480-06800-2 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784480068002*

 

演劇の未来形(Pieria Books) 
谷川 道子 著 
東京外国語大学出版会 
1960 年代の演劇との出会いから、3.11 後の文化状況まで、内外のさまざまな上演・

劇場の現場を経巡りながら、演劇の可能性を探る。人間と文化の未来に向けた渾

身のメッセージ。 
日本経済新聞 2014/12/07 

2014:10. / 366p 
978-4-904575-36-9 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784904575369*

 

「本が売れない」というけれど(ポプラ新書 046) 
永江 朗 著 
ポプラ社 
日本の読書は、本は、どこへ向かうのか? 日本独自の流通システム、変わる書店の

形、ネットの世界との関係性など、出版業界のこれまでを振り返り、読み手と本をつ

なぐ新たな出会いの形を模索する。 
日本経済新聞 2014/12/07 

2014:11. / 236p 
978-4-591-14223-3 
780 円〔本体〕+税 

*9784591142233*

 

経営の失敗学～ビジネスの成功確率を上げる～ 
菅野 寛 著 
日本経済新聞出版社 
ビジネスに必勝法は存在しない、失敗を巧みに回避するのが勝者だ-。多くの経営

者と問題解決に取り組んできた著者が、「やるべきこと、やってはいけないこと」な

ど、失敗回避策のポイントについて語る。 
日本経済新聞 2014/12/07 

2014:10. / 256p 
978-4-532-31951-9 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784532319519*

 

「棲み分け」の世界史～欧米はなぜ覇権を握ったのか～(NHK ブックス 1222) 
下田 淳 著 
ＮＨＫ出版 
欧米の主導権を実現した真因とは? フランク王国の統治システムから産業革命まで

を分析してヨーロッパ・アメリカ独特の行動特性をえぐり出し、そのダイナミックな展

開として 8 世紀以降の歴史を描きなおす。 
日本経済新聞 2014/12/07 

2014:10. / 270p 
978-4-14-091222-5 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784140912225*



 40  

 

「ご当地もの」と日本人(祥伝社新書 389) 
田村 秀 著 
祥伝社 
B 級グルメ、ゆるキャラ、ローカルアイドル…。日本人はなぜ「ご当地もの」にこれほ

どまで魅力を感じるのか。その理由を探るとともに、ご当地ものの魅力を世界に向け

て発信するための方策について考察する。 
日本経済新聞 2014/12/07 

2014:11. / 242p 
978-4-396-11389-6 
800 円〔本体〕+税 

*9784396113896*

 

人間にとって成熟とは何か(幻冬舎新書 そ-2-1) 
曽野 綾子 著 
幻冬舎 
憎む相手からも人は学べる。人間の心は矛盾を持つ。正しいことだけをして生きるこ

とはできない-。作家・曽野綾子が、世知辛い世の中を自分らしく生き抜くコツを提言

する。『星星峡』連載を改題のうえ書籍化。 
日本経済新聞 2014/12/07 

2013:07. / 239p 
978-4-344-98312-0 
760 円〔本体〕+税 

*9784344983120*

 

大統領のリーダーシップ～どの指導者がアメリカの絶対優位をつくったか?～ 
ジョセフ・S.ナイ/ 藤井 清美 著 
東洋経済新報社 
パフォーマンスより状況把握の知性を磨け! 国を導くリーダーの選択は、国民の運

命にどのような影響をもたらすのか? アメリカの外交政策をテーマに、リーダーが直

面する課題の難しさとその乗り越え方を考える。 
日本経済新聞 2014/12/07 

2014:10. / 
23p,245p,22p 
978-4-492-21218-9 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784492212189*

 

名刺ゲーム 
鈴木 おさむ 著 
扶桑社 
人気クイズ番組のプロデューサー・神田に、ある日、謎の男が息子を人質にゲーム

を挑んできた。神田が間違えれば息子に付けられた爆弾のスイッチが押される。ゲ

ームの裏には何があるのか。『週刊 SPA!』連載を加筆修正。 
日本経済新聞 2014/12/07 

2014:10. / 300p 
978-4-594-07115-8 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784594071158*

 

降りられない船～セウォル号沈没事故からみた韓国～ 
ウ ソックン/ 古川 綾子 著 
クオン 
2014 年 4 月、韓国の旅客船セウォル号が沈没。経済的格差や公共財の民営化に

ともなう安全問題など、悲劇の裏側にはグローバル資本の巨大な落とし穴があった

…。韓国の経済学者が、この事故が抱える問題に鋭く切り込む。 
日本経済新聞 2014/12/07 

2014:10. / 215p 
978-4-904855-26-3 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784904855263*

 

白い人・黄色い人 改版(新潮文庫 え-1-1） 
遠藤 周作 著 
新潮社 
フランス人でありながらナチのゲシュタポの手先となった主人公は、ある日、旧友が

同僚から拷問を受けているのを目にして…。「白い人」ほか、神父を官憲に売り、キリ

ストを試す若きクリスチャンを描いた「黄色い人」を収録。 
日本経済新聞 2014/12/07 

2012:12. / 205p 
978-4-10-112301-1 
400 円〔本体〕+税 

*9784101123011*
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ＥＱリーダーシップ～成功する人の「こころの知能指数」の活かし方～  
ダニエル・ゴールマン/ リチャード・ボヤツィス/ アニー・マッキー/ 土屋 京子 著 
日本経済新聞出版社 
「ＥＱこころの知能指数」の著者がＧＥ、ＩＢＭ、ＢＢＣ等の幹部社員への調査結果を

もとに、ＥＱリーダーシップの関係を徹底解明。「できる上司」と「ダメ上司」の決定的

な違いは何か？ 「ＥＱリーダー」になる方法を伝授。 
日本経済新聞 2014/12/07 

2002:06. / ３２８ｐ 
978-4-532-14975-8 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784532149758*

 

大仏はなぜこれほど巨大なのか～権力者たちの宗教建築～(平凡社新書 756)  
武澤 秀一 著 
平凡社 
宗教がもつ「世界観」を表現する宗教建築。国家の 高権力者たちが建造に深く関

わった大仏、ストゥーパ、円形神殿から「世界観」を紡ぎ出し、その成り立ちを探る。

宗教情報センターのホームページにおける連載をもとに新書化。 
日本経済新聞 2014/12/07 

2014:11. / 263p 
978-4-582-85756-6 
840 円〔本体〕+税 

*9784582857566*

 

月をマーケティングする～アポロ計画と史上最大の広報作戦～ 
デイヴィッド・ミーアマン・スコット/ リチャード・ジュレック/ 関根 光宏/ 波多野 理彩

子 著 
日経ＢＰ社 
アメリカはマーケティングの力を 大限活用して、アポロ計画を成功させ、冷戦時代

の宇宙開発競争に勝利した。PR とマーケティングの専門家である著者が、「史上

大のマーケティング作戦」としてのアポロ計画の姿を描きだす。 
日本経済新聞 2014/12/07 

2014:10. / 494p 
978-4-8222-5043-0 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784822250430*

 

落日燃ゆ(新潮文庫)  
城山 三郎 著 
新潮社 
東京裁判で絞首刑を宣告された七人のＡ級戦犯のうち、ただ一人の文官であった

元総理、外相広田弘毅。戦争防止に努めながら、その努力に水をさし続けた軍人

たちと共に処刑されるという運命に直面させられた広田。そしてそれを従容として受

け入れ一切の弁解をしなかった広田の生涯を、激動の昭和史と重ねながら抑制し

た筆致で克明にたどる。毎日出版文化賞・吉川英治文学賞受賞。 
日本経済新聞 2014/12/07 

1986:11. / 392p 
978-4-10-113318-8 
670 円〔本体〕+税 

*9784101133188*

 

<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 
日本経済新聞 2014/12/07、朝日新聞 2014/12/21 

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

*9784642038348*

 

サラバ!<下> 
西 加奈子 著 
小学館 
一家離散。親友の意外な行動。恋人の裏切り。自我の完全崩壊。絶望のただ中

で、宙吊りにされた歩は、衝き動かされるように彼の地へ飛んだ…。『きらら』連載に

加筆し書籍化。 
日本経済新聞 2014/12/07、毎日新聞 2014/12/14 

2014:10. / 358p 
978-4-09-386393-3 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784093863933*



