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2015 年 02 月分新聞書評 

 

ぼくは建築家ヤング・フランク 
フランク・ビバ/ まえじま みちこ/ ばん しげる 著 
西村書店 
MoMa 発！こどもの創造力を高める絵本 
産経新聞 2015/02/15 

2015:02. / [38p] 
978-4-89013-955-2 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784890139552*

 

日本航空一期生 
中丸 美繪 著 
白水社 
会社創業の苦難と喜びを描く渾身の感動実録 
産経新聞 2015/02/22 

2015:01. / 262p 
978-4-560-08414-4 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784560084144*

 

まちライブラリーのつくりかた～本で人をつなぐ～ 
礒井 純充 著 
学芸出版社 
どこでもできる！「みんなでつくる図書館」 
産経新聞 2015/02/01 

2015:01. / 182p 
978-4-7615-1345-0 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784761513450*

 

原敬～外交と政治の理想～<上>(講談社選書メチエ 589)  
伊藤 之雄 著 
講談社 
「平民宰相」の生涯を描く初の本格評伝。南部藩に生まれた少年が、新聞記者そして

外交官として頭角を現し、政治の世界に踏み込むまで 
産経新聞 2015/02/08 

2014:12. / 458p 
978-4-06-258592-7 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784062585927*

 

原敬～外交と政治の理想～<下>(講談社選書メチエ 590)  
伊藤 之雄 著 
講談社 
「平民宰相」の生涯を描く初の本格評伝。大隈重信・山県有朋・桂太郎らとの確執を経

て政党内閣を実現し、東京駅で凶刃に斃れるまで。 
産経新聞 2015/02/08 

2014:12. / 494p 
978-4-06-258593-4 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784062585934*

 

ありがとう、お父さん～市川團十郎の娘より～ 
市川 ぼたん 著 
扶桑社 
2013 年 2 月に亡くなった 12 代目市川團十郎。生前の壮絶な白血病との闘病も含め、

一家の中心を失った名家の姿を、一人娘の目を通して描いた父娘の話。 
産経新聞 2015/02/08 

2015:01. / 253p 
978-4-594-07049-6 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784594070496*
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マンデー・モーニング 
サンジェイ・グプタ/ 金原 瑞人/ 小林 みき 著 
柏書房 
月曜早朝の検討会議。それは、医師たちが も恐れる、医療ミス糾弾の場。成功する

のが当たり前の世界で次につるし上げられるのは誰? 迫真のノンフィクション・ノベル。 
産経新聞 2015/02/15 

2015:02. / 394p 
978-4-7601-4554-6 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784760145546*

 

谷垣禎一の興味津々～対談集～ 
谷垣 禎一 著 
かまくら春秋社 
小説家・永井路子、演劇研究家・河竹登志夫、脚本家・小山内美江子、泌尿器科医・

堀江重郎、政治家・柳澤伯夫…。谷垣禎一がさまざまな分野の賢人たちと語り合った

対談集。 
産経新聞 2015/02/15 

2014:12. / 261p 
978-4-7740-0640-6 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784774006406*

 

「肥後もっこす」かく戦えり～電通創業者光永星郎と激動期の外相内田康哉の時代～ 
境 政郎 著 
日本工業新聞社 
日本の近代化に寄与したい-。高い志をもった起業家・光永星郎と、それを見守った外

相・内田康哉。肥後の同郷 2 人に焦点を当て、広告代理店電通の“誕生秘話”を解き

明かす。 
産経新聞 2015/02/15 

2015:02. / 510p 
978-4-86306-113-2 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784863061132*

 

日本の大和言葉を美しく話す～こころが通じる和の表現～ 
高橋 こうじ 著 
東邦出版 
「片恋づま」「下ごしらえ」「ほだされる」「朝な夕な」…。大和言葉の魅力を暮らしに取り

入れましょう。日ごろの会話やスピーチ、手紙やメールなどに生かせる、大和言葉を紹

介します。 
産経新聞 2015/02/14 

2014:12. / 183p 
978-4-8094-1267-7 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784809412677*

 

元航空自衛官が 20 年間国会議員秘書をやってみた(ワニブックス|PLUS|新書 130) 
島本 順光 著 
ワニブックス 
マニュアルのない国政の場は、自衛隊以上に戦場のような世界だった…。元航空自衛

官ながら政策秘書となり、7 つの政党に所属した著者が、知られざる「仕事」と「舞台裏」

を語り尽くす。 
産経新聞 2015/02/08 

2014:12. / 191p 
978-4-8470-6556-9 
830 円〔本体〕+税 

*9784847065569*

 

クスリに殺されない 47 の心得～体のチカラがよみがえる近藤流「断薬」のススメ～ 
近藤 誠 著 
アスコム 
もっと自分の体を信じ、体の声をよく聞きましょう! 「医者に殺されない 47 の心得」で医

療の常識をくつがえした著者が、クスリから自由になって、元気で長生きするための心

得を伝授する。 
産経新聞 2015/02/01 

2015:01. / 239p 
978-4-7762-0852-5 
1,100 円〔本体〕+税 

*9784776208525*
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ちいさなかみさま 
石井 光太/ 今日 マチ子 著 
小学館 
たとえ絶望の中にあっても、人が見つける「光」-。人々の心に宿る「ちいさなかみさま」を

めぐる、じんわりと静かに胸を打つ掌編の数々を収録。『ビッグコミックスペリオール』連

載を加筆修正。 
産経新聞 2015/02/22 

2014:10. / 315p 
978-4-09-388386-3 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784093883863*

 

デブを捨てに 
平山 夢明 著 
文藝春秋 
借金まみれの俺は“デブ”を車に乗せて北へ向かった…。シュールかつ泥沼のような状

況を乾いたユーモアで描く。平山夢明の< 悪劇場>全 4 話。『オール讀物』掲載を大

幅に加筆修正し単行本化。 
産経新聞 2015/02/22 

2015:02. / 215p 
978-4-16-390199-2 
926 円〔本体〕+税 

*9784163901992*

 

通過者の視線 
森山 大道 著 
月曜社 
終わらない旅、写真との対話、橋と音の記憶…。「もうひとつの国へ」所収の文章から選

んだものに、1990 年以降から現在までの著作集未収録の原稿を加えてまとめた写真

論+エッセイ+対話集。 
産経新聞 2015/02/01 

2014:10. / 282p 
978-4-86503-018-1 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784865030181*

 

ウォール街が教えたくない日本大逆転のチャンス 
湯浅 卓 著 
東洋経済新報社 
なぜ、日本は復活するとウォール街は信じているのか? ニューヨーク・ワシントンで活躍

する国際弁護士が解き明かす、甦る日本のレガシー。ウォール街の血のにじむ激烈な

競争社会の表と裏を語る。 
産経新聞 2015/02/08 

2014:12. / 12p,229p 
978-4-492-44413-9 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784492444139*

 

響きあう身体～「気」の自然観・瞑想法・占術～ 
坂出 祥伸 著 
関西大学出版部 
「気」の観念を中心に論じた文章や講演録、対談などを集成。宗教的な側面よりも身体

論的な側面に重点を置き、全体を通じて「気」の感応という中国思想に特有の観念が通

底している論考を収録する。 
産経新聞 2015/02/22 

2014:11. / 5p,337p 
978-4-87354-588-2 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784873545882*

 

文明開化は長崎から<下> 
広瀬 隆 著 
集英社 
黒船来航よりも前に、日本は「開国」していた-。西洋文明の玄関・長崎をキーワードに、

動乱の幕末期、先進的な文明を導入した異才たちの業績を掘り起こし、「明治維新=近

代化」史観を根底から覆す。 
産経新聞 2015/02/08 

2014:11. / 460p,10p 
978-4-08-789003-7 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784087890037*
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その 1 秒をけずりだせ～駅伝・東洋大スピリッツ～ 
酒井 俊幸 著 
ベースボールマガジン社 
2011 年、早稲田大学にわずか 21 秒差で敗れた悔しさを原点に、築いた信念、意識、

戦略とは。2014 年正月の箱根駅伝で、東洋大学を監督就任以来 3 度目の優勝に導

いた著者が初めて記す勝負哲学。 
産経新聞 2015/02/08 

2014:12. / 205p 
978-4-583-10758-5 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784583107585*

 

日本人と天皇～昭和天皇までの二千年を追う～ 
田原 総一朗 著 
中央公論新社 
藤原道長、平清盛、足利義満、織田信長、マッカーサー…。権力者たちはなぜ天皇に

取って代わらなかったのか。天皇はなぜ生き残ったのか。田原総一朗が日本史 大の

謎に挑む。『中央公論』連載を再構成。 
産経新聞 2015/02/01 

2014:11. / 433p 
978-4-12-004676-6 
1,850 円〔本体〕+税 

*9784120046766*

 

Isabelle & Isabella 女の子のための人生のルール 188 
イザベル・バサス/ イザベラ・ソードセン/ 灰島 かり/ 木下 綾乃 著 
ポプラ社 
「人をジロジロ見ない」「ママの引きだしとか、こっそりあけない」…。アメリカの 10 歳と 8
歳の女の子が作った、「人生のルール」188 を紹介する。書き込み式の「わたしだけの

ルールブック」も収録。 
産経新聞 2015/02/08 

2014:11. / 102p 
978-4-591-14197-7 
1,100 円〔本体〕+税 

*9784591141977*

 

困ったときには図書館へ～図書館海援隊の挑戦～ 
神代 浩 著 
悠光堂 
2010 年 1 月に、図書館による課題解決支援サービスの一環として発足した図書館海

援隊。その発足の経緯からこれまでの活動について振り返るとともに、今後の図書館の

あるべき姿について問題提起する。 
産経新聞 2015/02/08 

2014:10. / 207p 
978-4-906873-21-0 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784906873210*

 

ラスト・ワルツ 
柳 広司 著 
KADOKAWA 
満鉄特急<あじあ>に乗車した瀬戸は、接触予定だった情報源の暗殺死体を発見。「ス

パイ殺し」を目的としたソ連の秘密諜報機関「スメルシュ」の仕業らしい。次の停車駅ま

で約二時間。瀬戸は作戦を練るが…。 
産経新聞 2015/02/22 

2015:01. / 226p 
978-4-04-102137-8 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784041021378*

 

堕ちられない「私」～精神科医のノートから～(文春新書 999)  
香山 リカ 著 
文藝春秋 
誰もが表向き「健全なクリーンさ」を演出する時代。でも、人間ってそんなに明るく健全

なものですか? 人間らしく生きるためにいかに“正しく堕ちる”ことができるのかを考え

る、21 世紀の「新・堕落論」。 
産経新聞 2015/02/28 

2014:11. / 222p 
978-4-16-660999-4 
750 円〔本体〕+税 

*9784166609994*
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バルト～氷の海を生きぬいた犬～ 
モニカ・カルネシ/ 中井 貴惠 著 
徳間書店 
ある寒い、冬の日のこと。子どもたちが、氷の上に何かいるのをみつけました。犬です。

どんどん流されていきます。だれか、あの犬を助けてあげて! ほんとうにあった、心あた

たまる物語。見返しに地図あり。 
産経新聞 2015/02/01 

2014:12. / [32p] 
978-4-19-863893-1 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784198638931*

 

人とミルクの 1 万年(岩波ジュニア新書 790) 
平田 昌弘 著 
岩波書店 
搾乳の発明と乳利用の開始は人に新しい生業をもたらした。自然環境に強く影響を受

けつつ、ユーラシア大陸で多様に発達した乳文化について解説しながら、乳利用の約

1 万年にわたる発達史の全体像をまとめる。 
産経新聞 2015/02/07 

2014:11. / 16p,204p 
978-4-00-500790-5 
880 円〔本体〕+税 

*9784005007905*

 

レーニンの誤りを見抜いた人々～ロシア革命百年、悪夢は続く～ (KEIGADO 
BOOKS) 
鈴木 肇 著 
恵雅堂出版 
ロシア革命から 100 年あまり、悪夢はなおも続いている。プレハーノフ、アクセリロード、

ポトレソフ、ペシェホーノフなど、レーニンに対抗したロシアの穏健社会主義の要人たち

の生涯、思想、業績を紹介する。 
産経新聞 2015/02/15 

2014:11. / 233p 
978-4-87430-039-8 
1,060 円〔本体〕+税 

*9784874300398*

 

人類が知っていることすべての短い歴史<下>(新潮文庫 シ-38-18)  
ビル・ブライソン 著 
新潮社 
生命の誕生、進化する体のデザイン、くり返す絶滅、氷河時代、そして、新天地を求め

て移動する類人猿-。イギリス屈指のユーモア・コラムニストが徹底的に調べて書いた、

高のサイエンス・エンターテイメント。 
産経新聞 2015/02/01 

2014:11. / 460p,51p 
978-4-10-218622-0 
790 円〔本体〕+税 

*9784102186220*

 

善と悪～江夏豊ラストメッセージ～ 
江夏 豊/ 松永 多佳倫 著 
KADOKAWA 
流浪のサウスポー・江夏豊が偉業の陰に募らせた、深い孤独。薬物による、偽りの救

済。再起への道程は苦難を極めたが、傍らには 愛の妻と唯一無二の親友・衣笠祥雄

がいた――。すべての男たちに贈る、再生の物語。 
産経新聞 2015/02/15 

2015:02. / 231p 
978-4-04-067375-2 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784040673752*

 

天皇のリゾート～御用邸をめぐる近代史～ 
澤村 修治 著 
図書新聞 
明治から昭和 20 年終戦に至る社会体制のなか、天皇は別荘地でどのような日々を送

っていたのか。独自の発達を遂げた「リゾート」文化の内実を、側近や政治家の日記、

回想、証言など一次史料を用いて明らかにする。 
産経新聞 2015/02/15 

2014:12. / 431p 
978-4-88611-460-0 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784886114600*
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さようならと言ってなかった～わが愛わが罪～ 
猪瀬 直樹 著 
マガジンハウス 
都知事就任、五輪招致活動、そして突然の辞任。激動のさなか、妻は突然の病に倒

れ、帰らぬ人となった。猪瀬直樹が辞任以来の沈黙を破り、招致成功の秘話、5000 万

円の真実、妻と過ごした 40 余年の日々をつづる。 
産経新聞 2015/02/14 

2014:10. / 203p 
978-4-8387-2715-5 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784838727155*

 

ナオミとカナコ 
奥田 英朗 著 
幻冬舎 
望まない職場で憂鬱な日々を送る直美。夫の暴力に耐える加奈子。追いつめられた 2
人が下した選択とは-。復讐か、サバイバルか、自己実現か。前代未聞の殺人劇が、

今、動き始める…。『ポンツーン』連載を加筆・修正。 
産経新聞 2015/02/01 

2014:11. / 438p 
978-4-344-02672-8 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784344026728*

 

文明開化は長崎から<上> 
広瀬 隆 著 
集英社 
日本をつくったのは「幕末の志士」ではない。「長崎の天才」たちである-。西洋文明の

玄関・長崎をキーワードに、江戸時代を生きた天才・俊才・奇才の業績を掘り起こし、日

本近代の産業史、技術史、文明史を再構築する。 
産経新聞 2015/02/08 

2014:11. / 399p 
978-4-08-789002-0 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784087890020*

 

本は旅をつれて～旅本コンシェルジュの旅行記～ 
森本 剛史 著 
彩流社 
お客さんのリクエストに応え、ガイド本や小説、ノンフィクション本が並ぶ棚を駆けめぐ

り、適切な本を探す。世界事情や多種多様な本を知らなければ務まらない-。代官山蔦

屋書店「旅行コンシェルジュ」森本剛史の旅行記。 
産経新聞 2015/02/08 

2014:12. / 239p 
978-4-7791-2067-1 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784779120671*

 

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。 
産経新聞 2015/02/15 

2014:11. / 163p 
978-4-86310-134-0 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784863101340*

 

とことん自転車(小学館新書 238)  
鶴見 辰吾 著 
小学館 
自転車って、おもしろいじゃない! 俳優・鶴見辰吾による、お気軽自転車ライフのすす

め。自らの体験を通して、自転車の素晴らしさを伝えるとともに、絶景コース、初めての

ロードバイクの選び方などの実践ノウハウを紹介。 
産経新聞 2015/02/22 

2015:02. / 205p 
978-4-09-825238-1 
720 円〔本体〕+税 

*9784098252381*
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我が心の底の光 
貫井 徳郎 著 
双葉社 
父は殺人を犯し、母は死んだ。5 歳で伯父夫婦に引き取られ、中華料理店を手伝いな

がら、空腹とともに生きた。学校ではいじめに遭った。まったき孤独。晄が向かう先には

いったい何があるのか…。『小説推理』連載を書籍化。 
産経新聞 2015/02/15 

2015:01. / 292p 
978-4-575-23888-4 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784575238884*

 

人類が知っていることすべての短い歴史<上>(新潮文庫 シ-38-17)  
ビル・ブライソン 著 
新潮社 
ビッグバンの秘密、あらゆる物質を形作る原子の成り立ち、地球の誕生、動く大地、地

球の軌道を横切る小惑星-。勉強のために丸暗記した用語や数字が、ユーモアとともに

蘇る。科学を退屈から救い出す、前代未聞の“宇宙史”。 
産経新聞 2015/02/01 

2014:11. / 452p 
978-4-10-218621-3 
750 円〔本体〕+税 

*9784102186213*

 

東大合格生の秘密の「勝負ノート」～徹底分析・二〇〇冊～ 
太田 あや 著 
文藝春秋 
弱点克服に役立ち、東大合格に必要な知識が自分流に整理され、心の支えにもなる

「勝負ノート」を徹底分析。タイプ別の「勝負ノートのつくり方」や、ベースとなる「授業ノ

ート」の書き方を伝授する。実際のノートも多数掲載。 
産経新聞 2015/02/28 

2015:02. / 111p 
978-4-16-390216-6 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784163902166*

 

日本資本主義の正体(幻冬舎新書 な-19-1)  
中野 雅至 著 
幻冬舎 
いまや資本主義は行き詰まり、日本では資本家による労働者からの搾取が蔓延ってい

る。なぜ、デモは起きないのか。富はどこに吸い込まれているのか。日本資本主義の特

殊性を謎解きし、搾取の構造から抜け出す方法を提示する。 
産経新聞 2015/02/01 

2015:01. / 245p 
978-4-344-98371-7 
800 円〔本体〕+税 

*9784344983717*

 

恋するソマリア 
高野 秀行 著 
集英社 
アフリカ大陸東端に広がるソマリア。残酷な戦場と平和な民主国家が隣り合う不思議な

世界に惹かれた著者が、あらゆる現場に飛び込む! 片想いが暴走する辺境リアルスト

ーリー。『小説すばる』連載に加筆・修正して単行本化。 
産経新聞 2015/02/22 

2015:01. / 306p 
978-4-08-771584-2 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784087715842*

 

脱・限界集落株式会社 
黒野 伸一 著 
小学館 
多岐川優の活躍で、消滅の危機を脱した止村。あれから 4 年-。駅前のシャッター通り

商店街の開発計画が持ち上がる。再開発か、現状維持か…。地域活性エンタテインメ

ント。『STORY BOX』連載に加筆修正して単行本化。 
産経新聞 2015/02/15 

2014:11. / 381p 
978-4-09-386398-8 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784093863988*
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ヒマラヤ探検史～地勢・文化から現代登山まで～ 
藤原 多伽夫 著, フィリップ・パーカー 編 
東洋書林 
標高 8000 メートル、全長 2400 キロにも及ぶ「世界の屋根」。その危険な容色に魅せら

れた人類による栄光と挫折に満ちた挑戦の軌跡を、10 人の研究者・アルピニストたち

が描破する。コラムや稀少図版なども収録。 
産経新聞 2015/02/22 

2015:02. / 353p 
978-4-88721-820-8 
4,500 円〔本体〕+税 

*9784887218208*

 

工作舎物語～眠りたくなかった時代～ 
臼田 捷治 著 
左右社 
松岡正剛が在籍した時代を中心に、初期工作舎の活動をたどった本。工作舎という稀

有の水源が生み出した、デザインを主とした水脈を探る。不夜城でくりひろげられた、

常識を越えたエピソードが満載。 
産経新聞 2015/02/01、朝日新聞 2015/02/01 

2014:11. / 292p 
978-4-86528-109-5 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784865281095*

 

金沢の不思議 
村松 友視 著 
中央公論新社 
加賀百万石の城下町を支えてきた人びとの知、歴史と文化、伝統と変容とが溶け合う

街・金沢。「旅人」として、30 年以上通い続けた金沢の汲めども尽きぬ魅力を綴る。『中

央公論』連載に、書き下ろし番外篇を加えて単行本化。 
産経新聞 2015/02/22、読売新聞 2015/02/22、日本経済新聞 2015/02/22 

2015:02. / 260p 
978-4-12-004697-1 
1,750 円〔本体〕+税 

*9784120046971*

 

成瀬巳喜男 映画の面影(新潮選書) 
川本 三郎 著 
新潮社 
戦前は「小津は二人いらない」と言われ、戦後は黒澤作品の添え物も撮った監督成瀬

巳喜男。なぜ彼の撮った女優はかくも美しく、懐かしいのか。「行きつく映画は成瀬」と

いう著者が刻む名匠の世界。『新潮 45』連載に加筆。 
産経新聞 2015/02/01、日本経済新聞 2015/02/15 

2014:12. / 220p 
978-4-10-603760-3 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784106037603*

 

敗者の身ぶり～ポスト占領期の日本映画～ 
中村 秀之 著 
岩波書店 
映画の中にあらわれる「歴史の薄明」をたどる 
中日新聞・東京新聞 2015/02/22 

2014:10. / 8p,336p,5p 
978-4-00-024477-0 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784000244770*

 

安さんのカツオ漁 
川島 秀一 著 
冨山房インターナショナル 
気仙沼出身の民俗学者が、一人の船頭の半生から見たカツオ一本釣り漁。土佐―三

陸、震災からの復興を願う強い絆。 
中日新聞・東京新聞 2015/02/08 

2015:01. / 301p 
978-4-905194-85-9 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784905194859*
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「世代」の正体～なぜ日本人は世代論が好きなのか～(河出ブックス 078) 
長山 靖生 著 
河出書房新社 
なぜこんなにも「世代論」が語られるのか。大正青年から脱ゆとりまで、「世代」をとおし

て明治後期以降を通覧する画期的日本社会論。 
中日新聞・東京新聞 2015/02/01 

2014:12. / 247p 
978-4-309-62478-5 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784309624785*

 

奴隷小説 
桐野 夏生 著 
文藝春秋 
世界は野蛮で残酷な牢獄に満ちている-。時代や場所に関わらず、社会に時折現出す

る抑圧と奴隷状態。その「虜囚たち」の姿を容赦なく描いた異色短編集。『新潮』ほか掲

載を単行本化。 
中日新聞・東京新聞 2015/02/22 

2015:01. / 155p 
978-4-16-390196-1 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784163901961*

 

不知火海への手紙 
谷川 雁 著 
アーツアンドクラフツ 
独特の喩法で、信州・黒姫から故郷・水俣にあてて、風土の自然や民俗、季節の動植

物や食を綴る。1980?90 年代に書かれた作品及び少年時代の習作を収めた、単行本

未収載散文集。 
中日新聞・東京新聞 2015/02/08 

2014:12. / 181p 
978-4-908028-04-5 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784908028045*

 

感染症の世界史～人類と病気の果てしない戦い～ 
石 弘之 著 
洋泉社 

強の感染症=エボラ出血熱を人類は押さえ込めるのか!? 微生物(ウイルス・細菌・寄

生虫)の 新遺伝子情報、40 億年の地球環境史の視点から、人類を苦しめる感染症

の正体を暴く。 
中日新聞・東京新聞 2015/02/01 

2014:12. / 334p 
978-4-8003-0554-1 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784800305541*

 

99 歳、現在進行形ね。～楽しく生きる心がけをお話しします～ 
笹本 恒子 著 
小学館 
他人の目や年齢を意識していたらきりがない。自分は自分なんだから-。1914 年生ま

れ、日本初の女性報道写真家・笹本恒子が、日々の暮らしや、老い、仕事、女性である

ことについて語る。 
中日新聞・東京新聞 2015/02/22 

2013:09. / 175p 
978-4-09-388324-5 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784093883245*

 

問いかける技術～確かな人間関係と優れた組織をつくる～ 
エドガー・H.シャイン/ 金井 壽宏/ 原賀 真紀子 著 
英治出版 
人間関係を築くのも、問題を解決するのも、物事を前進させるのも、すべては適切な質

問があってこそうまくいく。豊富な事例をあげながら、「謙虚に問いかける」ことの効果な

どを明快に説明する。 
中日新聞・東京新聞 2015/02/22 

2014:12. / 237p 
978-4-86276-171-2 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784862761712*
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佐太郎秀歌私見 
尾崎 左永子 著 
KADOKAWA 
多様性に充ちた短歌世界に今なお色褪せることない佐藤佐太郎の「技」。初期の佐太

郎の身辺にいた著者が、直接指導を受けた生身のことばとして、その精神の精髄を読

み解く。佐太郎秀歌 100 首も収録。 
中日新聞・東京新聞 2015/02/01 

2014:10. / 243p 
978-4-04-652879-7 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784046528797*

 

なぜ大国は衰退するのか～古代ローマから現代まで～ 
グレン・ハバード/ ティム・ケイン/ 久保 恵美子 著 
日本経済新聞出版社 
日本は没落の危機を克服できるか? 古代ローマから、明朝中国、スペイン、オスマン帝

国、大英帝国、ユーロ圏、日本、米国まで。 新の経済学をもとに、経済的不均衡が文

明を崩壊させることを解き明かす。 
中日新聞・東京新聞 2015/02/15 

2014:10. / 11p,461p 
978-4-532-35613-2 
2,700 円〔本体〕+税 

*9784532356132*

 

脱・成長神話～歴史から見た日本経済のゆくえ～(朝日新書 491)  
武田 晴人 著 
朝日新聞出版 
資本主義経済が成立してから 300 年、永続的な高成長は実現していない。しかし、成

長が終わった後でも、豊かで幸福な社会は可能である。歴史からの検証を通して経済

成長の呪縛を解き、日本社会の 善の未来を探る。 
中日新聞・東京新聞 2015/02/22 

2014:12. / 218p 
978-4-02-273591-1 
760 円〔本体〕+税 

*9784022735911*

 

「いのち」のままに～心の自由をとりもどす禅的瞑想法～ 
玄侑 宗久 著 
徳間書店 
日本人に相応しい瞑想を試行錯誤してきた著者が、禅的瞑想法のやり方を具体的に

わかりやすく説明すると同時に、いま流行の瞑想法の問題点について言及する。「いの

ち」が昻まるフェアリーブレイン活性確認シート付き。 
中日新聞・東京新聞 2015/02/22 

2014:07. / 221p 
978-4-19-863825-2 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784198638252*

 

農山村は消滅しない(岩波新書 新赤版 1519) 
小田切 徳美 著 
岩波書店 
地方は消滅するのか? 否。どこよりも早く過疎化、超高齢化と切実に向き合ってきた農