 42  

 

サラバ!<上> 
西 加奈子 著 
小学館 
1977 年、歩は父の海外赴任先のイランで生まれた。イラン革命のあと、小学生にな

った彼は、エジプトへ向かう。後の人生に大きな影響を与える、ある出来事が待ち受

けていることも知らずに…。『きらら』連載に加筆し書籍化。 
日本経済新聞 2014/12/07、毎日新聞 2014/12/14 

2014:10. / 375p 
978-4-09-386392-6 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784093863926*

 

巨人たちの落日<上>(ソフトバンク文庫 フ 3-7) 567p '11 
ケン・フォレット/ 戸田 裕之 著 
SB クリエイティブ 
日本経済新聞 2014/12/14 

2011:03. / 567p 
978-4-7973-6273-2 
880 円〔本体〕+税 

*9784797362732*

 

巨人たちの落日<中>(ソフトバンク文庫 フ 3-8) 577p '11 
ケン・フォレット/ 戸田 裕之 著 
SB クリエイティブ 
日本経済新聞 2014/12/14 

2011:03. / 577p 
978-4-7973-6274-9 
880 円〔本体〕+税 

*9784797362749*

 

巨人たちの落日<下>(ソフトバンク文庫 フ 3-9) 524p '11 
ケン・フォレット/ 戸田 裕之 著 
SB クリエイティブ 
日本経済新聞 2014/12/14 

2011:03. / 524p 
978-4-7973-6275-6 
860 円〔本体〕+税 

*9784797362756*

 

デザインがイノベーションを伝える～デザインの力を活かす新しい経営戦略の模

索～ 
鷲田 祐一 著 
有斐閣 
日本の製造業には何が足りないのか？ 
日本経済新聞 2014/12/14 

2014:05. / 9p,241p,5p 
978-4-641-16436-9 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784641164369*

 

形態は感情にしたがう～フロッグデザイン創設者ハルトムット・エスリンガー～ 
ハルトムット・エスリンガー/ B スプラウト 著 
ボーンデジタル 
サステイナブルで、環境に配慮した製品をデザインし、人間らしい社会を築くに

は？ 
日本経済新聞 2014/12/14 

2014:03. / 299p 
978-4-86246-225-1 
4,800 円〔本体〕+税 

*9784862462251*

 

舞をどり 
梅津 貴昶 著 
淡交社 
日本舞踊界の鬼才が語る、芸への思い、名優との邂逅など、舞踊ファン、歌舞伎フ

ァン待望のエッセイ集。 
日本経済新聞 2014/12/14 

2014:11. / 173p 
978-4-473-03977-4 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784473039774*
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リターン・トゥ・ケインズ 
平井 俊顕 著, マリア・クリスティーナ・マルクッツォ 編 
東京大学出版会 
新しいマクロ経済学の有力なキーワード「ケインズ」の今日的意義を、９ヶ国 16 人の

経済学者が問い直す。 
日本経済新聞 2014/12/14 

2014:09. / 
18p,388p,56p 
978-4-13-040262-0 
5,600 円〔本体〕+税 

*9784130402620*

 

インダストリアルデザイン講義 
青木 史郎 著 
東京大学出版会 
グッドデザイン賞を長年にわたり統括してきた著者による、18 年間にわたる東京大

学工学部での授業の集成。豊富な事例をもとに、デザインの役割と可能性を多角

的に読み解く。 
日本経済新聞 2014/12/14 

2014:10. / 5p,387p 
978-4-13-062839-6 
4,600 円〔本体〕+税 

*9784130628396*

 

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

めた原爆の影-。熟年男性の友情とその行方を描いた原爆文学の表題作ほか、著

者後期の代表的名短篇を収録。 
日本経済新聞 2014/12/14 

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

*9784006022471*

 

縮小都市の挑戦(岩波新書 新赤版 1514) 
矢作 弘 著 
岩波書店 
急激な人口減少と産業の衰退のために、世界中の都市が「縮小」し、時に破綻して

いる。破綻からの再生を目指すデトロイトとトリノの試みからその具体策を学び、日本

が進むべき道を導き出す。 
日本経済新聞 2014/12/14 

2014:11. / 2p,266p 
978-4-00-431514-8 
820 円〔本体〕+税 

*9784004315148*

 

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。 
日本経済新聞 2014/12/14 

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

*9784822250492*

 

ファースト・ペンギン楽天・三木谷浩史の挑戦 
大西 康之 著 
日本経済新聞出版社 
ビジネスは冒険だ! 年間流通総額 2 兆円、会員数 9400 万人。電撃的連続買収で

世界へ-。起業家・三木谷浩史の大勝負が始まる! 「ネット世界一」の旗の下に集う

強者たちを追う迫真のルポ。 
日本経済新聞 2014/12/14 

2014:11. / 256p 
978-4-532-31963-2 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784532319632*
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凍てつく世界<4>(SB 文庫 フ 3-13) 
ケン・フォレット/ 戸田 裕之 著 
SB クリエイティブ 
ついにアメリカも参戦に踏み切り、全世界が戦禍に覆われていく。死、弾圧、裏切

り、貧困-。あらゆる苦難のなかで生き抜く若者たちに新しい世界はやってくるのか? 
物語は感動のクライマックスへ! 
日本経済新聞 2014/12/14 

2014:02. / 463p 
978-4-7973-7374-5 
810 円〔本体〕+税 

*9784797373745*

 

凍てつく世界<3>(SB 文庫 フ 3-12) 
ケン・フォレット/ 戸田 裕之 著 
SB クリエイティブ 
1941 年、ドイツがソ連に侵攻。赤軍情報部員のヴォロージャは、独裁体制によって

理想が崩れ去るのを目の当たりにし、国家への信頼を失う。やがて戦いは太平洋に

も広がり、ハワイで悲劇の幕が開く…。 
日本経済新聞 2014/12/14 

2014:02. / 503p 
978-4-7973-7163-5 
810 円〔本体〕+税 

*9784797371635*

 

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。 
日本経済新聞 2014/12/14 

2014:11. / 275p,69p 
978-4-309-02334-2 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784309023342*

 

つながりっぱなしの日常を生きる～ソーシャルメディアが若者にもたらしたもの～ 
ダナ・ボイド/ 野中 モモ 著 
草思社 
生まれたときからネットがあって当たり前の今日の若者たちは、「つながりっぱなしの

日常」にどう対処し適応してきたか。米国 SNS 研究の第一人者が、当事者たちを対

象にしたインタビュー調査を元に論じる。 
日本経済新聞 2014/12/14 

2014:10. / 353p,29p 
978-4-7942-2087-5 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784794220875*

 

媚びない力(NHK 出版新書 443)  
杉 良太郎 著 
ＮＨＫ出版 
下積み時代の屈辱の体験、芸能界の荒波を乗り切る知恵と工夫、「売名」と揶揄さ

れた福祉活動の真実…。媚を売ることを嫌い、一途一心の気構えで芸を磨いてきた

杉良太郎が、デビューからの 50 年間を大胆に記す。 
日本経済新聞 2014/12/14 

2014:09. / 220p 
978-4-14-088443-0 
740 円〔本体〕+税 

*9784140884430*

 

生きる哲学(文春新書 1001)  
若松 英輔 著 
文藝春秋 
須賀敦子、孔子、美智子皇后、ブッダ、井筒俊彦らから学ぶ「本物のつよさ」。気鋭

の哲学者が、寄る辺なき時にあっても自分の足で確かに立ち、新たな思索を切り拓

いた 14 人について語る。『文學界』連載を書籍化。 
日本経済新聞 2014/12/14 

2014:11. / 267p 
978-4-16-661001-3 
800 円〔本体〕+税 

*9784166610013*
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takram design engineering｜デザイン・イノベーションの振り子(現代建築家コンセ

プト・シリーズ 18)  
田川 欣哉/ 渡邉 康太郎/ 緒方 壽人 著 
ＬＩＸＩＬ出版 
創造と変革に取り組む、クリエイティブ・イノベーション・ファーム、takram。彼らの考