山村は、この難問を突破しつつある。現場をとことん歩いて回る研究者が丁寧にその事

例を報告、地方消滅論が意図した狙いを喝破する。 
中日新聞・東京新聞 2015/02/01 

2014:12. / 10p,242p 
978-4-00-431519-3 
780 円〔本体〕+税 

*9784004315193*

 

注目すべき 125 通の手紙～その時代に生きた人々の記憶～ 
北川 玲 著, ショーン・アッシャー 編 
創元社 
エリザベス二世からアイゼンハワー大統領へ、切り裂きジャックから自警団長へ…。女

王陛下から作家、学者、俳優、市井の人たちまで、時代を越えて人々の心を動かす手

紙 125 通の訳文と解説、原本、関連写真を収録する。 
中日新聞・東京新聞 2015/02/01 

2014:12. / 16p,383p 
978-4-422-90032-2 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784422900322*
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マルテの手記(光文社古典新訳文庫 KA リ 1-1) 
リルケ/ 松永 美穂 著 
光文社 
大都会パリをあてどなく彷徨うマルテ。「見る」ことを学ぼうと、街路の風景やそこに暮ら

す人々を観察するうち、その思考は故郷での奇妙な出来事や歴史的人物の人生の中

を飛び回り…。詩人の苦悩と再生を描くドイツ文学の傑作。 
中日新聞・東京新聞 2015/02/01 

2014:06. / 394p 
978-4-334-75262-0 
1,180 円〔本体〕+税 

*9784334752620*

 

ザ・レフト～UK 左翼セレブ列伝～(ele�king books) 
ブレイディみかこ 著 
Ｐヴァイン 
「言論の自由」を主張する Mr ビーン、左翼政党を結成したケン・ローチ、ドラッグ合法

化と革命を扇動するコメディアンのラッセル・ブランド…。英国人セレブの人生を通し

て、今あらためて「左翼の意味を問う」、痛快エッセイ。 
中日新聞・東京新聞 2015/02/22 

2014:12. / 218p 
978-4-907276-26-3 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784907276263*

 

坂本龍一×東京新聞～脱原発とメディアを考える～ 
坂本 龍一 著, 坂本 龍一/ 東京新聞集局 編 
東京新聞出版部 
東京新聞の「紙面刷新検討チーム」が取り組んだ「坂本龍一プロジェクト」の全仕事をま

とめる。坂本との白熱討論の模様、それをもとに新たな紙面を作るまでの経緯などを収

録。村上龍らの寄稿も掲載する。 
中日新聞・東京新聞 2015/02/15 

2014:11. / 189p 
978-4-8083-0996-1 
900 円〔本体〕+税 

*9784808309961*

 

勝海舟と幕末外交～イギリス・ロシアの脅威に抗して～(中公新書 2297)  
上垣外 憲一 著 
中央公論新社 
イギリスとロシアの植民地獲得競争に巻き込まれてゆく幕末の日本。ペリー来航から対

馬占拠事件まで、幕末の外交に勝海舟がどのように関わったのかを考察する。 
中日新聞・東京新聞 2015/02/15、読売新聞 2015/02/22 

2014:12. / 7p,268p 
978-4-12-102297-4 
880 円〔本体〕+税 

*9784121022974*

 

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。 
中日新聞・東京新聞 2015/02/08、日本経済新聞 2015/02/22 

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

*9784622078760*

 

ことばと国家(岩波新書)  
田中克彦 著 
岩波書店 
朝日新聞 2015/02/08 

1981:11. / ２１８ｐ 
978-4-00-420175-5 
740 円〔本体〕+税 

*9784004201755*
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クアトロ・ラガッツィ～天正少年使節と世界帝国～<上>(集英社文庫)  
若桑 みどり 著 
集英社 
朝日新聞 2015/02/01 

2008:03. / ５７５ｐ 
978-4-08-746274-6 
940 円〔本体〕+税 

*9784087462746*

 

クアトロ・ラガッツィ～天正少年使節と世界帝国～<下>(集英社文庫)  
若桑 みどり 著 
集英社 
朝日新聞 2015/02/01 

2008:03. / ５０３ｐ 
978-4-08-746275-3 
860 円〔本体〕+税 

*9784087462753*

 

蜘蛛の糸・杜子春 改版(新潮文庫)  
芥川 竜之介 著 
新潮社 
朝日新聞 2015/02/22 

1985:01. / １５１ｐ 
978-4-10-102503-2 
324 円〔本体〕+税 

*9784101025032*

 

トリツカレ男(新潮文庫)  
いしい しんじ 著 
新潮社 
朝日新聞 2015/02/22 

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

*9784101069234*

 

西郷札 改版(新潮文庫)  
松本 清張 著 
新潮社 
朝日新聞 2015/02/08 

2003:10. / ４７９ｐ 
978-4-10-110904-6 
630 円〔本体〕+税 

*9784101109046*

 

寛容論(中公文庫 ウ 7-1）  251p 2011 
ヴォルテール 著 
中央公論新社 
朝日新聞 2015/02/08 

2011:01. / 251p 
978-4-12-205424-0 
705 円〔本体〕+税 

*9784122054240*

 

ハーモニー(ハヤカワ文庫 ＪＡ)  
伊藤 計劃 著 
早川書房 
朝日新聞 2015/02/22 

2010:12. / ３８１ｐ 
978-4-15-031019-6 
720 円〔本体〕+税 

*9784150310196*
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夢を食った男たち～「スター誕生」と歌謡曲黄金の７０年代～(文春文庫)  
阿久 悠 著 
文芸春秋 
朝日新聞 2015/02/15 

2007:12. / ３８８ｐ 
978-4-16-732105-5 
638 円〔本体〕+税 

*9784167321055*

 

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 2015/02/22 

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

*9784334751418*

 

イスラームと西洋～ジャック・デリダとの出会い、対話～  
ムスタファ・シェリフ/ 小幡谷 友二 著 
駿河台出版社 
私＜デリダ＞は，アルジェリア人である 
朝日新聞 2015/02/08 

2007:10. / １６５，１７ｐ 
978-4-411-00377-5 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784411003775*

 

立松和平全小説<第１巻> 青春の輝き  
立松 和平 著 
勉誠出版 
文壇デビュー作など 初期の作品を収録 
朝日新聞 2015/02/15 

2009:11. / ３７７ｐ 
978-4-585-01269-6 
4,500 円〔本体〕+税 

*9784585012696*

 

アジア・太平洋のロシア～冷戦後国際秩序の模索と多国間主義～ 
加藤 美保子 著 
北海道大学出版会 
従来看過されてきたロシアの外交像を描く 
朝日新聞 2015/02/08 

2014:11. / 8p,225p 
978-4-8329-6809-7 
6,000 円〔本体〕+税 

*9784832968097*

 

学問/政治/憲法～連環と緊張～ 
毛利 透 著, 石川 健治 編 
岩波書店 
政治と切り結びながら営まれる学知のあり方 
朝日新聞 2015/02/08 

2014:12. / 15p,275p 
978-4-00-025992-7 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784000259927*

 

ニューヨークの女性の「強く美しく」生きる方法 
エリカ 著 
大和書房 
これからは国際基準でたくましく生きていく 
朝日新聞 2015/02/08 

2014:06. / 237p 
978-4-479-78288-9 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784479782889*
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「君が代」日本文化史から読み解く(平凡社新書 762) 
杜 こなて 著 
平凡社 
「君が代」を日本音楽の伝統に位置づけ考察する 
朝日新聞 2015/02/01 

2015:01. / 255p 
978-4-582-85762-7 
820 円〔本体〕+税 

*9784582857627*

 

鉄道黄金時代 1970's～ディスカバー・ジャパン・メモリーズ～ 
二村 高史 著 
日経ＢＰ社 
いつまでも記憶に残したい「美しい日本の鉄道風景」を 1 冊に。ディスカバー・ジャパン

時代の貴重な写真を満載。 
朝日新聞 2015/02/15 

2014:12. / 287p 
978-4-8222-5059-1 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784822250591*

 

辺境のフォークロア～ポスト・コロニアル時代の自然の思考～ 
金子 遊 著 
河出書房新社 
サハリンから南洋へ。太平洋の島弧の文化的な連続性をとらえるために、辺境へ。反侵

略の「ポスト民俗学」の実践。 
朝日新聞 2015/02/15 

2015:01. / 213p 
978-4-309-22619-4 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784309226194*

 

5 秒でわかる!!!よのなか小事典 
H-57/ 野崎 武夫 著 
辰巳出版 
人物、歴史上の出来事、場所や建物、道具、物語など世の中の様々な事象をピクトグ

ラムで表現したユニークな一冊。 
朝日新聞 2015/02/01 

2014:11. / 256p 
978-4-7778-1364-3 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784777813643*

 

「かわいい」の帝国～モードとメディアと女の子たち～  
古賀 令子 著 
青土社 
カタログ的なファッション・流行史として、また、現在の「かわいい」の秘密について、モ

ードの視点から肉薄する。 
朝日新聞 2015/02/22 

2009:06. / ２２７ｐ 
978-4-7917-6486-0 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784791764860*

 

読まされ図書室 
小林 聡美 著 
宝島社 
老若男女、様々な職業＆年齢の方々が自分勝手に推薦した本の数々に、小林聡美は

どんなエッセイで返球するのか…。 
朝日新聞 2015/02/08 

2014:12. / 175p 
978-4-8002-3396-7 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784800233967*

 

エシカルンテ 1(イブニング KC) 
森 和美 著 
講談社 
戦後北海道の大自然を舞台に紡がれる、二人の少女の物語。ただ超然とそこにある自

然に、少女たちは何を見るのか―。 
朝日新聞 2015/02/08 

2015:01. / 196p 
978-4-06-354555-5 
590 円〔本体〕+税 

*9784063545555*
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マップス～新・世界図絵～ 
アレクサンドラ・ミジェリンスカ/ ダニエル・ミジェリンスキ 著 
徳間書店 
いつまでも、何度でも見たくなる！ 世界各国の名所・名物がぎゅっとつまった、世界４

２か国掲載のイラスト入りアトラス！ 
朝日新聞 2015/02/01 

2014:09. / 105p 
978-4-19-863785-9 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784198637859*

 

ドファララ門 
山下 洋輔 著 
晶文社 
古希を迎えたジャズピアニストが、自らの音楽的ルーツを求めて、明治・大正・昭和・平

成と、時空間を駆け巡る。抱腹絶倒自叙伝。 
朝日新聞 2015/02/01 

2014:12. / 381p 
978-4-7949-6864-7 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784794968647*

 

吹部! 
赤澤 竜也 著 
飛鳥新社 
ＡＫＢぱるる、イチオシ！ 全国コンクール金賞という無茶な目標をぶち上げた弱小吹

奏楽部を舞台にした、笑って泣ける青春小説！ 
朝日新聞 2015/02/22 

2013:08. / 263p 
978-4-86410-258-2 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784864102582*

 

女の友情と筋肉<1>(星海社 COMICS) 
KANA 著 
星海社 
ほとばしる女子力と筋力！「ツイ 4」にて話題沸騰の 4 コマが単行本化。オリジナル版

に加え、描き下ろしを多数収録した肉厚な 1 冊。 
朝日新聞 2015/02/15 

2015:01. / 141p 
978-4-06-369521-2 
640 円〔本体〕+税 

*9784063695212*

 

図説孔子～生涯と思想～ 
孔 祥林/ 浅野 裕一/ 三浦 吉明 著 
科学出版社東京 
『史記』『春秋左氏伝』などの史書を用いて孔子の生涯と言葉を再構成し、270 枚のカラ

ー図版とともに解説した類例のない孔子伝。 
朝日新聞 2015/02/22 

2014:12. / 287p 
978-4-336-05848-5 
8,000 円〔本体〕+税 

*9784336058485*

 

テンプル騎士団(講談社学術文庫 2271)  
篠田 雄次郎 著 
講談社 
聖地守護の騎士団にして東西交流の媒介者、そして近代的組織の先駆。中世に生ま

れた欧州 大・ 強・ 富の軍事的修道会の実像に迫る 
朝日新聞 2015/02/15 

2014:12. / 209p 
978-4-06-292271-5 
780 円〔本体〕+税 

*9784062922715*

 

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！ 
朝日新聞 2015/02/08 

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

*9784103363910*
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銀の船と青い海(河出文庫 は 15-2) 
萩尾 望都 著 
河出書房新社 
萩尾望都が奏でる美しい童話 27 編。70～80 年代の貴重なカラーイラストを 80 ページ

にわたり 50 点掲載。幻の単行本未収録作も。 
朝日新聞 2015/02/15 

2015:02. / 205p 
978-4-309-41347-1 
830 円〔本体〕+税 

*9784309413471*

 

社会主義～その成長と帰結～ 
ウィリアム・モリス/ E.B.バックス/ 大内 秀明/ 川端 康雄 著 
晶文社 
アーツ＆クラフツ運動の主導者が、古代の共同体社会まで遡って実証する、マルクス=
レーニン主義の系譜と異なるもうひとつの社会主義 
朝日新聞 2015/02/22 

2014:12. / 355p 
978-4-7949-6775-6 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784794967756*

 

絶景のポリフォニー 
石川 竜一 著 
赤々舎 
若者の羽目を外した遊び、暴走族、同性愛者の姿…。2009 年?2014 年に沖縄で撮影

した作品をまとめた写真集。いれずみや裸の写真あり。 
朝日新聞 2015/02/01 

2014:11. / 1 冊(ページ

付なし) 
978-4-86541-025-9 
5,000 円〔本体〕+税 

*9784865410259*

 

加藤周一と丸山眞男～日本近代の<知>と<個人>～ 
樋口 陽一 著 
平凡社 
憲法学者・樋口陽一が、基本に立ち戻り、戦後日本を代表する英知・加藤周一と丸山

眞男の「憲法論」と「思想」を再読し、その本質を語り尽くす。 
朝日新聞 2015/02/08 

2014:12. / 181p 
978-4-582-83676-9 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784582836769*

 

詩についての小さなスケッチ(五柳叢書 101) 
小池 昌代 著 
五柳書院 
谷川俊太郎というひとは、お鍋で煮ると、つくづく、おいしい「だし」が出そうなひとであ

る-。小池昌代初の詩論集。『現代詩手帖』ほか掲載を書籍化。 
朝日新聞 2015/02/15 

2014:11. / 326p 
978-4-901646-26-0 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784901646260*

 

思想としての〈共和国〉～日本のデモクラシーのために～  
レジス・ドゥブレ/ 樋口 陽一/ 三浦 信孝/ 水林 章 著 
みすず書房 
「共和国」の思想を問うドゥブレの論考を導き手に、共和主義を論ずる地平より、議論を

展開。迷走状態にある、現代日本の政治を撃つ、鋭敏な思考を提起する。 
朝日新聞 2015/02/08 

2006:07. / ２７６ｐ 
978-4-622-07221-8 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784622072218*

 

日本史の森をゆく～史料が語るとっておきの 42 話～(中公新書 2299)  
東京大学史料纂所 編 
中央公論新社 
バサラは元々、優雅さを意味していた? 未婚の皇后の正体とは? 信長が朝廷に改暦を

求めた真意とは? 古代から幕末まで、史料に秘められた歴史の逸話を綴る。 
朝日新聞 2015/02/08 

2014:12. / 3p,240p 
978-4-12-102299-8 
800 円〔本体〕+税 

*9784121022998*
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生そのものの政治学～二十一世紀の生物医学，権力，主体性～(叢書・ウニベルシタ

ス 1017)  
ニコラス・ローズ 著 
法政大学出版局 
バイオ資本主義の発展した 21 世紀の現在、人々の生死を管理する権力と優生思想、

批判的知との間には何が生じているのか。生政治のリアルに迫る社会思想の画期作。 
朝日新聞 2015/02/08 

2014:10. / 
10p,496p,47p 
978-4-588-01017-0 
5,200 円〔本体〕+税 

*9784588010170*

 

旧満洲の真実～親鸞の視座から歴史を捉え直す～ 
張 ?鳳 著 
藤原書店 
医師であった父、満映に勤めた母の若き日々は、「満洲国」の盛衰とともにあった-。戦

後の旧満洲で育った中国女性が、親鸞の思想から、満洲国とは何だったかを考える。 
朝日新聞 2015/02/22 

2014:12. / 240p 
978-4-86578-004-8 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784865780048*

 

夜の床屋(創元推理文庫 M さ 7-1) 
沢村 浩輔 著 
東京創元社 
第４回ミステリーズ！新人賞受賞作の「夜の床屋」をはじめ、四季折々の「日常の謎」に

予想外の結末が待ち受ける、新鋭による不可思議でチャーミングな連作短編集全７

編。 
朝日新聞 2015/02/15 

2014:06. / 309p 
978-4-488-43711-4 
740 円〔本体〕+税 

*9784488437114*

 

追跡・沖縄の枯れ葉剤～埋もれた戦争犯罪を掘り起こす～ 
ジョン・ミッチェル/ 阿部 小涼 著 
高文研 
ヴェトナム戦争で散布された枯れ葉剤は、沖縄でも使われていた!? 米軍がひた隠す

“枯れ葉剤=エージェント・オレンジの闇”をヴェトナム・アメリカ・沖縄を舞台に追う。 
朝日新聞 2015/02/01 

2014:11. / 254p 
978-4-87498-556-4 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784874985564*

 

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。 
朝日新聞 2015/02/01 

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

*9784093863933*

 

少女のための秘密の聖書 
鹿島田 真希 著 
新潮社 
世界一のベストセラーは、近親相姦、殺人、男色、何でもあり…。芥川賞作家が、残酷

で、エロティックで、世にも奇妙な、旧約聖書の魅惑的な世界を描く。『波』連載を単行

本化。 
朝日新聞 2015/02/22 

2014:12. / 223p 
978-4-10-469505-8 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784104695058*
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鮎はママの子(ホップステップキッズ! 24) 
石井 睦美/ 網中 いづる 著 
そうえん社 
3 年生になった鮎は、なかよしのみなちゃんと同じクラスになりました。そんな時、学校

で「わたし」という宿題を出された鮎は、ママに自分が生まれたときの体重や身長をたず

ね…。 
朝日新聞 2015/02/22 

2014:12. / 141p 
978-4-88264-533-7 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784882645337*

 

イスラム国の正体(朝日新書 496) 
国枝 昌樹 著 
朝日新聞出版 
世界中の若者を引きつける武装組織「イスラム国」の現状・未来とは? 首切り動画や奴

隷売買など、謎に包まれた組織を、元シリア大使として現地にネットワークを持つ著者

が解説する。 
朝日新聞 2015/02/01 

2015:01. / 223p 
978-4-02-273596-6 
760 円〔本体〕+税 

*9784022735966*

 

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 2015/02/22 

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

*9784001141276*

 

徳川「大奥」事典 
松尾 美恵子 編 
東京堂出版 
徳川幕府の「大奥」の構造・役職・事件から経済活動・交際・年中行事、教養、人物、大

名家の「奥」まで。第一線の研究者が、江戸時代「大奥」の実像を 新の研究、史料に

もとづいて解説する。 
朝日新聞 2015/02/08 

2014:11. / 7p,432p 図

版 32p 
978-4-490-10855-2 
5,800 円〔本体〕+税 

*9784490108552*

 

ぺるそな  
鬼海 弘雄 著 
草思社 
３０年にわたって撮り続けられた市井の人びとのポートレート写真集。土門拳賞・日本写

真協会賞年度賞を受賞した２００３年刊「ＰＥＲＳＯＮＡ」に新たな作品４９点とエッセイを

加えた普及版。 
朝日新聞 2015/02/08 

2005:10. / ２３６ｐ 
978-4-7942-1450-8 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784794214508*

 

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。 
朝日新聞 2015/02/15 

2014:11. / 292p 
978-4-532-35625-5 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784532356255*
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残酷な 20 年後の世界を見据えて働くということ～すべての「逃げ切れない世代」へ!
～ 
岩崎 日出俊 著 
SB クリエイティブ 
どうしたら、血で血を洗う競争の激しい領域「レッド・オーシャン」を避け、働きがいのある

キャリアを送れるのか。働く人にとっては厳しく残酷な世界となる 20 年後の世界を生き

延びる方法を語る。 
朝日新聞 2015/02/01 

2014:11. / 255p 
978-4-7973-8045-3 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784797380453*

 

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

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

する。本体表紙に写真あり。 
朝日新聞 2015/02/15 

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

*9784904702468*

 

ソクラテスの妻(文春文庫 や 54-3) 
柳 広司 著 
文藝春秋 
ソクラテスの死後、悪妻クサンティッペが亡夫の実像を語る表題作のほか、オイディプ

ス、ゼウス、ミノタウロス、イカロス、タレスなどギリシアの神や人々が生き生きとよみがえ

る全 13 の掌編を収録。 
朝日新聞 2015/02/15 

2014:12. / 187p 
978-4-16-790249-0 
550 円〔本体〕+税 

*9784167902490*

 

形の素 
赤木 明登/ 内田 鋼一/ 長谷川 竹次郎 著 
美術出版社 
漆芸、陶芸、鍛金の分野でそれぞれ活躍し、審美眼を持つつくり手たちが、心惹かれ

て集めたもの。そこから見えてくるものとは。3 人のつくり手の骨董コレクションとテキスト

から、「形の素」に迫る。 
朝日新聞 2015/02/08 

2014:12. / 167p 
978-4-568-14370-6 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784568143706*

 

ロバのジョジョとおひめさま 
マイケル・モーパーゴ/ ヘレン・スティーヴンズ/ おびか ゆうこ 著 
徳間書店 
「ロバさんと、おともだちになりたいの!」 だれにもやさしくしてもらったことのないロバの

ジョジョ。ところがある日、やさしいおひめさまと出会い…。ベネチアを舞台にした、胸が

ほんわかする物語。 
朝日新聞 2015/02/22 

2015:01. / [40p] 
978-4-19-863902-0 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784198639020*

 

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。 
朝日新聞 2015/02/22 

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

*9784022735850*
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なるほど！赤ちゃん学～ここまでわかった赤ちゃんの不思議～(新潮文庫 た-113-1)  
玉川大学赤ちゃんラボ 著 
新潮社 
赤ちゃんがピタッと泣き止んじゃう秘密って? 子守歌の効き目は? どうやって言葉を覚

えるの? 2000 人の乳幼児と接した研究者たちが、新生児期・乳幼児期の気になる「謎」

を科学的に解き明かす。 
朝日新聞 2015/02/22 

2014:12. / 269p 
978-4-10-126491-2 
520 円〔本体〕+税 

*9784101264912*

 

女は胆力(学研 M 文庫 そ-1-1) 
園田 天光光 著 
学研パブリッシング 
「胆力」さえ身につけば、女に怖いものなし! 94 歳で元気?剌。戦後初の女性衆議院議

員にして、園田直元外相夫人の著者が、怪物バアサンの異名を持つ、その自由豪胆

かつしなやかな生き方の極意を語る。 
朝日新聞 2015/02/01 

2013:08. / 257p 
978-4-05-900850-7 
629 円〔本体〕+税 

*9784059008507*

 

イヌのホンネ(小学館新書 239)  
西川 文二 著 
小学館 
雑誌『いぬのきもち』を監修する著者が、イヌのきもちのあれこれを分かりやすくユーモ

ラスに綴る。「飼い主に似るワケ」「優良業者の見分け方」といったコラムも収録。『週刊

ポスト』連載を加筆し書籍化。 
朝日新聞 2015/02/22 

2015:02. / 253p 
978-4-09-825239-8 
740 円〔本体〕+税 

*9784098252398*

 

言語小説集(新潮文庫 い-14-34)  
井上 ひさし 著 
新潮社 
カギ括弧記号が恋に落ちる「括弧の恋」、文法的に意味をなさないセリフに役者が狂わ

されていく「極刑」、方言学者が元特高に方言で復讐を果たす「五十年ぶり」など 7 編

に、単行本未収録の幻の 4 編を追加。 
朝日新聞 2015/02/08 

2014:12. / 215p 
978-4-10-116834-0 
460 円〔本体〕+税 

*9784101168340*

 

シャチ生態ビジュアル百科～世界の海洋に知られざるオルカの素顔を追う～ 
水口 博也 著 
誠文堂新光社 
北極の氷の間から南極の氷の間まで、地球上の海洋に広く生息するシャチ。各地の海

にすむシャチを訪ねながら、その驚くほどに多彩な生態を解説するとともに、科学者た

ちが行ってきた努力の軌跡を紹介する。 
朝日新聞 2015/02/15 

2015:01. / 191p 
978-4-416-11333-2 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784416113332*

 

新宿駅 後の小さなお店ベルク～個人店が生き残るには？～(ちくま文庫 い 85-1) 
井野 朋也 著 
筑摩書房 
新宿駅東口改札から徒歩 15 秒にある個人商店カフェ「ベルク」。チェーン店にはな

い、飲食店経営の面白さと創意工夫を店長自らが綴る。外食業コンサルタントの解説も

収録。その後の動きを追加して文庫化。 
朝日新聞 2015/02/08 

2014:12. / 276p 
978-4-480-43233-9 
740 円〔本体〕+税 

*9784480432339*
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秋たちぬ～寺山修司未発表詩集～ 
寺山 修司 著, 寺山 修司/ 田中 未知 編 
岩波書店 
草のまくらに草ぶとん その上にねて青空をゆく 白いくもを仰ぎながら未だ 還らない父

を想った(「畫の一時」より) 寺山修司が 10 代の頃に綴った詩を収めた未発表詩集。手

描きのノートも全ページ収録。 
朝日新聞 2015/02/01 

2014:11. / 174p 
978-4-00-024045-1 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784000240451*

 

池上彰が読む「イスラム」世界～知らないと恥をかく世界の大問題～ 
池上 彰 著 
KADOKAWA 
イスラムには世界の大問題を読み解くカギがある! イスラム教の基本から、「アラブの

春」の結末、ハラルマーケットまで、イスラム世界を理解するために必要な基本知識と

新ニュース解説が詰まった図解版。 
朝日新聞 2015/02/22 

2014:07. / 192p 
978-4-04-731384-2 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784047313842*

 

「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。 
朝日新聞 2015/02/08 

2014:11. / 228p 
978-4-06-257892-9 
900 円〔本体〕+税 

*9784062578929*

 

起き姫～口入れ屋のおんな～ 
杉本 章子 著 
文藝春秋 
夫の浮気で離縁したおこうが向かったのは、元乳母の切り盛りする口入れ屋の三春

屋。やがて女主人として人と人との縁を結んでいくが…。江戸のおんな模様を描き切っ

た傑作集。『オール讀物』掲載を単行本化。 
朝日新聞 2015/02/15 

2015:01. / 308p 
978-4-16-390188-6 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784163901886*

 

絶体絶命でも世界一愛される会社に変える!～2 代目女性社長の号泣戦記～ 
石坂 典子 著 
ダイヤモンド社 
「お試し社長」の期限は 1 年間。成果を挙げなければ即解任! バッシング報道 中に

30 歳で、産廃屋・石坂産業の 2 代目社長になった著者が、失意のどん底から、社員の

心を変え、会社を変えた道のりを綴る。 
朝日新聞 2015/02/15 

2014:12. / 233p 
978-4-478-02942-8 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784478029428*

 

18 歳の著作権入門(ちくまプリマー新書 225) 
福井 健策 著 
筑摩書房 
著作権を考えることは未来を創造すること! 著作権の基礎的な知識からデジタル化が