える「デザイン・エンジニア」の定義や行動様式、活用しているメソッドやプロセスを

解説し、実際のプロジェクトを紹介する。 
日本経済新聞 2014/12/14 

2014:09. / 81p,73p 
978-4-86480-012-9 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784864800129*

 

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

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

を丹念に辿り、両国のナショナリズムが高まる中で両国のエリート統治が機能不全

に陥り、「期待」と「失望」を繰り返してしまう構造を解明する。 
日本経済新聞 2014/12/14 

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

*9784623071753*

 

フランスが生んだロンドン イギリスが作ったパリ 
ジョナサン・コンリン/ 松尾 恭子 著 
柏書房 
シャーロックホームズはフランスに、フレンチカンカンはイギリスに、そのルーツが存

在していた-。近代都市へと変貌を遂げる 18・19 世紀に、海をへだてて競い合った

ふたつの首都、ロンドンとパリ。その歴史の交差を描く。 
日本経済新聞 2014/12/14 

2014:12. / 373p 
978-4-7601-4511-9 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784760145119*

 

凍てつく世界<2>(SB 文庫 フ 3-11) 
ケン・フォレット/ 戸田 裕之 著 
SB クリエイティブ 
看護師となったカーラはナチスの戦慄の事実を発見。真相究明に奔走するが、や

がて世界大戦が勃発する。一方、愛のない結婚をしたデイジーは、幼なじみのロイ

ドと再会し…。戦火の渦中にのみ込まれていく若者たちの姿を描く。 
日本経済新聞 2014/12/14 

2014:01. / 469p 
978-4-7973-7162-8 
810 円〔本体〕+税 

*9784797371628*

 

アップルのデザイン戦略～カリスマなき後も「愛される理由」～ 
日経デザイン 編 
日経ＢＰ社 
アップル製品を分解しながら、アップルが過去行ってきたデザイン面での様々な挑

戦を分析。デザインに込めた思想を読み解き、iWatch、そして iPhone の未来を予

測する。『日経デザイン』掲載記事をもとに単行本化。 
日本経済新聞 2014/12/14 

2014:05. / 183p 
978-4-8222-6488-8 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784822264888*

 

水やりはいつも深夜だけど 
窪 美澄 著 
KADOKAWA 
思い通りにならない毎日、言葉にできない本音。それでも一緒に歩んでいく。だって

家族だから-。同じ幼稚園に子どもを通わせる家々の、もがきながらも前を向いて生

きる姿を描いた 5 つの物語。『小説野性時代』掲載を単行本化。 
日本経済新聞 2014/12/14 

2014:11. / 238p 
978-4-04-102134-7 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784041021347*
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凍てつく世界<1>(SB 文庫 フ 3-10) 
ケン・フォレット/ 戸田 裕之 著 
SB クリエイティブ 
ファシズムが台頭するヨーロッパ。抵抗活動を続ける両親を持つドイツ人少女カー

ラ、スペイン内戦への参加を決めたイギリス人ロイド、ロシア人実業家の娘デイジー

…。動乱のなか、国も身分も異なる若者たちが苦難に立ち向かう。 
日本経済新聞 2014/12/14 

2014:01. / 463p 
978-4-7973-7161-1 
810 円〔本体〕+税 

*9784797371611*

 

光の子供(CREST BOOKS) 
エリック・フォトリノ/ 吉田 洋之 著 
新潮社 
映画の撮影技師だった父は、膨大な女優たちのポートレートを残して死んだ。私は

何も知らない。母が誰かも…。パリを舞台に、行き来するように語る、ある男の愛の

彷徨。 
日本経済新聞 2014/12/21 

2014:10. / 214p 
978-4-10-590112-7 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784105901127*

 

折口信夫 
安藤 礼二 著 
講談社 
民俗学と国文学が交わる地点に独自の古代学の体系を打ち立てた折口信夫とは、

いったい何者であったのか? 生涯の「謎」を解き明かし、思想の全体像に迫る、決

定的折口論。 
日本経済新聞 2014/12/21 

2014:11. / 533p 
978-4-06-219204-0 
3,700 円〔本体〕+税 

*9784062192040*

 

「就活」の社会史～大学は出たけれど…～(祥伝社新書 384) 
難波 功士 著 
祥伝社 
時代を越えて、多くの大学生が悩まされてきた、「就活」なる世界的にも特異な制度

は、どのように生まれ、変質し、そして維持されていったか。豊富な事例や発言をも

とにその実状を丹念に追う。 
日本経済新聞 2014/12/21 

2014:11. / 396p 
978-4-396-11384-1 
900 円〔本体〕+税 

*9784396113841*

 

クルーグマンマクロ経済学  
ポール・クルーグマン/ ロビン・ウェルス/ 大山 道広/ 石橋 孝次/ 塩沢 修平/ 白

井 義昌/ 大東 一郎/ 玉田 康成/ 蓬田 守弘 著 
東洋経済新報社 
ノーベル賞受賞経済学者で、多数のベストセラー書籍を執筆している人気学者が

渾身の力を込めて書いた、徹底的にわかりやすく、徹底的に読みやすいテキスト。

使える経済学を知りたい人に 適。 
日本経済新聞 2014/12/21 

2009:03. / ６２５ｐ 
978-4-492-31397-8 
4,800 円〔本体〕+税 

*9784492313978*

 

リーダーなき経済～世界を危機から救うための方策～ 
ピーター・テミン/ デイビッド・バインズ/ 貫井 佳子 著 
日本経済新聞出版社 
国際協調が実現できなければ、覇権国不在のもとで世界は、大恐慌に匹敵する危

機に直面する。経済史、マクロ経済学の大家がケインズの知られざる国際経済学の

構想をもとに、経済再生への道を提示する。 
日本経済新聞 2014/12/21 

2014:11. / 427p 
978-4-532-35611-8 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784532356118*
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新興大国インドネシアの宗教市場と政治 
見市 建 著 
ＮＴＴ出版 
中間層の拡大、宗教の「標準化」、そしてジョコ・ウィドドという初の庶民出身大統領

の誕生。メディアを利用した宗教市場・政治市場の変化を跡づけながら、巨大な潜

在市場を持つインドネシアを読み解く。 
日本経済新聞 2014/12/21 

2014:11. / 4p,205p,33p
978-4-7571-4337-1 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784757143371*

 

ロバート・ライシュ格差と民主主義 
ロバート・B.ライシュ/ 雨宮 寛/ 今井 章子 著 
東洋経済新報社 
暴走する経済から「かけがえのないもの」を守るたった 1 つの方法とは? 多くの風刺

イラストを挿入しながら、現在の格差社会の問題点や課題を簡潔に記し、現状打開

に向けて一般市民が担うべき行動を示す。 
日本経済新聞 2014/12/21 

2014:11. / 219p 
978-4-492-44400-9 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784492444009*

 

書物の夢、印刷の旅～ルネサンス期出版文化の富と虚栄～ 
ラウラ・レプリ/ 柱本 元彦 著 
青土社 
出版文化と印刷技術の創成期、そこに生きる人たちはどのような仕事をし、どのよう

な富と栄光、そして屈辱の中にいたのか-。ルネサンス期のヴェネツィア、書籍と出

版の世界に生きた知識人たち印刷者たちの物語。 
日本経済新聞 2014/12/21 

2014:11. / 279p,8p 
978-4-7917-6831-8 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784791768318*

 

かぜの科学～もっとも身近な病の生態～(ハヤカワ文庫 NF 421) 
ジェニファー・アッカーマン/ 鍛原 多惠子 著 
早川書房 
そもそも風邪って何? 自ら罹患実験に挑んだサイエンスライターが 新の知見を用

いて風邪の正体に迫り、古今東西の民間療法や市販薬の効果のほどを明らかにす

る。これまでの常識を覆す、まったく新しい風邪読本。 
日本経済新聞 2014/12/21 

2014:12. / 339p 
978-4-15-050421-2 
760 円〔本体〕+税 

*9784150504212*

 