揺さぶる創作と著作権の現況までを、わかりやすく解説する。『CNET Japan』連載を改

題、加筆・修正して書籍化。 
朝日新聞 2015/02/22 

2015:01. / 202p,4p 
978-4-480-68928-3 
820 円〔本体〕+税 

*9784480689283*
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中年の新たなる物語～動物学、医学、進化学からのアプローチ～ 
デイヴィッド・ベインブリッジ/ 成田 あゆみ 著 
筑摩書房 
中年時代というのは、精神的な成熟期だけでなく、肉体的にも新たなステージへと進化

する時期なのである-。ヒトの「中年期」に脳と進化の視点から迫り、中年期のさまざまな

身体的・精神的な変化を検証する。 
朝日新聞 2015/02/15 

2014:11. / 312p 
978-4-480-86080-4 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784480860804*

 

スターおすすめられシネマ～アナタ色に染めてほしいの…～ 
河原 雅彦 著 
日之出出版 
名作話題作、残さず全部いただきます! カルト映画偏愛気味な舞台演出家・河原雅彦

が、人気俳優ら 28 名からのおすすめ映画を鑑賞。スペシャル対談も収録。『CINEMA 
SQUARE』連載を単行本化。 
朝日新聞 2015/02/08 

2015:01. / 174p 
978-4-89198-146-4 
1,667 円〔本体〕+税 

*9784891981464*

 

会議の政治学<2>(慈学選書) 
森田 朗 著 
慈学社出版 
会議、とくに政府の審議会において、ものごとがどのように決定されるかについて記述。

会議における決定の手続と内容の関係、メンバーの「顔」に着目した人間心理、 近の

審議会改革の方向をテーマに論じる。 
朝日新聞 2015/02/22 

2014:12. / 10p,176p 
978-4-903425-92-4 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784903425924*

 

「時間ですよ」を作った男～久世光彦のドラマ世界～  
加藤 義彦 著 
双葉社 
「時間ですよ」「寺内貫太郎一家」等、ＴＢＳの人気ドラマ群を演出した故・久世光彦氏

に生前インタビューした内容を収録した一冊。６年の歳月をかけた徹底インタビューで

明かされる伝説のドラマ誕生＆制作秘話。 
朝日新聞 2015/02/15 

2007:03. / ２５５ｐ 
978-4-575-29954-0 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784575299540*

 

なぜ生物時計は、あなたの生き方まで操っているのか? 
ティル・レネベルク/ 渡会 圭子 著 
合同出版 
私たちの細胞や代謝のリズムを制御し、心身の調子のもとになっている生物時計。時間

生物学の国際的リーダーである著者の広範な調査を軸に、いかに生物時計が私たち

の生活に重要な役割を果たしているかを伝える。 
朝日新聞 2015/02/01 

2014:10. / 315p 
978-4-7726-9542-8 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784772695428*

 

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。 
朝日新聞 2015/02/22 

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

*9784791768318*
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幻滅～外国人社会学者が見た戦後日本 70 年～ 
ロナルド・ドーア 著 
藤原書店 
依然としてどこよりも暮らしやすいが、右傾化した現在の政治・政策には違和感しかな

い-。戦後間もなく来日したイギリスの社会学者が、自身の「日本」という存在・国・イメー

ジに対する感情の移り変わりを綴る。 
朝日新聞 2015/02/01 

2014:11. / 266p 
978-4-86578-000-0 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784865780000*

 

婚活 1000 本ノック 
南 綾子 著 
新潮社 
南綾子、32 歳。売れないエロ作家。彼氏ナシ。自分をヤリ逃げしたサイテー男の幽霊

を「婚活アドバイザー」にして、本気で婚活することに。婚活ズレしてしまった崖っぷち

女の魂の叫びが炸裂する、スポ根恋愛小説。 
朝日新聞 2015/02/01 

2014:12. / 236p 
978-4-10-303852-8 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784103038528*

 

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。 
朝日新聞 2015/02/22 

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

*9784150504212*

 

オリーブ少女ライフ 
山崎 まどか 著 
河出書房新社 
人気コラムニストが、雑誌『オリーブ』と共に過ごした少女時代を綴る 1980 年代メモワー

ル。『オリーブ』連載の「東京プリンセス」も完全収録。『KAWADE WEB MAGAZINE』

連載に加筆し書籍化。 
朝日新聞 2015/02/22 

2014:10. / 207p 
978-4-309-02331-1 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784309023311*

 

ぼくらは都市を愛していた(朝日文庫 か 58-1) 
神林 長平 著 
朝日新聞出版 
デジタルデータのみを破壊する“情報震”が頻発している地球。あらゆる情報が崩壊し、

機能を失った大都市からは人の影が消えた。偵察のためトウキョウに進駐した日本情

報軍機動観測隊は、想定外の「敵」と出会う…。 
朝日新聞 2015/02/22 

2015:01. / 366p 
978-4-02-264762-7 
720 円〔本体〕+税 

*9784022647627*

 

縁の切り方～絆と孤独を考える～(小学館新書 228) 
中川 淳一郎 著 
小学館 
ネットでもリアルでも「つながる」ことは本当に幸せなのか? ネットニュース界の第一人者

が、ネット上での豊富な事件簿や自身の壮絶な体験を赤裸々に振り返りつつ、本当に

重要な人間関係とは何かをあらためて問う。 
朝日新聞 2015/02/08 

2014:12. / 253p 
978-4-09-825228-2 
740 円〔本体〕+税 

*9784098252282*
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スパイは泳ぎつづける(ハヤカワ文庫 NV 1326)  
ヨアキム・サンデル 著 
早川書房 
兵役についていた頃の旧友から届いた一通のメールが、一介の学生に過ぎないムー

ディを謎めいた事件に巻き込む。何者かに追われた彼は元恋人のクララに助けを求め

た。熾烈な追跡の末に待つものは? 国際スパイ小説。 
朝日新聞 2015/02/01 

2014:12. / 536p 
978-4-15-041326-2 
1,100 円〔本体〕+税 

*9784150413262*

 

昭和の結婚(らんぷの本) 
小泉 和子 編 
河出書房新社 
結婚とは「家」と「家」のものだった時代、女性にも男性にも自由はなかった…。結婚式、

新婚旅行、農村の結婚、在日朝鮮人の結婚、嫁入道具など、昭和の結婚の諸相につ

いて、豊富な貴重な図版を交えながら解説する。 
朝日新聞 2015/02/08 

2014:11. / 159p 
978-4-309-75012-5 
1,850 円〔本体〕+税 

*9784309750125*

 

詩的で超常的な調べ～霊界の楽聖たちが私に授けてくれたもの～ 
ローズマリー・ブラウン/ 平川 富士男 著 
国書刊行会 
ある日を境に霊界の楽聖たちからの「新曲」を次々に受け取ることになったローズマリ

ー。1960?70 年代のイギリスで、センセーショナルな話題を呼んだ音楽霊媒による、「死

後の世界」の不思議に満ち溢れた自伝。 
朝日新聞 2015/02/08 

2014:11. / 349p,3p 図

版 14p 
978-4-336-05831-7 
2,900 円〔本体〕+税 

*9784336058317*

 

nature 科学未踏の知～地球(地球文明)|環境|宇宙～ 
竹内 薫/ [菊川 要 著 
実業之日本社 
2000 年?現在の『nature』誌のコラム「news&views」の中から、驚きの発見や現代社会に

影響を与えたトピックなどをセレクトし、図表化して詳細に解説する。日本の研究機関の

投稿科学論文も収録。 
朝日新聞 2015/02/22 

2015:02. / 380p 
978-4-408-11104-9 
3,500 円〔本体〕+税 

*9784408111049*

 

nature 科学系譜の知～バイオ(生命科学)|医学|進化(古生物)～ 
竹内 薫/ [菊川 要 著 
実業之日本社 
2000 年?現在の『nature』誌のコラム「news&views」の中から、驚きの発見や現代社会に

影響を与えたトピックなどをセレクトし、図表化して詳細に解説する。日本の研究機関の

投稿科学論文も収録。 
朝日新聞 2015/02/22 

2015:01. / 380p 
978-4-408-11105-6 
3,500 円〔本体〕+税 

*9784408111056*

 

nature 科学深層の知～物理数学|物理化学|工学|ロボット～ 
竹内 薫/ [菊川 要 著 
実業之日本社 
2000 年?現在の『nature』誌のコラム「news&views」の中から、驚きの発見や現代社会に

影響を与えたトピックなどをセレクトし、図表化して詳細に解説する。日本の研究機関の

投稿科学論文も収録。 
朝日新聞 2015/02/22 

2015:02. / 380p 
978-4-408-11106-3 
3,500 円〔本体〕+税 

*9784408111063*
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学問の力(ちくま文庫 さ 41-1) 
佐伯 啓思 著 
筑摩書房 
今日、学問は極めて深刻な状態にある。「知の芸能化」や「専門主義化」を克服するに

はどうすべきか。その処方箋として、普遍性の追求と同時に「故郷」を持つことの大切さ

を、自身の研究体験を紹介しながら提言する。 
朝日新聞 2015/02/01 

2014:12. / 294p 
978-4-480-43232-2 
800 円〔本体〕+税 

*9784480432322*

 

古代の女性官僚～女官の出世・結婚・引退～(歴史文化ライブラリー 390) 
伊集院 葉子 著 
吉川弘文館 
日本古代の宮廷で活躍した女官=女性官僚とは、いかなる人びとだったのか。出仕の

ルートや日常業務、出世や俸給、結婚や引退、死に至るまでのライフコースを辿り、天

皇の政務と日常生活を支えた女性の生き方を描く。 
朝日新聞 2015/02/22 

2014:12. / 7p,246p 
978-4-642-05790-5 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784642057905*

 

HIROSHI HARA:WALLPAPERS～空間概念と様相をめぐる<写経>の壁紙～ 
原 広司 著 
現代企画室 
空間を構想する方法を追求しつづける建築家・原広司が、空間についての重要なテキ

ストに向きあい、<様相><変わること>を把握し、表現することを試みる。作品のほか、<
空間の文法>を準備する 2 つの補論も収録。 
朝日新聞 2015/02/08 

2014:11. / 257p 
978-4-7738-1423-1 
3,500 円〔本体〕+税 

*9784773814231*

 

死ぬ気まんまん(光文社文庫 さ 8-3) 
佐野 洋子 著 
光文社 
ガンが転移し余命 2 年を宣告されながらも、煙草を吸い、ジャガーを購入し、ジュリー

にときめく-。佐野洋子の思いがいっぱいに詰まった魅力的なエッセー集。主治医との

対談、関川夏央が綴った佐野洋子の思い出も収録。 
朝日新聞 2015/02/08 

2013:10. / 241p 
978-4-334-76646-7 
500 円〔本体〕+税 

*9784334766467*

 

沢田マンションの冒険～驚嘆！セルフビルド建築～(ちくま文庫 か 66-1)  
加賀谷 哲朗 著 
筑摩書房 
他に類を見ない巨大セルフビルド建築、沢田マンション。日本版サグラダファミリアとも

称されるこの建物がどのように作られ、いかに住民に使いこなされてきたのか。4 階に釣

堀、5 階に水田が広がる建築物の魅力に迫る。 
朝日新聞 2015/02/22 

2015:01. / 301p 
978-4-480-43244-5 
1,100 円〔本体〕+税 

*9784480432445*

 

石の物語～中国の石伝説と『紅楼夢』『水滸伝』『西遊記』を読む～ 
ジン・ワン/ 廣瀬 玲子 著 
法政大学出版局 
「紅楼夢」「水滸伝」「西遊記」がすべて石から始まる物語であることに着目し、中国のテ

クストの歴史を遡り、石をめぐる伝説を博捜する。それらを踏まえて 3 つの文学作品を

読解し、そのテクスト相関性を明らかにする。 
朝日新聞 2015/02/15 

2015:01. / 
10p,419p,29p 
978-4-588-49508-3 
4,800 円〔本体〕+税 

*9784588495083*
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ハリウッド・スターはなぜこの宗教にはまるのか 
ジョン・スウィーニー/ 栗原 泉 著 
亜紀書房 
ひとりの SF 作家が創始した組織が、つねに宗教かカルトかの物議を醸し続けている。

巨大な資金力、闇の教義、惹きつけられるセレブ達。サイエントロジー教会とはいった

い何なのか? BBC 名物記者がその正体に追る。 
朝日新聞 2015/02/22 

2014:11. / 334p 
978-4-7505-1422-2 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784750514222*

 

日本経済の構造変化～長期停滞からなぜ抜け出せないのか～(シリーズ現代経済の

展望) 
須藤 時仁/ 野村 容康 著 
岩波書店 
円安でも改善しない貿易赤字、広がる格差…。日本経済に何が起きているのか。さまざ

まなデータを分析して、この 20 年間で日本経済がどのように変化したのか、その原因

を探究。再分配機能の強化による処方箋を提示する。 
朝日新聞 2015/02/22 

2014:12. / 11p,245p,4p
978-4-00-028734-0 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784000287340*

 

ふたりのイーダ(児童文学創作シリーズ)  
松谷 みよ子/ 司 修 著 
講談社 
「イナイ、イナイ、ドコニモ、イナイ…」 直樹とゆう子の兄妹は、お母さんのいなかの町

で、誰かをもとめてコトリ、コトリと歩きまわる小さな木の椅子に出会った…。原爆の悲劇

を子どもたちに語りつぐ名作ファンタジー。 
朝日新聞 2015/02/15 

2006:07. / ２１０ｐ 
978-4-06-213533-7 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784062135337*

 

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。 
朝日新聞 2015/02/01 

2014:10. / 453p 
978-4-10-378809-6 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784103788096*

 

ある小さなスズメの記録～人を慰め、愛し、叱った、誇り高きクラレンスの生涯～(文春

文庫 キ 16-1) 
クレア・キップス/ 梨木 香歩 著 
文藝春秋 
第二次世界大戦中のロンドン郊外で、足と翼に障碍を持つ小スズメが老婦人に拾われ

た。成長した小スズメはやがて、爆撃機の襲来に怯える人々の希望の灯火となっていき

…。老婦人と小スズメの心の交流を描いたストーリー。 
朝日新聞 2015/02/08 

2015:01. / 190p 
978-4-16-790280-3 
650 円〔本体〕+税 

*9784167902803*

 

立松和平全小説<別巻> 遺されたもの 
立松 和平 著 
勉誠出版 
立松和平の 40 年以上にわたる作家活動の核心となる全小説を集成。別巻は、「白い

河-風聞・田中正造」「良寛」「晩年まで」「真夜中の結婚式」等を収録。巻末に子息・横

松心平のエッセイ、文芸評論家の解説・解題付き。 
朝日新聞 2015/02/15 

2015:01. / 567p 
978-4-585-01299-3 
4,500 円〔本体〕+税 

*9784585012993*
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ウォートン・スクールの本当の成功の授業 
リチャード・シェル/ 木村 千里 著 
ディスカヴァー・トゥエンティワン 
成功とは何か? どうやって成功するか? ペンシルベニア大学ウォートン・スクールの人

気講座「成功の授業」で実際に使っている演習や評価指標を紹介。後悔しない仕事と

人生の選び方がわかる。書き込み式のページあり。 
朝日新聞 2015/02/08 

2015:01. / 367p 
978-4-7993-1630-6 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784799316306*

 

租税抵抗の財政学～信頼と合意に基づく社会へ～(シリーズ現代経済の展望) 
佐藤 滋/ 古市 将人 著 
岩波書店 
なぜ日本ではこんなにも痛税感が強いのか? 歴史分析や国際比較を踏まえつつ、「財

政危機」の名の下でリスクが私化され、生活困窮が放置される日本財政のあり方を批判

的に検証。普遍主義的な財政制度を築くことを訴える。 
朝日新聞 2015/02/15 

2014:10. / 11p,218p 
978-4-00-028736-4 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784000287364*

 

「イスラーム国」の脅威とイラク 
山尾 大 編 
岩波書店 
イラク情勢が混迷の度を深めるなか、非人道的な政策を掲げて勢力を拡大する「イスラ

ーム国」。第一線で活躍する専門家たちが、イラクの国内情勢のみならず、周辺諸国や

アメリカの動向なども視野に入れて多角的に分析する。 
朝日新聞 2015/02/01 

2014:12. / 283p 
978-4-00-061008-7 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784000610087*

 

教養としての宗教入門～基礎から学べる信仰と文化～(中公新書 2293) 
中村 圭志 著 
中央公論新社 
宗教について浅く広く知るための入門書。世界各地の文化的伝統としての宗教をはじ

め、信仰、呪術、戒律、儀礼、宗教の多様性・多面性、現代社会における宗教の問題

などを解説する。資料編として世界の主な宗教概説も収録。 
朝日新聞 2015/02/01 

2014:11. / 11p,252p 
978-4-12-102293-6 
840 円〔本体〕+税 

*9784121022936*

 

鳳雛の夢 
上田 秀人 著 
光文社 
政宗の目指す奥州独立の夢に欠かせない存在となった腹心・片倉小十郎。初陣、人

取り橋の戦い、小田原参陣、大坂冬の陣・夏の陣…。乱れ行く戦国を寵臣との熱き絆

で生き切った、伊達政宗一代記。『歴史人』連載を加筆修正。 
朝日新聞 2015/02/01 

2014:11. / 517p 
978-4-334-92979-4 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784334929794*

 

図説・大西洋の歴史～世界史を動かした海の物語～ 
マーティン・W.サンドラー/ 日暮 雅通 著 
悠書館 
各大陸に囲まれた広大な海洋、大西洋。太古より“暗黒の海”として恐れられ、長きにわ

たって人類を分断していた海が、やがて世界の大動脈となり、大陸をつなぐ水路となる

までの数千年の歴史を、数百点の図版とともに描く。 
朝日新聞 2015/02/01 

2014:11. / 
15p,457p,44p 図 版
36p 
978-4-903487-94-6 
6,000 円〔本体〕+税 

*9784903487946*



 28  

 

ゆるい生活 
群 ようこ 著 
朝日新聞出版 
ある日突然めまいに襲われ、飛び込んだ「漢方薬局」。そこで教えられたのは、冷え、

水分、甘み、余分なものを体から抜きとっていく暮らしだった…。体質改善を綴った実

録エッセイ。『一冊の本』連載を加筆修正して単行本化。 
朝日新聞 2015/02/22 

2015:01. / 253p 
978-4-02-251249-9 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784022512499*

 

プーチンはアジアをめざす～激変する国際政治～(NHK 出版新書 448)  
下斗米 伸夫 著 
ＮＨＫ出版 
ウクライナ危機が生んだのは、深刻な米ロ対立であった。国際政治はなぜここまで緊迫

化してしまったのか? クレムリン内外に通じる著者が、ロシアの「脱欧入亜」戦略を読み

解き、日ロ関係を含む国際政治の大変動を展望する。 
朝日新聞 2015/02/08 

2014:12. / 219p 
978-4-14-088448-5 
740 円〔本体〕+税 

*9784140884485*

 

零戦の子～伝説の猛将・亀井凱夫とその兄弟～ 
武田 頼政 著 
文藝春秋 
日本人として初めて空母への着艦を成功させ、零戦隊司令として米空軍力に壊滅的な

打撃を与えた凱夫。「近衛新党構想」を主導した実兄・貫一郎。義弟の革新官僚・英於

菟。凱夫の残した文章をもとに、15 年戦争の真実を紡ぐ。 
朝日新聞 2015/02/22 

2014:11. / 414p 
978-4-16-390173-2 
1,850 円〔本体〕+税 

*9784163901732*

 

ギャンブル依存国家・日本～パチンコからはじまる精神疾患～(光文社新書 728) 
帚木 蓬生 著 
光文社 
日本には、ギャンブルをやめたいのにやめられない人が 536 万人もいる。「ギャンブル

障害」の実態を詳らかにし、パチンコ、スロット、競馬、宝くじなどのギャンブル利権に鋭

く切り込む。ギャンブル依存チェックシート付き。 
朝日新聞 2015/02/01 

2014:12. / 220p 
978-4-334-03831-1 
740 円〔本体〕+税 

*9784334038311*

 

不思議な尻尾 
マーガレット・マーヒー/ 山田 順子 著 
東京創元社 
プロディジィ・ストリートの新しい住人は奇妙な男と特別な犬。犬が尻尾を上下に振る

と、なんと願いごとがかなう…!? 二度のカーネギー賞、国際アンデルセン賞に輝く著者

の遺作となった、心温まる日常の魔法ファンタジー。 
朝日新聞 2015/02/22 

2014:12. / 156p 
978-4-488-01038-6 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784488010386*

 

聞き出す力 
吉田 豪 著 
日本文芸社 
アイドルから政治家まで-。プロインタビュアーの著者が、各界の著名人への取材時の

エピソードを通じて、対人関係・人間力の磨き方のヒントを語る。阿川佐和子との対談も

収録。『週刊漫画ゴラク』連載等をまとめて単行本化。 
朝日新聞 2015/02/01 

2014:12. / 239p 
978-4-537-26089-2 
800 円〔本体〕+税 

*9784537260892*
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酒薫旅情～琵琶湖が誘う酒と肴の俳諧民俗誌～(ほろよいブックス) 
篠原 徹 著 
社会評論社 
滋賀・近江の地で酒蔵をめぐり、松尾芭蕉と与謝蕪村が残した酒・酒肴詩から近世の

飲酒文化を探るうちにたどりついた、酒と食の歴史が秘めた京都千年の真実…。エチ

オピアや中国海南島の少数民族の飲酒文化調査の裏話も収録。 
朝日新聞 2015/02/08 

2014:01. / 217p 
978-4-7845-1721-3 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784784517213*

 

はじめての男の婚活マニュアル 
男の婚活研究会/ パートナーエージェント/ おち まさと 著 
秀和システム 
婚活初心者の男性を救うマニュアル。結婚を意識しつつ、女性とうまくコミュニケーショ

ンを取り、そして好感を持ってもらい、またぜひ会いたいと思ってもらうための基本を、

「知らないと致命的な絶対ルール」と共に図解する。 
朝日新聞 2015/02/08 

2014:12. / 227p 
978-4-7980-4220-6 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784798042206*

 

営繕かるかや怪異譚(幽 BOOKS) 
小野 不由美 著 
KADOKAWA 
雨の日に鈴の音が鳴れば、それは怪異の始まり。袋小路に佇む喪服姿の女を、決して

家の中に入れてはいけない。「雨の鈴」など、住居にまつわる怪異を営繕屋・尾端が鮮

やかに修繕する全 6 篇を収録。『幽』連載を改稿し単行本化。 
朝日新聞 2015/02/08 

2014:12. / 268p 
978-4-04-102417-1 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784041024171*

 

芸能人の帽子～アナログ TV 時代のタレントと芸能記事～ 
中山 千夏 著 
講談社 
かつて私は芸能人だった-。子役から一挙に TV スターに躍り出た 1969 年。人気タレン

トはたちまち芸能記事の格好の餌食になった。議員転身までの疾風怒濤の 10 年間

を、自身が描かれた週刊誌などをひもときながら分析する。 
朝日新聞 2015/02/15 

2014:11. / 541p 
978-4-06-219222-4 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784062192224*

 

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。 
朝日新聞 2015/02/01 

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

*9784093863926*

 

命をつなげ～東日本大震災、大動脈復旧への戦い～(新潮文庫 い-119-1)  
稲泉 連 著 
新潮社 
東日本大震災直後、瓦礫や土砂で塞がれた東北の大動脈・国道 45 号線は、わずか 1
週間で復旧した。それを可能にしたのは、国土交通省、自衛隊、そして地元住民の強

い意志と覚悟だった。早期復旧にかけた人々の熱き物語を描く。 
朝日新聞 2015/02/01 

2014:12. / 303p 
978-4-10-126281-9 
550 円〔本体〕+税 

*9784101262819*



 30  

 

サンドリーヌ裁判(HAYAKAWA POCKET MYSTERY BOOKS 1891) 
トマス・H.クック/ 村松 潔 著 
早川書房 
大学教授の夫が大学教授の妻を殺害? 周囲をいつも見下していた夫は無実を訴え、

証拠も状況証拠にすぎなかった。しかし町の人々の何気ない証言が彼を不利な状況

へと追い込む。やがて公判で妻の不可解な遺書が明らかになり…。 
朝日新聞 2015/02/08 

2015:01. / 411p 
978-4-15-001891-7 
2,100 円〔本体〕+税 

*9784150018917*

 

晩鐘 
佐藤 愛子 著 
文藝春秋 
老作家・藤田杉のもとにある日届いた訃報。それはかつての夫、畑中辰彦のものだっ

た。尊敬し信頼もしていた辰彦が、後に杉を苦しめたのはなぜだったのか。杉は辰彦の

ほんとうの姿を探し始めた…。『オール讀物』掲載を書籍化。 
朝日新聞 2015/02/15 

2014:12. / 475p 
978-4-16-390178-7 
1,850 円〔本体〕+税 

*9784163901787*

 

身体(からだ)を売ったらサヨウナラ～夜のオネエサンの愛と幸福論～ 
鈴木 涼美 著 
幻冬舎 
おカネで買えない愛はほしい。でもそんな退屈なものだけじゃ、満たされない…。元・夜

のオネエサンの著者が赤裸々かつ健気に語る、ワタシたちの幸せの話。ウェブサイト

『幻冬舎 plus』連載を改筆、書き下ろしを加え書籍化。 
朝日新聞 2015/02/15 

2014:11. / 225p 
978-4-344-02680-3 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784344026803*

 

ルポ中年童貞(幻冬舎新書 な-12-2)  
中村 淳彦 著 
幻冬舎 
今や 30 歳以上の未婚男性の 4 人に 1 人が童貞。理想の女の子の絵を描き続ける 32
歳、容姿に自信がなく同性愛を選択した 36 歳…。性をめぐる取材を続ける著者が、日

本社会の不健全さを抉る。『幻冬舎 plus』連載を再構成。 
朝日新聞 2015/02/22 

2015:01. / 228p 
978-4-344-98372-4 
800 円〔本体〕+税 

*9784344983724*

 

北半球の南十字星(ミステリ・フロンティア 84) 
沢村 浩輔 著 
東京創元社 
<王国>周辺の海賊を束ねる<南十字星>の首魁リスターが海軍提督を誘拐した。密命

を受けた青年大尉アランは<南十字星>への接近を試みる。だが彼を待ち受けていた

のは、幻の財宝捜しと連続殺人だった! 海洋冒険ミステリ。 
朝日新聞 2015/02/15 

2015:01. / 333p 
978-4-488-01783-5 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784488017835*

 

熱風の日本史 
井上 亮 著 
日本経済新聞出版社 
廃仏毀釈、千里眼、三池争議、東京オリンピック、イラク人質事件…。社会を一色に染

めた“熱風”のような狂騒、ブーム、抗えない空気。日本の近現代史の「暗部」ともいえる

エピソードを紹介。『日本経済新聞』連載を単行本化。 
朝日新聞 2015/02/15 

2014:11. / 365p 
978-4-532-16944-2 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784532169442*
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ヘンな本大全～本好きが選んだ、思わず笑える怪書ガイド～(洋泉社 MOOK) 
洋泉社 
ヘンな人生相談本、ヘンな酒本、ヘンなタレント本、ヘンな旅本…。出版業界の中の、