クルーグマンミクロ経済学  
ポール・クルーグマン/ ロビン・ウェルス/ 大山 道広/ 石橋 孝次/ 塩沢 修平/ 白

井 義昌/ 大東 一郎/ 玉田 康成/ 蓬田 守弘 著 
東洋経済新報社 
経済学とはどんな学問かということから、供給と需要、市場構造、市場の新しい方向

まで、興味深い事例を示しながらわかりやすく解説した経済学入門。学生のみなら

ず、一般人から専門家まで幅広く楽しく読める一冊。 
日本経済新聞 2014/12/21 

2007:09. / ７０３ｐ 
978-4-492-31383-1 
4,800 円〔本体〕+税 

*9784492313831*

 

アメリカの卑劣な戦争～無人機と特殊作戦部隊の暗躍～<上> 
ジェレミー・スケイヒル/ 横山 啓明 著 
柏書房 
「世界は戦場である」をスローガンに、一気に戦争へと突き進むアメリカ…。特別作

戦を遂行する<殺人マシン>特殊作戦部隊と、手を汚さずにターゲットを殺す無人航

空機。アメリカによる現代の「汚い戦争」を描く。 
日本経済新聞 2014/12/21 

2014:10. / 429p 
978-4-7601-4501-0 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784760145010*
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未来の図書館、はじめませんか? 
岡本 真/ 森 旭彦 著 
青弓社 
市民と行政、図書館員が協働して、日々の小さな実践を通して図書館の魅力を引

き出す方法や、発信型図書館をつくるためのアイデアを提案。地域を変えて人を育

てる「未来の図書館」へと向かう道を照射する提言の書。 
日本経済新聞 2014/12/21 

2014:11. / 194p 
978-4-7872-0053-2 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784787200532*

 

国芳～カラー版～(岩波新書 新赤版 1506) 
岩切 友里子 著 
岩波書店 
破格の構図、自由自在なアイデア。歌川国芳の絵には、浮世絵や時代の枠を超え

て伝わってくる楽しさがある。常に新しさを求めた奇想の江戸っ子浮世絵師の代表

作 70 点余を、制作当時の文化的環境、社会的背景とともに紹介。 
日本経済新聞 2014/12/21 

2014:09. / 8p,194p,2p 
978-4-00-431506-3 
1,100 円〔本体〕+税 

*9784004315063*

 

「戦場体験」を受け継ぐということ～ビルマルートの拉孟全滅戦の生存者を尋ね歩

いて～ 
遠藤 美幸 著 
高文研 
日本軍 1300 人 vs.中国軍 4 万人! 1944 年 6?9 月、米英軍による?介石軍支援の

「援?ルート」遮断をめぐって、日本軍と中国軍が激突した中国ビルマ国境の要衝

「拉孟」。日本軍守備隊全滅の真相を明らかにする。 
日本経済新聞 2014/12/21 

2014:11. / 239p 
978-4-87498-549-6 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784874985496*

 

国家経営の本質～大転換期の知略とリーダーシップ～ 
戸部 良一/ 寺本 義也/ 野中 郁次郎 著 
日本経済新聞出版社 
歴史を動かしたリーダーは何をとらえていたのか。サッチャー、レーガン、中曽根康

弘…。巨大な転換期に直面し、国家再生へ大きな舵を切ったリーダーたちの構想

力と指導力を解明する。「失敗の本質」「戦略の本質」の姉妹編。 
日本経済新聞 2014/12/21 

2014:11. / 10p,291p 
978-4-532-16923-7 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784532169237*

 

アメリカの卑劣な戦争～無人機と特殊作戦部隊の暗躍～<下> 
ジェレミー・スケイヒル/ 横山 啓明 著 
柏書房 
オバマ大統領がノーベル平和賞を手にする頃、政権は新たな戦争に着手しつつあ

った…。特別作戦を遂行する<殺人マシン>特殊作戦部隊と、手を汚さずにターゲッ

トを殺す無人航空機。アメリカによる現代の「汚い戦争」を描く。 
日本経済新聞 2014/12/21 

2014:10. / 441p 
978-4-7601-4502-7 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784760145027*

 

コーポレート・ガバナンス(岩波新書 新赤版 1513) 
花崎 正晴 著 
岩波書店 
日本企業のガバナンスの特徴とは何か。1990 年代の金融危機当時、日本の銀行

のガバナンスはどのような状態であったのか。経済のグローバル化はどう影響して

いるか。実証的に分析する。 
日本経済新聞 2014/12/21、毎日新聞 2014/12/21 

2014:11. / 11p,180p,4p
978-4-00-431513-1 
740 円〔本体〕+税 

*9784004315131*
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ナショナル・ストーリー・プロジェクト<１>(新潮文庫)  
ポール・オースター/ 柴田 元幸 著 
新潮社 
毎日新聞 2014/12/07 

2008:12. / ３６６ｐ 
978-4-10-245111-3 
630 円〔本体〕+税 

*9784102451113*

 

桜花～極限の特攻機～(中公文庫)  
内藤 初穂 著 
中央公論新社 
毎日新聞 2014/12/07 

1999:03. / ３３０ｐ 
978-4-12-203379-5 
762 円〔本体〕+税 

*9784122033795*

 

特攻の町・知覧～最前線基地を彩った日本人の生と死～(光人社ＮＦ文庫)  
佐藤 早苗 著 
潮書房光人社 
毎日新聞 2014/12/07 

2007:04. / ２６０ｐ 
978-4-7698-2529-6 
686 円〔本体〕+税 

*9784769825296*

 

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

まとう黒い疑惑。恐るべき“後妻業”の手口と実態。 
毎日新聞 2014/12/07 

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

*9784163900889*

 

慶應本科と折口信夫～いとま申して 2～ 
北村 薫 著 
文藝春秋 
いよいよ父は、慶應本科へと進む。教壇に日本文学史上の巨大人物、西脇順三郎

と父の終生の師折口信夫が登場する-。遺された日記を手がかりに綴る、文化薫る

著者の父の評伝風小説。 
毎日新聞 2014/12/07 

2014:11. / 349p 
978-4-16-390168-8 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784163901688*

 

コミティア 30th クロニクル<1> 
内藤 泰弘 著, コミティア実行委員会 編 
双葉社 
これまで 30 年間に、創作マンガ同人誌即売会コミティアで発表された同人誌から、

その時代時代を画した作品を集成。1 は、内藤泰弘、小田扉、太田モアレ、磯谷友

紀らの作品を収録する。 
毎日新聞 2014/12/07 

2014:05. / 639p 
978-4-575-30677-4 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784575306774*

 

イヴ・ボヌフォワとともに 
清水 茂 著 
舷燈社 
フランスの詩人イヴ・ボヌフォワの生涯を、彼の詩とともに辿る。ほか、「「詩」の発端

にあるもの」「イヴ・ボヌフォワと短詩型の問題」など、ボヌフォワをめぐる論考、エッセ

イを収録。 
毎日新聞 2014/12/07 

2014:11. / 267p 
978-4-87782-128-9 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784877821289*
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必殺技の戦後史～昭和?平成ヒーロー列伝～(双葉新書 101) 
細谷 正充 著 
双葉社 
力道山の空手チョップ、忍者カムイの飯綱落とし、鮎原こずえの竜巻おとし、星飛雄

馬の大リーグボール、ケンシロウの北斗神拳…。必殺技から作品を評論した書。『小

説推理』連載をまとめる。 
毎日新聞 2014/12/07 

2014:11. / 238p 
978-4-575-15453-5 
850 円〔本体〕+税 

*9784575154535*

 

コミティア 30th クロニクル<2> 
水 あさと 著, コミティア実行委員会 編 
双葉社 
これまで 30 年間に、創作マンガ同人誌即売会コミティアで発表された同人誌から、

その時代時代を画した作品を集成。2 は、水あさと、今井哲也、田中相、カヅホ、今

石洋之、西村ツチカらの作品を収録する。 
毎日新聞 2014/12/07 

2014:09. / 656p 
978-4-575-30729-0 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784575307290*

 

コミティア 30th クロニクル<3> 
山川 直人 著, コミティア実行委員会 編 
双葉社 
これまで 30 年間に、創作マンガ同人誌即売会コミティアで発表された同人誌から、