それぞれのジャンルに秀でた専門家たちが、彼らが見てきた数々の珍書を紹介。ハマ

ザキカクが選ぶ珍書大賞、ヘンな造本・装丁本 20 選も収録。 
朝日新聞 2015/02/22 

2015:03. / 192p 
978-4-8003-0577-0 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784800305770*

 

伏字の文化史～検閲・文学・出版～ 
牧 義之 著 
森話社 
言論統制下の戦前から戦中にかけて活字メディアを埋めつくした不可解な記号群。

△×○● ▲□■ヽゝ……検閲をかい潜り作品を世に出すための編集者・著者らの苦闘の痕

跡ともいえる〈伏字〉の実態を、広汎な一次資料から明らかにする。 
朝日新聞 2015/02/22 

2014:12. / 443p 
978-4-86405-073-9 
4,800 円〔本体〕+税 

*9784864050739*

 

ご当地電力はじめました!(岩波ジュニア新書 795) 
高橋 真樹 著 
岩波書店 
地域の電力は自分たちでつくる! 長野県飯田市のソーラー、岐阜県いとしろの小水

力、福島県の会津電力など、各地でさまざまな工夫をこらして動き出した、市民主導の

「ご当地電力」を紹介する。 
朝日新聞 2015/02/15 

2015:01. / 13p,221p 
978-4-00-500795-0 
840 円〔本体〕+税 

*9784005007950*

 

地球科学の開拓者たち～幕末から東日本大震災まで～(岩波現代全書 053) 
諏訪 兼位 著 
岩波書店 
日本の地球科学は、どのようにしてはじまり、発展してきたのか。幕末から現在まで、そ

の発展に大きく貢献した研究者 24 名に焦点を当て、日本の地球科学の流れを描き出

す。 
朝日新聞 2015/02/08 

2015:01. / 
12p,264p,12p 
978-4-00-029153-8 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784000291538*

 

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 2015/02/22 

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

*9784062177047*

 

三毛猫ホームズの遠眼鏡(岩波現代文庫) 
赤川 次郎 著 
岩波書店 
あれほどの大震災も、継続中の福島原発事故も忘れ、被災地への回帰を怠るこの状況

をつくってきたのは、想像力の欠如という現代の病理である。赤川次郎が大震災後の

日本を鋭く批評するエッセイ。『図書』連載他を文庫化。 
朝日新聞 2015/02/22 

2015:01. / 5p,195p 
978-4-00-602257-0 
800 円〔本体〕+税 

*9784006022570*
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網野善彦対談集<1> 歴史観の転換 
網野 善彦 著, 網野 善彦/ 山本 幸司 編 
岩波書店 
阿部謹也、川田順造、山口昌男、二宮宏之、加藤周一、石井進-。歴史家・網野善彦

が、歴史と人間をめぐって知の巨人たちと論じ合った対談 6 編を収録する。神奈川大

学大学院での 終講義(1998 年 2 月)を付載。 
朝日新聞 2015/02/01 

2015:01. / 7p,300p 
978-4-00-092811-3 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784000928113*

 

でぃす×こみ 1(ビッグコミックススペシャル) 
ゆうき まさみ 著 
小学館 
万年選外ながら、漫画家を目指す女子高生・渡瀬かおる。しかしある日、ビッグな新人

漫画賞を受賞！だが授賞式で仰天＆顔面蒼白―それもそのはず、「あたしが描いた漫

画じゃないっ！」なんと、かおるの名前を騙って、しかも“BL 漫画”を応募したのは―実

の兄だった！？ 笑劇必至、ゆうきまさみの新境地！！努力の妹×天才の兄が織りな

す、凸凹漫画家コメディー！ 
朝日新聞 2015/02/01 

2015:01. / 156p 
978-4-09-186720-9 
630 円〔本体〕+税 

*9784091867209*

 

丁先生、漢方って、おもしろいです。 
丁 宗鐵/ 南 伸坊 著 
朝日新聞出版 
患者で生徒の南伸坊が質問し、先生の丁宗鐵が縦横無尽に回答! 「漢方が西洋医学

に敗けたワケ」「認知症の漢方薬」など、おもしろくてためになる漢方個人授業 22 を収

録する。『一冊の本』連載を改題、加筆再構成し単行本化。 
朝日新聞 2015/02/01、読売新聞 2015/02/15 

2014:11. / 243p 
978-4-02-251232-1 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784022512321*

 

公会堂と民衆の近代～歴史が演出された舞台空間～ 
新藤 浩伸 著 
東京大学出版会 
主に大正期以降日本の各地方都市で整備された大規模集会・娯楽施設としての公会

堂、特に 1929(昭和 4)年に開館した日比谷公会堂を中心的な対象に据え、その設立

経緯、事業内容および果たした役割について考察する。 
朝日新聞 2015/02/01、読売新聞 2015/02/08 

2014:11. / 8p,447p,8p 
978-4-13-020153-7 
8,800 円〔本体〕+税 

*9784130201537*

 

スピーチライター～言葉で世界を変える仕事～(角川 one テーマ 21 D-57) 
蔭山 洋介 著 
KADOKAWA 
オバマ、ブッシュ、安倍晋三など、世界を動かす大物の演説を支える「スピーチライタ

ー」。日本でも彼らの活動の場は広まりつつある。国際会議出席者や上場企業経営者

をサポートしている著者が、その内実を明かす。 
朝日新聞 2015/02/08、日本経済新聞 2015/02/08 

2015:01. / 204p 
978-4-04-102843-8 
800 円〔本体〕+税 

*9784041028438*

 

イスラム戦争～中東崩壊と欧米の敗北～(集英社新書 0770B)  
内藤 正典 著 
集英社 
混迷を極める中東に突如現れたイスラム国。捕虜の殺害や少数民族への迫害など、そ

の過激な行動の裏にある歴史と論理は何か? 欧米による中東政策の限界を指摘し、日

本がテロや戦争に巻き込まれないための道を探る。 
朝日新聞 2015/02/01、日本経済新聞 2015/02/15 

2015:01. / 252p 
978-4-08-720770-5 
760 円〔本体〕+税 

*9784087207705*
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踊る昭和歌謡～リズムからみる大衆音楽～(NHK 出版新書 454) 
輪島 裕介 著 
ＮＨＫ出版 
戦前戦後のジャズに始まり、昭和 30 年代のマンボにドドンパ、ツイスト、はてはピンク・

レディーからユーロビートまで、「踊る」大衆音楽の系譜を鮮やかに描く。英米中心のポ

ップス史観を塗り変える、おどろきの文化論。 
朝日新聞 2015/02/22、日本経済新聞 2015/02/22 

2015:02. / 270p 
978-4-14-088454-6 
820 円〔本体〕+税 

*9784140884546*

 

新編世界イカ類図鑑 
奥谷 喬司 著 
東海大学出版部 
世界のイカ類約 500 種のうちの 444 種を網羅し、科目ごとに写真・図版と外套長・体

重・生息域など生物学的データを収録する。イカ類の形態分類用語、イカ類の科の分

類も掲載。 
朝日新聞 2015/02/15、毎日新聞 2015/02/22 

2015:01. / 27p,246p 
978-4-486-03734-7 
8,000 円〔本体〕+税 

*9784486037347*

 

視覚文化「超」講義 
石岡 良治 著 
フィルムアート社 
動画以降の世紀を生きるための、ポピュラー文化のタイム・トラベル! 映画、ゲーム、ア

ニメ、PV、アート、CG、マンガ…。ハイカルチャー/ポップカルチャーの枠組みを超えて

視覚文化を語る。 
朝日新聞 2015/02/01、毎日新聞 2015/02/08 

2014:06. / 333p 
978-4-8459-1430-2 
2,100 円〔本体〕+税 

*9784845914302*

 

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

弱い絆に身を曝す。そんな逆説を訴えた、著者初の挑発的人生論。『星星峡』連載「検

索ワードをさがす旅」を再構成。 
朝日新聞 2015/02/01、毎日新聞 2015/02/08 

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

*9784344026070*

 

九月、東京の路上で～1923 年関東大震災ジェノサイドの残響～ 
加藤 直樹 著 
ころから 
関東大震災の直後に響き渡る叫び声。ふたたび五輪を前に繰り返されるヘイトスピー

チ。1923 年 9 月、ジェノサイドの街・東京を描き、現代に残響する忌まわしい声に抗う。

同名ブログをもとに加筆修正し単行本化。 
朝日新聞 2015/02/01、毎日新聞 2015/02/08 

2014:03. / 215p 
978-4-907239-05-3 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784907239053*

 

モンテ・クリスト伯<1> 改版(岩波文庫 32-533-1）  421p 2007 
アレクサンドル・デュマ 著 
岩波書店 
読売新聞 2015/02/22 

2007:12. / 421p 
978-4-00-325331-1 
760 円〔本体〕+税 

*9784003253311*
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恋愛中毒(角川文庫)  
山本 文緒 著 
角川書店 
読売新聞 2015/02/22 

2002:06. / ４１５ｐ 
978-4-04-197010-2 
629 円〔本体〕+税 

*9784041970102*

 

冷静と情熱のあいだ～Ｒｏｓｓｏ～(角川文庫)  
江國 香織 著 
角川書店 
読売新聞 2015/02/22 

2001:09. / ２７５ｐ 
978-4-04-348003-6 
520 円〔本体〕+税 

*9784043480036*

 

冷静と情熱のあいだ～Ｂｌｕ～(角川文庫)  
辻 仁成 著 
角川書店 
読売新聞 2015/02/22 

2001:09. / ２６２ｐ 
978-4-04-359901-1 
480 円〔本体〕+税 

*9784043599011*

 

さくら(小学館文庫)  
西 加奈子 著 
小学館 
読売新聞 2015/02/15 

2007:12. / ４１３ｐ 
978-4-09-408227-2 
600 円〔本体〕+税 

*9784094082272*

 

阿部一族・舞姫 改版(新潮文庫)  
森 鴎外 著 
新潮社 
読売新聞 2015/02/08 

2006:04. / ３７７ｐ 
978-4-10-102004-4 
520 円〔本体〕+税 

*9784101020044*

 

忍ぶ川 改版(新潮文庫)  
三浦哲郎 著 
新潮社 
読売新聞 2015/02/22 

1983:07. / ３３４ｐ 
978-4-10-113501-4 
550 円〔本体〕+税 

*9784101135014*

 

娼婦の部屋・不意の出来事 改版(新潮文庫)  
吉行 淳之介 著 
新潮社 
読売新聞 2015/02/22 

2002:06. / ３５４ｐ 
978-4-10-114302-6 
550 円〔本体〕+税 

*9784101143026*
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センセイの鞄(新潮文庫)  
川上 弘美 著 
新潮社 
読売新聞 2015/02/22 

2007:09. / ２９９ｐ 
978-4-10-129235-9 
552 円〔本体〕+税 

*9784101292359*

 

嵐が丘(新潮文庫)  
エミリー・ブロンテ/ 鴻巣 友季子 著 
新潮社 
読売新聞 2015/02/22 

2003:06. / ７０７ｐ 
978-4-10-209704-5 
790 円〔本体〕+税 

*9784102097045*

 

パンセ(中公文庫)  
パスカル/ 前田 陽一/ 由木 康 著 
中央公論新社 
読売新聞 2015/02/15 

1999:04. / ６４４ｐ 
978-4-12-200060-5 
1,095 円〔本体〕+税 

*9784122000605*

 

地球の生活(ビ－ムコミックス)  
山川直人 著 
エンターブレイン 
読売新聞 2015/02/15 

2008:03. / ２１６ｐ 
978-4-7577-3976-5 
680 円〔本体〕+税 

*9784757739765*

 

吉野弘詩集(ハルキ文庫)  
吉野 弘 著 
角川春樹事務所 
読売新聞 2015/02/01 

1999:04. / ２５２ｐ 
978-4-89456-517-3 
680 円〔本体〕+税 

*9784894565173*

 

友川カズキ独白録～生きてるって言ってみろ～ 
友川 カズキ 著 
白水社 
永遠なるジタバタ、踏みつづける地団駄！ 
読売新聞 2015/02/15 

2015:01. / 241p 
978-4-560-08413-7 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784560084137*

 

岡崎京子戦場のガールズ・ライフ 
岡崎 京子 著 
平凡社 
初の大規模展覧会（世田谷文学館）公式図録 
読売新聞 2015/02/15 

2015:01. / 389p 
978-4-582-20679-1 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784582206791*
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東国から読み解く古墳時代(歴史文化ライブラリー 394) 
若狭 徹 著 
吉川弘文館 
上毛野地域を軸に時代の様相をリアルに再現 
読売新聞 2015/02/08 

2015:02. / 6p,229p 
978-4-642-05794-3 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784642057943*

 

ドクター・ハック～日本の運命を二度にぎった男～ 
中田 整一 著 
平凡社 
終戦工作に奔走したドイツ人。ドクター・ハックの生涯 
読売新聞 2015/02/08 

2015:01. / 341p 
978-4-582-83680-6 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784582836806*

 

本当の戦争の話をしよう～世界の「対立」を仕切る～ 
伊勢崎 賢治 著 
朝日出版社 
プレハブ校舎にて、「紛争屋」が高校生に本気で語った、日本人と戦争のこれから。 
読売新聞 2015/02/08 

2015:01. / 419p 
978-4-255-00816-5 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784255008165*

 

ひとり親の子育て～離婚、死別、「実質シングル」。ひとりで子育てするすべての人

へ。～ 
諸富 祥彦 著 
ＷＡＶＥ出版 
「子育てには、両親そろっていたほうがよい」はウソ！ひとり親の「不安と悩み」にきっち

り答える本！ 
読売新聞 2015/02/22 

2015:02. / 247p 
978-4-87290-734-6 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784872907346*