その時代時代を画した作品を集成。3 は、犬上すくね、こうの史代、オノ・ナツメ、重

野なおき、アラヰヨシヒコらの作品を収録する。 
毎日新聞 2014/12/07 

2014:11. / 661p 
978-4-575-30795-5 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784575307955*

 

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。 
毎日新聞 2014/12/07 

2014:10. / 255p 
978-4-10-610589-0 
780 円〔本体〕+税 

*9784106105890*

 

京都(みやこ)の路地(こみち)まわり道 
千 宗室 著 
ウェッジ 
慌ただしい日常の中で看過しがちな事物に目を留め、ちょっと立ち止まって思案す

ることの大切さを忘れずにいたい-。裏千家十六代家元から、京都を愛する旅人に

贈る 60 の掌編。旅の月刊誌『ひととき』連載に加筆・修正。 
毎日新聞 2014/12/07 

2014:11. / 163p 
978-4-86310-134-0 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784863101340*

 

大人の肉ドリル～家で「肉食」を極める!肉バカ秘蔵レシピ～ 
松浦 達也 著 
マガジンハウス 
すべては、家で肉を 高においしく食べるために…。 定番から、ちょっと背伸びの

変わりだね、あの店の味まで、 すべてにおいしい理由あり！ の「全 35 の肉レシ

ピ」を収録。 数百に及ぶ論文など膨大な資料をひもとき、 家庭で 
毎日新聞 2014/12/07 

2014:11. / 159p 
978-4-8387-2723-0 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784838727230*
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パリの家 
エリザベス・ボウエン/ 太田 良子 著 
晶文社 
11 歳の少女ヘンリエッタは、あずけられたパリのフィッシャー家で、私生児の少年レ

オポルドに出会う。無垢なふたりの前に、その歪んだ過去が繙かれ、残酷な現実が

立ち現れる…。運命の家を舞台に、時を超えて描く人生の真実。 
毎日新聞 2014/12/07 

2014:08. / 382p 
978-4-7949-6853-1 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784794968531*

 

放射線を浴びた X 年後 
伊東 英朗 著 
講談社 
被ばくしたのは第五福竜丸だけではなかった…。ビキニ水爆実験から 30 年後、海

の男達が自らの死を通して送り続ける声を受け取った高校生と教師がいた。彼らの

足跡をもとに真実を追い求めた地方局ディレクター10 年間の記録。 
毎日新聞 2014/12/07、日本経済新聞 2014/12/14 

2014:11. / 229p 
978-4-06-218163-1 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784062181631*

 

与那国台湾往来記～「国境」に暮らす人々～(やいま文庫) 
松田良孝 著 
南山舎 
毎日新聞 2014/12/14 

2013:09. / 341, 
978-4-901427-30-2 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784901427302*

 

国際政治のなかの国際保健事業～国際連盟保健機関から世界保健機関、ユニセ

フへ～(MINERVA 人文・社会科学叢書 198) 
安田 佳代 著 
ミネルヴァ書房 
連盟の経験はどのように受け継がれたか 
毎日新聞 2014/12/14 

2014:04. / 10p,306p 
978-4-623-06798-5 
6,000 円〔本体〕+税 

*9784623067985*

 

トロイアの真実～アナトリアの発掘現場からシュリーマンの実像を踏査する～ 
大村 幸弘/ 大村 次郷 著 
山川出版社 
シュリーマンの発掘、トロイア遺跡を再考する 
毎日新聞 2014/12/14 

2014:04. / 247p 
978-4-634-64069-6 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784634640696*

 

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

集成。単行本未収録作約 170 編含む 240 編 
毎日新聞 2014/12/14 

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

*9784622078241*

 

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

収録、ひさし流“笑い”のすべてが今、甦る！ 
毎日新聞 2014/12/14 

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

*9784309023090*
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兵士の報酬(随筆コレクション 1) 
野呂 邦暢 著 
みすず書房 
1980 年、42 歳で急逝した野呂邦暢。再評価著しい作家の随筆作品を多数の単行

本未収録作品を含め集成。本巻は 215 編収録。 
毎日新聞 2014/12/14 

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

*9784622078234*

 

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

両大陸を舞台とする波乱の家族史。待望の長篇小説。 
毎日新聞 2014/12/14 

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

*9784105901103*

 

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。 
毎日新聞 2014/12/14 

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

*9784163901220*

 

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！ 
毎日新聞 2014/12/14 

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

*9784103363910*

 

ミクロ経済学の力 
神取 道宏 著 
日本評論社 
『経済セミナー』の人気連載が単行本としてカムバック！ 書籍化にあたり、補論や

練習問題を大幅に追加。ミクロ経済学の本質がわかる 
毎日新聞 2014/12/14 

2014:09. / 12p,537p 
978-4-535-55756-7 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784535557567*

 

夢のなかの魚屋の地図 
井上 荒野 著 
幻戯書房 
小説家の父の口ぐせ、台所の母、書きつづけることへの決意…。作家・井上荒野初

のエッセイ集。プロデビューした 28 歳から約 24 年間に、様々な媒体に発表したエ

ッセイを収録。 
毎日新聞 2014/12/14 

2014:01. / 269p 
978-4-86488-037-4 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784864880374*

 

資本主義の終焉と歴史の危機(集英社新書 0732) 
水野 和夫 著 
集英社 
長期にわたるゼロ金利が示すのは、投資しても利潤の出ない資本主義の「死」。こ

の現実を無視して、成長戦略を追求すれば日本は沈む! 大転換期に立つ今、日

本が取るべき道を展望する。 
毎日新聞 2014/12/14 

2014:03. / 218p 
978-4-08-720732-3 
740 円〔本体〕+税 

*9784087207323*



 53  

 

回顧七十年 改版(中公文庫 さ 4-2) 
斎藤 隆夫 著 
中央公論新社 
2・26 事件、日中戦争、そして対米開戦へと向かう中、陸軍を中心とする「革新」勢

力の台頭に対し、あくまでも言論で対抗した議会政治家・斎藤隆夫の自伝。2 篇の

政治演説も収録する。 
毎日新聞 2014/12/14 

2014:09. / 289p 
978-4-12-206013-5 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784122060135*

 

中国の軍事戦略 
小原 凡司 著 
東洋経済新報社 
極超音速飛翔体の開発、暗躍するサイバー部隊、海軍力の急激な増強、空軍の無

謀な威嚇行為…。習近平は戦争をする気なのか。新進気鋭の軍事・安全保障アナ

リストが、中国の軍事戦略について綴る。 
毎日新聞 2014/12/14 

2014:10. / 333p 
978-4-492-21219-6 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784492212196*

 

マリー・アントワネットの植物誌 
エリザベット・ド・フェドー/ アラン・バラトン/ 川口 健夫 著 
原書房 
花を愛する若き王妃マリー・アントワネットに、ルイ 16 世が贈った小トリアノン宮。そ

こにあった 80 種類の植物を切り口に、彼女の日常に迫る。稀代の植物画家ルドゥ

ーテらの絵画や細密画が満載。 
毎日新聞 2014/12/14 

2014:02. / 243p 
978-4-562-04985-1 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784562049851*

 

不均衡という病～フランスの変容 1980-2010～ 
エマニュエル・トッド/ エルヴェ・ル・ブラーズ/ 石崎 晴己 著 
藤原書店 
高学歴化、女性の社会進出、移民の増大、経済格差の拡大、右傾化…。統計デー

タをもとに作成した 127 点のカラー地図を用いながら、フランスの現状の分析と解明

に取り組む。著者インタビューも収録。 
毎日新聞 2014/12/14 

2014:03. / 436p 
978-4-89434-962-9 
3,600 円〔本体〕+税 

*9784894349629*

 

ドン・カズムッホ(光文社古典新訳文庫 KA マ 4-2) 
マシャード・ジ・アシス/ 武田 千香 著 
光文社 
「いつもいっしょ…」「こっそりと…」 彼女は視線をゆっくり上げ、わたしたちは互いに

みつめあった…。みずみずしい描写で語られる愛と友情。美少女と美少年の美しく

せつない「恋」と「疑惑」の物語。 
毎日新聞 2014/12/14 

2014:02. / 556p 
978-4-334-75285-9 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784334752859*

 

犬に堕ちても 
ヘレ・ヘレ/ 渡辺 洋美 著 
筑摩書房 
42 歳、女は日常から逃げ出すように旅に出た。スーツケースだけを持って。辿りつ

いたのは海辺の田舎町。北欧デンマークの日常、屈託のない人々のやさしさの中

で、孤独な女の心は次第に紐解かれていく。 
毎日新聞 2014/12/14 

2014:03. / 220p 
978-4-480-83208-5 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784480832085*
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真実～新聞が警察に跪いた日～(角川文庫 た 74-1) 
高田 昌幸 著 
KADOKAWA 
北海道警察の裏金疑惑を大胆に報じた北海道新聞。しかし警察からの執拗な圧力

の前に、やがて新聞社は屈していく。組織が個人を、権力が正義をいかに踏みにじ

っていくか。恐るべき過程を記した衝撃の証言！ 
毎日新聞 2014/12/14 

2014:04. / 354p 
978-4-04-101323-6 
680 円〔本体〕+税 

*9784041013236*

 

アジア再興～帝国主義に挑んだ志士たち～ 
パンカジ・ミシュラ/ 園部 哲 著 
白水社 
アフガーニーが煽る、梁啓超が跳ぶ、タゴールが唸る-。現代の中国、インド、イスラ

ーム世界をかたち作る源泉となった知識人・活動家たちの足跡を追い、大きな歴史

地図の中に、今の国際情勢を位置づける。 
毎日新聞 2014/12/14 

2014:10. / 411p,31p 
978-4-560-08395-6 
3,400 円〔本体〕+税 

*9784560083956*

 

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。 
毎日新聞 2014/12/14 

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

*9784121022844*

 

殺人ザルはいかにして経済に目覚めたか?～ヒトの進化からみた経済学～ 
ポール・シーブライト/ 山形 浩生/ 森本 正史 著 
みすず書房 
部族でいがみ合っていた人類は、どのように協調し、繁栄を手にしたのか。経済生

活にまつわる数々のトピックを取り上げ、協力と信頼の観点からその仕組みを解き

明かす。広範囲の学問分野を渉猟した人類経済の自然史。 
毎日新聞 2014/12/14 

2013:12. / 
18p,419p,58p 
978-4-622-07800-5 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784622078005*

 

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

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

も挑んだ、「国父」と呼ばれる保守政治家の生涯を描く。 
毎日新聞 2014/12/14 

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

*9784121022660*

 

海よ里よ、いつの日に還る～東日本大震災 3 年目の記録～ 
寺島 英弥 著 
明石書店 
忘却と風化の壁を越えて問う。石巻の浜、相馬の海、飯舘の里は何を奪われ、何を

取り戻そうとしているのか-。被災者に寄り添い、その声を届け続けるジャーナリスト

が見た被災地の今。被災地取材記ブログを加筆、再構成。 
毎日新聞 2014/12/14 

2014:02. / 310p 
978-4-7503-3968-9 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784750339689*
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八面体(フィクションのエル・ドラード) 
フリオ・コルタサル 著 
水声社 
<鮮明な夢のイメージ>を作品へと昇華させるフリオ・コルタサル。実験的な語りの手

法を用いて<自分の も奥深い部分>を表現し、幻想性と日常性を交錯させて実験

的な手法で描きだした短編を収録。短編小説論等を併録。 
毎日新聞 2014/12/14 

2014:08. / 235p 
978-4-89176-955-0 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784891769550*

 

神秘 
白石 一文 著 
毎日新聞社 
53 歳、大手出版社役員の菊池は妻と離婚し、再びの独身生活を謳歌していた。あ

る日、末期の膵臓がんに冒されていることがわかり、余命 1 年を宣告された菊池

は、治療を受けず神戸に移住し…。『毎日新聞』連載を単行本化。 
毎日新聞 2014/12/14 

2014:04. / 564p 
978-4-620-10804-9 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784620108049*

 

詐欺師の勉強あるいは遊戯精神の綺想～種村季弘単行本未収録論集～ 
種村 季弘 著 
幻戯書房 
ドイツ文学者、エッセイスト、評論家として多くの著書・訳書を残した種村季弘の単

行本未収録論集。文学に関する鋭い批評から場末の飲み屋を語る滋味あふれるエ

ッセイまで、聖俗混淆を徘徊する独自の文章世界をカバーする。 
毎日新聞 2014/12/14 

2014:08. / 702p 
978-4-86488-052-7 
8,500 円〔本体〕+税 

*9784864880527*

 

虹をつかむ男(ハヤカワ epi 文庫 76) 
ジェイムズ・サーバー/ 鳴海 四郎 著 
早川書房 
ある時は勇猛果敢な艇長、ある時はスゴ腕の外科医…。風采上がらぬ中年恐妻家

の奇抜な空想癖を描く、2014 年 3 月公開映画「LIFE!」の原作である表題作をはじ

め、人生の悲哀と機微(笑)を鮮やかに語る珠玉の短篇集。 
毎日新聞 2014/12/14 

2014:01. / 381p 
978-4-15-120076-2 
760 円〔本体〕+税 

*9784151200762*

 

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 2014/12/14 

2014:10. / 379p 
978-4-15-209496-4 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784152094964*

 

木材・石炭・シェールガス～文明史が語るエネルギーの未来～(PHP 新書 922) 
石井 彰 著 
ＰＨＰ研究所 
太陽光発電などの再生可能エネルギーはエネルギー効率が非常に低く、大規模な

生態系破壊が必要条件となる-。「再生可能エネルギー幻想」ともいうべき、エネルギ

ーの現実を語り、シェールガスや新技術が変える未来を見通す。 
毎日新聞 2014/12/14 

2014:05. / 254p 
978-4-569-81797-2 
780 円〔本体〕+税 

*9784569817972*
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伴侶種宣言～犬と人の「重要な他者性」～ 
ダナ・ハラウェイ/ 永野 文香 著 
以文社 
セクシュアリティや種の違いのみならず、サイボーグのように生命と非生命の違いす

ら乗り越えて共に寄り添う<重要な他者>としての伴侶種。その伴侶としての犬との関

係性を描き、「人間主義」を超える新しい思想を凝縮する。 
毎日新聞 2014/12/14 

2013:11. / 178p 
978-4-7531-0317-1 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784753103171*

 

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 2014/12/14 

2014:10. / 422p,24p 
978-4-255-00803-5 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784255008035*

 

古代インドの思想～自然・文明・宗教～(ちくま新書 1098)  
山下 博司 著 
筑摩書房 
民族・言語・宗教の坩堝であるインドをまとめる価値観とは何か。高度に発達した

「知の体系」はいかに生まれたか。自然環境がインド人に与えた影響とは。気候変

動や風土的自然の側面から古代インド世界の文明と宗教を捉え直す。 
毎日新聞 2014/12/14 

2014:11. / 238p 
978-4-480-06802-6 
800 円〔本体〕+税 

*9784480068026*

 

リカード貿易問題の最終解決～国際価値論の復権～ 
塩沢 由典 著 
岩波書店 
経済学者 D・リカードが 1817 年に提起した国際価値論を構築するという問題が

終解決したとの報告。これまでの貿易理論の枠組みを大転換し、現実の貿易政策

に対しても大きな意味をもつ画期的研究成果。 
 
毎日新聞 2014/12/14 

2014:03. / 19p,426p 
978-4-00-025569-1 
10,500 円〔本体〕+税 

*9784000255691*

 

種痘伝来～日本の<開国>と知の国際ネットワーク～ 
アン・ジャネッタ/ 廣川 和花/ 木曾 明子 著 
岩波書店 
牛痘種痘の 新技術を日本に伝え、広めようとする苦闘のなかで形成されていった

国内外の医師や学者の知的ネットワークを辿りながら、その後の日本の近代化を準

備することにもなった彼らの営みを生き生きと描き出す。 
毎日新聞 2014/12/14 

2013:12. / 
15p,216p,38p 
978-4-00-025936-1 
4,000 円〔本体〕+税 

*9784000259361*

 

父が息子に語るマクロ経済学 
齊藤 誠 著 
勁草書房 
「マクロ経済学を学ぶことが、人生に必要な知的訓練になる」 マクロ経済学を勉強

しようというすべての社会人・学生に届ける。 
毎日新聞 2014/12/14、日本経済新聞 2014/12/21 

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

*9784326504008*
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アメリカが中国を選ぶ日～覇権国なきアジアの命運～ 
ヒュー・ホワイト/ 徳川 家広 著 
勁草書房 
日米同盟を根幹から揺さぶる、アメリカと中国「権力共有」の論理とは? 豪州随一の

戦略家が、アジアの未来図を冷徹に解き明かす。アメリカからの日本の「自立」を説

く、日本語版への序文も収録。 
毎日新聞 2014/12/14、日本経済新聞 2014/12/21 

2014:11. / 271p 
978-4-326-35166-4 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784326351664*

 

近代世界システム<1> 農業資本主義と「ヨーロッパ世界経済」の成立 
I.ウォーラーステイン/ 川北 稔 著 
名古屋大学出版会 
資本主義史の 高傑作 
毎日新聞 2014/12/21 

2013:10. / 
24p,423p,35p 
978-4-8158-0743-6 
4,800 円〔本体〕+税 

*9784815807436*

 

世界でいちばん美しい 
藤谷 治 著 
小学館 
「船に乗れ！」作者、十年越しの代表作！ 
毎日新聞 2014/12/21 

2013:11. / 381p 
978-4-09-386363-6 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784093863636*

 

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

てくれる現代の千夜一夜物語。 
毎日新聞 2014/12/21 

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

*9784062189668*

 

アダム・スミスとその時代 
ニコラス・フィリップソン/ 永井 大輔 著 
白水社 
母との閉じた日々、ヒュームの友情、執拗な隠匿癖まで、「資本主義の祖」の全体像

を初めて示した決定版評伝。 
毎日新聞 2014/12/21 

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

*9784560083697*

 

東洋天文学史(サイエンス・パレット 020)  
中村 士 著 
丸善出版 
古代オリエントとギリシア、インド、中国、朝鮮および東南アジアの天文学史を概観し

たのち、日本天文学史へと展開。 
毎日新聞 2014/12/21 

2014:10. / 7p,219p 
978-4-621-08862-3 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784621088623*

 

天体建築論～レオニドフとソ連邦の紙上建築時代～ 
本田 晃子 著 
東京大学出版会 
ロシア・アヴァンギャルド期に展開した未完の建築プロジェクトだけが描きえた、理想

の革命と未来の共同体に迫る。図版多数。 
毎日新聞 2014/12/21 

2014:03. / 
13p,322p,21p 図 版
14p 
978-4-13-066854-5 
5,800 円〔本体〕+税 

*9784130668545*
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安楽死を選ぶ～オランダ・「よき死」の探検家たち～ 
シャボットあかね 著 
日本評論社 
合法化から 10 年、国民の支持 8 割超。「安楽死のできる国」オランダの人々が選ぶ

「よき死」の現在を、現地在住の著者が描く。 
毎日新聞 2014/12/21 

2014:01. / 252p,19p 
978-4-535-98399-1 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784535983991*

 

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。 
毎日新聞 2014/12/21 

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

*9784766421712*

 

宇宙と人間七つのなぞ(河出文庫 ゆ 4-1) 
湯川 秀樹 著 
河出書房新社 
生命とは、宇宙とは、人間の心とは…? 日本人初のノーベル賞受賞者が壮大なな

ぞと四つに組み、少年少女に向け書き下ろした名著！ 
毎日新聞 2014/12/21 

2014:03. / 246p 
978-4-309-41280-1 
780 円〔本体〕+税 

*9784309412801*

 

「科学者の楽園」をつくった男～大河内正敏と理化学研究所～(河出文庫 み 24-1) 
宮田 親平 著 
河出書房新社 
「科学者の自由な楽園」と呼ばれた理化学研究所は、いかに誕生し何を残したの

か？ 所長大河内正敏と多彩な科学者達の栄光と苦難。 
毎日新聞 2014/12/21 

2014:05. / 407p 
978-4-309-41294-8 
920 円〔本体〕+税 

*9784309412948*

 

小林秀雄とその戦争の時～『ドストエフスキイの文学』の空白～ 
山城 むつみ 著 
新潮社 
従軍記者を志願してまで「戦争の時」に深く食い入り、『悪霊』の作者の苦悶に感応

した小林秀雄。書くことの実存に肉薄する長編論考。 
毎日新聞 2014/12/21 

2014:07. / 309p 
978-4-10-335991-3 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784103359913*

 

明治の表象空間 
松浦 寿輝 著 
新潮社 
世界は全て表象である。現在の原型たる明治の政治・経済・文学……あらゆるテク

ストを踏査する決定的大著。十余年に及ぶ知の集大成。 
毎日新聞 2014/12/21 

2014:05. / 735p,7p 
978-4-10-471702-6 
5,000 円〔本体〕+税 

*9784104717026*

 

未来のだるまちゃんへ 
かこ さとし 著 
文藝春秋 
『だるまちゃんとてんぐちゃん』『からすのパンやさん』で知られる絵本作家かこさとし

さんが未来の子どもたちに語りつぐメッセージ。 
毎日新聞 2014/12/21 

2014:06. / 254p 
978-4-16-390054-4 
1,450 円〔本体〕+税 

*9784163900544*
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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。 
毎日新聞 2014/12/21 

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

*9784309206608*

 

ある文人学者の肖像～評伝・富士川英郎～ 
富士川 義之 著 
新書館 
「 後の文人学者」富士川英郎の評伝。リルケから江戸漢詩に至る著作に寄り添い

つつ英文学者の富士川義之が父・英郎の生涯を読み解く 
毎日新聞 2014/12/21 

2014:03. / 446p 
978-4-403-21106-5 
3,600 円〔本体〕+税 

*9784403211065*

 

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 2014/12/21 

2014:08. / 
11p,245p,10p 
978-4-8057-5177-0 
2,700 円〔本体〕+税 

*9784805751770*

 

新訳紅楼夢<第 1 冊> 
曹 雪芹 著 
岩波書店 
天上世界の仙女たちが地上に降って繰り広げる一幕の夢幻劇を描いた中国古典

小説の金字塔「紅楼夢」120 回の全訳。1 は、第 1 回?第 16 回を収録する。解説付

き。 
毎日新聞 2014/12/21 

2013:09. / 11p,297p 
978-4-00-028661-9 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784000286619*

 

ヴァイオリン職人の探求と推理(創元推理文庫 M ア 14-1) 
ポール・アダム 著 
東京創元社 
殺人の動機は伝説のストラディヴァリウス？ 高級ヴァイオリン売買の知られざる内

情、贋作、緊迫のオークション。ヴァイオリン職人がさまざまな謎に取り組む傑作ミス

テリ！ 
毎日新聞 2014/12/21 

2014:05. / 414p 
978-4-488-17805-5 
1,080 円〔本体〕+税 

*9784488178055*

 

八月の日曜日  
パトリック・モディアノ/ 堀江 敏幸 著 
水声社 
私とシルヴィア。そしてこの町で再会した「あの男」ヴィルクール。静まり返る現在、ざ

わめく過去…。南仏の避暑地ニースを舞台に繰り広げられる、どこにもいない男女

の物語。 
毎日新聞 2014/12/21 

2003:08. / ２２８ｐ 
978-4-89176-475-3 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784891764753*
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プロット・アゲンスト・アメリカ～もしもアメリカが…～ 
フィリップ・ロス/ 柴田 元幸 著 
集英社 
もしも第二次大戦時に元飛行士で反ユダヤ主義者リンドバーグが大統領になって

いたら…。7 歳の少年の目線で差別にさらされる恐怖と家族・民族・国家を描く、ロス

高傑作とも評される歴史改変小説。 
毎日新聞 2014/12/21 

2014:08. / 531p 
978-4-08-773486-7 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784087734867*

 

明日戦争がはじまる～宮尾節子アンソロジー～ 
宮尾 節子 著 
集英社インターナショナル 
数万を超えてリツイートされた「明日戦争がはじまる」を中心に、現代社会を生きる日

本人に突き刺さる作品の数々をまとめた詩集。「しんでもわすれません」「正気でい

ること」など、全 31 編を収録。 
毎日新聞 2014/12/21 

2014:12. / 95p 
978-4-7976-7291-6 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784797672916*

 

宮崎駿論～神々と子どもたちの物語～(NHK ブックス 1215) 
杉田 俊介 著 
ＮＨＫ出版 
ジブリ中期以降の「飛翔から変身への変化」の背景にある、宮崎駿の抱く時代への

危機感とは何か。家族・自然・労働・日本…物語に埋め込まれた想いを、全キャリア

を詳細にたどり浮き彫りにする作家論。 
毎日新聞 2014/12/21 

2014:04. / 347p 
978-4-14-091215-7 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784140912157*

 

行動承認～組織の能力を最大化する「認める力」～ 
正田 佐与 著 
パブラボ 
福祉でも、工場でも、事務職でも営業職でも、意外なほど簡単に、職場を幸せな場

所にするやり方がある。「行動承認のマネジメント」をテーマに、現場から管理職まで

使えて、業績が好転する新手法を紹介。 
毎日新聞 2014/12/21 

2014:11. / 214p 
978-4-434-19857-1 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784434198571*

 

ツィゴイネルワイゼンの水邊 
平林 敏彦 著 
思潮社 
また冬が来て わたしはゆるされぬその場所へ 愚かしくもゆるしを乞いに訪れた し

らじらと何も知らぬふりをしながら ひとりの名も無きものをよそおって 今わのきわに

(「その場所へ」より) 詩集。 
毎日新聞 2014/12/21 

2014:07. / 91p 
978-4-7837-3427-7 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784783734277*

 

<株>貧困大国アメリカ(岩波新書 新赤版 1430) 
堤 未果 著 
岩波書店 
「1% vs 99%」の構図が世界にひろがるなか、本家本元のアメリカでは驚愕の事態が

進行中。あらゆるものが巨大企業にのまれ、株式会社化が加速する世界で、国民

が主権を取り戻す方法を事例を通して考える。 
毎日新聞 2014/12/21 

2013:06. / 5p,278p 
978-4-00-431430-1 
760 円〔本体〕+税 

*9784004314301*
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現代日本人の中国像～日中国交正常化から天安門事件・天皇訪中まで～ 
馬場 公彦 著 
新曜社 
日中の絆はなぜ失われたのか? 修復の手立ては? 1973 年から天皇訪中の 92 年

末まで、日本人の中国像の変容をたどり、徹底検証する。戦後日本人の台湾・モン

ゴルに対する認識も考察。「戦後日本人の中国像」続編。 
毎日新聞 2014/12/21 

2014:05. / 400p 
978-4-7885-1386-0 
4,200 円〔本体〕+税 

*9784788513860*

 

中国絵画入門(岩波新書 新赤版 1490)  
宇佐美 文理 著 
岩波書店 
絵画の基本的な要素は「形」だが、中国絵画の場合、さらに「気」という要素が加わ

る。気とは何か?中国絵画独特のこの考え方を丁寧に説明しながら、原始～清まで

の代表作 150 点を紹介し、その魅力を探る。カラー16 頁。 
毎日新聞 2014/12/21 

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

*9784004314905*

 

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 2014/12/21 

2014:10. / 242p 
978-4-02-251219-2 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784022512192*

 

宗教改革の物語～近代、民族、国家の起源～ 
佐藤 優 著 
KADOKAWA 
近代、民族、国家、ナショナリズムの起源となった宗教改革。中世末期のボヘミアの

宗教改革者ヤン・フスと、彼が活躍した 15 世紀のヨーロッパについて論じる。佐藤

優が全精力を注いで、現代の危機の源泉に挑んだ大型論考。 
毎日新聞 2014/12/21 

2014:04. / 444p 
978-4-04-110736-2 
3,300 円〔本体〕+税 

*9784041107362*

 

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

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

き物の物語。『すばる』掲載を加筆修正し単行本化。 
毎日新聞 2014/12/21 

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

*9784087715736*

 

NO ヘイト!～出版の製造者責任を考える～ 
加藤 直樹/ 神原 元/ 明戸 隆浩 著, ヘイトスピーチと排外主義に加担しない出

版関係者の会 編 
ころから 
「ヘイト本」をあふれさせているのは誰か? 2014 年 7 月開催のシンポジウムから生ま

れた、業界内部からあえて出版の製造者責任を問う本。加藤直樹による出版業界

におけるヘイト本の現状、書店員の声、識者の論評等を収録。 
毎日新聞 2014/12/21 

2014:10. / 142p 
978-4-907239-10-7 
900 円〔本体〕+税 

*9784907239107*
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日亜対訳クルアーン～<付>訳解と正統十読誦注解～ 
中田 考/ 中田 香織/ 下村 佳州紀/ 黎明イスラーム学術・文化振興会 著 
作品社 
イスラームの聖典を正統派の 新学知で翻訳。正統 10 伝承の異伝を世界で初め

てすべて翻訳。スンナ派イスラームの権威ある正統的な解釈に立脚する本格的翻

訳。伝統ある古典と 新の学知に基づく注釈書を参照し、アラビア語文法の厳密な

分析に基づく翻訳。 
毎日新聞 2014/12/21 

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

*9784861824715*

 

国家建設のイコノグラフィー～ソ連とユーゴの五カ年計画プロパガンダ～ 
亀田 真澄 著 
成文社 
ユーゴスラヴィア第一次五カ年計画のプロパガンダは、ソ連の第一次・第二次五カ

年計画とはいかに異なる想像力のうえになされていたのか。それぞれのメディアで

創りだされる視覚表象を通し、国家が国民をどのようにデザインしていったのかを解

明していく。 
毎日新聞 2014/12/21 

2014:03. / 182p 
978-4-86520-004-1 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784865200041*

 

「らしい」建築批判 
飯島 洋一 著 
青土社 
なぜ東京オリンピックのために、ザハ・ハディドの手による新国立競技場が必要なの

か。加熱する資本主義システムに加担する「ブランド」建築家たちの論理を厳密に

検証する。『ユリイカ』掲載をもとに単行本化。 
毎日新聞 2014/12/21 

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

*9784791768110*

 

フラナリー・オコナーとの和やかな日々～オーラル・ヒストリー～ 
田中 浩司 著, クレイグ・アマソン 編 
新評論 
神と人間の問題を描いた短編の名手の人間像 
毎日新聞 2014/12/28 

2014:11. / 15p,286p 
978-4-7948-0984-1 
3,400 円〔本体〕+税 

*9784794809841*

 

生と死をめぐる断想 
岸本 葉子 著 
中央公論新社 
人はどこから来てどこへ行くのか? がんを経験したエッセイストが、治療や瞑想の経

験、仏教・神道・心理学を渉猟し時間と存在について辿り着いた境地を、平明に深

く綴る。 
毎日新聞 2014/12/28 

2014:11. / 203p 
978-4-12-004680-3 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784120046803*

 

マル暴甘糟 
今野 敏 著 
実業之日本社 
童顔の 35 歳、甘粕達夫は北綾瀬署のマル暴刑事。撲殺事件の裏にあるのは暴力

団の抗争か、それとも半グレの怨恨か…。弱気な刑事の活躍ぶりを描く。月刊『ジェ

イ・ノベル』連載を単行本化。 
毎日新聞 2014/12/28 

2014:12. / 339p 
978-4-408-53655-2 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784408536552*



 63  

 

空の走者たち 
増山 実 著 
角川春樹事務所 
何もないはずの空を、人はどうして見上げるんだろう-。1964 年、円谷幸吉。2020
年、円谷ひとみ。ふたつの東京五輪をマラソン日本代表として走る 2 人は、ある

「空」でつながっていた…。希望と再生の物語。 
毎日新聞 2014/12/28 

2014:12. / 321p 
978-4-7584-1249-0 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784758412490*

 