 

川村湊自撰集<1 巻> 古典・近世文学編 
川村 湊 著 
作品社 
古典から近・現代文学、韓国・朝鮮文学から民俗学まで、多彩な領域に果敢に取り組

んだ三十余年の精髄を自ら五巻に集成！ 
読売新聞 2015/02/08 

2015:01. / 393p 
978-4-86182-514-9 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784861825149*

 

パノララ 
柴崎 友香 著 
講談社 
友人の家に間借りすることになった主人公。個性豊かな家族に囲まれ、過去に傷を見

つめ直す主人公。芥川賞受賞後初の長篇力作。 
読売新聞 2015/02/08 

2015:01. / 443p 
978-4-06-219225-5 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784062192255*

 

なかそね荘～賢人たちは激動の 10 年をどう見つめてきたのか-～ 
中曽根 康弘/ 渡邉 恒雄/ 石原 慎太郎/ 寺島 実郎 著 
世界文化社 
昭和の名総理と言論界の重鎮、憂国の政治家、戦略家が「日本」を熱く語り合った至高

の対談集。出来事をまとめた年表と脚注付き。 
読売新聞 2015/02/22 

2015:01. / 343p 
978-4-418-15502-6 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784418155026*
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愛と人生 
滝口 悠生 著 
講談社 
「男はつらいよ」シリーズの子役だった「私」は寅次郎と一緒に母を探す旅に……山田

洋次監督も共感した独創的で斬新な“寅さん小説” 
読売新聞 2015/02/15 

2015:01. / 238p 
978-4-06-219335-1 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784062193351*

 

哺乳類誕生 乳の獲得と進化の謎～驚異の器官がうまれるまで～(ブルーバックス 
B-1898) 
酒井 仙吉 著 
講談社 
生物はなぜ陸上をめざし、どのように適応し、どのように子孫を残す方法を変えてきた

のか。生殖と子育ての変遷から進化の本質を探る。 
読売新聞 2015/02/15 

2015:01. / 262p 
978-4-06-257898-1 
980 円〔本体〕+税 

*9784062578981*

 

日本近代小説史(中公選書 020) 
安藤 宏 著 
中央公論新社 
文明開化期から村上春樹まで、日本の近代小説史をコンパクトにわかりやすく概説した

入門書。主要な小説は傍注に簡略な紹介を付し、写真図版も多数収録する。 
読売新聞 2015/02/01 

2015:01. / 229p 
978-4-12-110020-7 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784121100207*

 

放浪の聖画家ピロスマニ(集英社新書) 
はらだ たけひで 著 
集英社 
ピカソが認めた孤高の画家ニコ・ピロスマニ。故郷グルジアの人々や風土への深い愛

に満ちた代表作をオールカラーで完全収録し、漂泊する天才の魅力を余すことなく伝

える。 
読売新聞 2015/02/01 

2014:12. / 254p 
978-4-08-720767-5 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784087207675*

 

慰安婦と戦場の性(新潮選書)  
秦 郁彦 著 
新潮社 
日本人にとって「性」とは何か？ 公娼制度の変遷から慰安婦旋風まで、日本の慰安婦

制度の歴史と実態をもとに、豊富な資料・証言と諸外国の事例から解説。〈ソフトカバ

ー〉 
読売新聞 2015/02/08 

1999:06. / ４４４ｐ 
978-4-10-600565-7 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784106005657*

 

ぼくの住まい論(新潮文庫 う-22-2)  
内田 樹 著 
新潮社 
執筆、稽古、宴会、寺子屋、安眠-。やりたいことをかなえる「居場所」のつくり方とは? 
内田樹自邸兼道場(能舞台付)「凱風館」が出来るまでを紹介する。カラー写真も満載。 
読売新聞 2015/02/15 

2015:01. / 207p 
978-4-10-126062-4 
670 円〔本体〕+税 

*9784101260624*
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子リスの学校森の中～ニホンリス野生の一瞬写真集～ 
永田 博 著 
リフレ出版 
出産が近いまるまるとした体のリス、巣から出て地上に降りた子リス、地中のクルミを掘り

出すリス…。野生ニホンリスの一瞬の行動をとらえた写真集。ニホンリスの生態がわか

る。 
読売新聞 2015/02/15 

2015:01. / 97p 
978-4-86223-819-1 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784862238191*

 

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。 
読売新聞 2015/02/22 

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

*9784480068002*

 

核と日本人～ヒロシマ・ゴジラ・フクシマ～(中公新書 2301)  
山本 昭宏 著 
中央公論新社 
唯一の戦争被爆国である日本。報道、世論、知識人、さらにはマンガ、映画などのポピ

ュラー文化に注目、戦後日本人の核エネルギーへの嫌悪と歓迎に揺れる複雑な意識

と、その軌跡を追う。 
読売新聞 2015/02/22 

2015:01. / 6p,266p 
978-4-12-102301-8 
880 円〔本体〕+税 

*9784121023018*

 

歴史の歴史 
樺山 紘一 著 
千倉書房 
歴史が歴史として体系化され、人類が知恵を武器に世界を広げていった道行きを、ア

イデンティティ、自然観、暦や時間、奴隷、倉庫、法と王権、教養などのテーマを設定し

ながら解説する。 
読売新聞 2015/02/22 

2014:11. / 462p 
978-4-8051-1034-8 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784805110348*

 

茨木のり子～自分の感受性くらい自分で守ればかものよ～(永遠の詩)  
茨木 のり子/ 高橋 順子 著 
小学館 
弱ったこころを勇気づけ、希望に導いてくれた詩人、茨木のり子。そこにはいつも生きる

ための言葉があった。ヒューマニズム溢れる名詩から、亡夫を想う挽歌まで、鑑賞解説

付きで収録する。 
読売新聞 2015/02/15 

2009:11. / １２５ｐ 
978-4-09-677212-6 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784096772126*

 

父という余分なもの～サルに探る文明の起源～(新潮文庫 や-74-1) 
山極 寿一 著 
新潮社 
父親という存在こそ、人類の家族と霊長類の集団を分けるもの。人類が 初に考案した

「父」という文化装置を手がかりに、恋愛、家族、同性愛、グルメなど人類の特異な特性

のルーツを探る。 
読売新聞 2015/02/08 

2015:02. / 325p 
978-4-10-126591-9 
550 円〔本体〕+税 

*9784101265919*
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本の力～われら、いま何をなすべきか～ 
高井 昌史 著 
ＰＨＰ研究所 
書店界のトップリーダーが、縮小を続ける出版界に警鐘を鳴らし、本の未来、出版界の

これからについて、グローバルな視点から熱く説き明かす。著者がこれまでに感銘を受

けた本も紹介する。 
読売新聞 2015/02/08 

2014:11. / 204p 
978-4-569-82229-7 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784569822297*

 

そうだ、京都に住もう。(小学館文庫 な 25-1) 
永江 朗 著 
小学館 
京都に築年数不明の町家を購入した著者が、物件探しからリノベーションの設計、施

工、家具選びまで、14 カ月にわたるリノベ&二都生活を綴った体験記。「ふだん使いの

京の名店リスト」付き。 
読売新聞 2015/02/08 

2015:01. / 233p 
978-4-09-406114-7 
570 円〔本体〕+税 

*9784094061147*

 

部長と池袋(光文社文庫 ひ 18-2) 
姫野 カオルコ 著 
光文社 
表題作をはじめ、「慕情と香港と代々木」「青春と街」など、ある光景の中の思い出、旅

情を綴った作品と、アイロニカルな「巨乳と男」などの作品を収録。書籍未掲載作品を

大幅改稿した短編集。 
読売新聞 2015/02/01 

2015:01. / 310p 
978-4-334-76853-9 
580 円〔本体〕+税 

*9784334768539*

 

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。 
読売新聞 2015/02/01 

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

*9784344026513*

 

<完本>閑話一滴(PHP 文庫 み 8-3)  
水上 勉 著 
ＰＨＰ研究所 
真の人間らしさとは何か? 自然への畏敬、生命への讃歌、人と人とのご縁への感謝

…。文豪・水上勉が、身辺の出来事から折々につづった随筆「閑話一滴」と「続・閑話

一滴」を合本した完全版。 
読売新聞 2015/02/15 

2015:02. / 345p 
978-4-569-76311-8 
720 円〔本体〕+税 

*9784569763118*

 

ヨーロッパは中世に誕生したのか? 
J.ル=ゴフ/ 菅沼 潤 著 
藤原書店 
ヨーロッパはいつ、いかにして生まれたのか? アナール派を代表するフランスの中世史

家が、4 世紀から 15 世紀に至る間にヨーロッパが生みだされたダイナミックな過程の全

体像を明快に描く。 
読売新聞 2015/02/01 

2014:11. / 509p 図版
16p 
978-4-86578-001-7 
4,800 円〔本体〕+税 

*9784865780017*
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ツェランの詩を読みほどく 
相原 勝 著 
みすず書房 
ホロコーストを生き延び、アウシュヴィッツ以後に残る言葉を極限まで突き詰めた詩人ツ

ェラン。その“詩と真実”を求めて、初期から晩年まで 41 編を読みほどき、詳しい年譜も

併録して解説する。 
読売新聞 2015/02/17 

2014:11. / 258p 
978-4-622-07867-8 
3,600 円〔本体〕+税 

*9784622078678*

 

すてきなあなたに<6> 
大橋 鎭子 著 
暮しの手帖社 
毎日の暮らしを通して出会った、とびきりすてきなできごと、おしゃれや、おいしいもの

のレシピなどを綴ったエッセイ集。『暮しの手帖』第 4 世紀 16?61 号の掲載分から選ん

だものをまとめる。 
読売新聞 2015/02/01 

2014:12. / 302p 
978-4-7660-0188-4 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784766001884*

 

なぜ、地形と地理がわかると江戸時代がこんなに面白くなるのか(歴史新書) 
大石 学 著 
洋泉社 
なぜ徳川御三家は尾張・紀州・水戸となったのか? なぜ大坂は「天下の台所」となった

のか? なぜ鳥羽・伏見で戊辰戦争が始まったのか? 江戸時代の謎を「地形・地理」とい

うアプローチで解く。 
読売新聞 2015/02/08 

2014:12. / 189p 
978-4-8003-0530-5 
800 円〔本体〕+税 

*9784800305305*

 

地球家族～世界３０か国のふつうの暮らし～  
マテリアル・ワールド・プロジェクト/ 近藤 真理/ 杉山 良男 著 
ＴＯＴＯ出版 
「申し訳ありませんが、家の中の物を全部、家の前に出して写真を撮らせてください」。

世界の平均的家族の持ち物と暮らしをレポートする前人未到の大プロジェクト。大胆に

して空想的な実験の成果。 
読売新聞 2015/02/22 

1994:11. / １７４ｐ 
978-4-88706-105-7 
1,893 円〔本体〕+税 

*9784887061057*

 

張り込み日記～渡部雄吉写真集～ 
渡部 雄吉/ 乙一 著 
ナナロク社 
昭和 33 年、茨城県水戸市で起きたバラバラ殺人事件。犯人の手掛かりを追って、舞台

は東京へ。ベテランと若手、2 人の刑事が真相に迫る。実際の捜査を 20 日間にわたっ

て密着撮影した実録写真集。 
読売新聞 2015/02/08 

2014:11. / 198p 
978-4-904292-52-5 
2,700 円〔本体〕+税 

*9784904292525*

 

清張映画にかけた男たち～『張込み』から『砂の器』へ～ 
西村 雄一郎 著 
新潮社 
「張込み」で出会い、「砂の器」を生んだ男たちは、幻の映画「黒地の絵」に立ち向かう-
。松本清張作品の映画化に挑み続けた昭和の熱い日々を描く。『佐賀新聞』連載をもと

に大幅加筆して単行本化。 
読売新聞 2015/02/15 

2014:11. / 328p 
978-4-10-303935-8 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784103039358*
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狭き門(光文社古典新訳文庫 KA シ 7-1) 
ジッド/ 中条 省平/ 中条 志穂 著 
光文社 
美しい従姉アリサに心惹かれるジェローム。2 人が相思相愛であることは周りも認めて

いたが、当のアリサの態度は煮え切らない。そんなとき、アリサの妹ジュリエットから衝撃

的な事実を聞かされる…。 
読売新聞 2015/02/22 

2015:02. / 309p 
978-4-334-75306-1 
980 円〔本体〕+税 

*9784334753061*

 

丸山眞男集別集<第 1 巻> 1933-1949 
丸山 眞男 著, 丸山 眞男/ 東京女子大学丸山眞男文庫 編 
岩波書店 
「丸山眞男集」に収録されなかった丸山眞男の論文・未定稿・講演記録を年代順に編

集。第 1 巻は、「明治政府の秩禄処分とその影響」など、1933 年から 1949 年に執筆・

記録されたものをまとめる。 
読売新聞 2015/02/15 

2014:12. / 11p,425p 
978-4-00-092801-4 
4,200 円〔本体〕+税 

*9784000928014*

 

マラルメ詩集(岩波文庫 32-548-1) 
マラルメ/ 渡辺 守章 著 
岩波書店 
超絶技法の言語態を極限まで操った象徴派の詩人マラルメ。唯一の個人詩集である

「ステファヌ・マラルメ詩集」と、そこに採られなかった詩篇、未定稿「半獣神変容」「エロ

ディアード詩群」を新訳で収録。 
読売新聞 2015/02/17 

2014:11. / 579p 
978-4-00-375086-5 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784003750865*

 

凍える墓(集英社文庫 ケ 6-1) 
ハンナ・ケント/ 加藤 洋子 著 
集英社 
1829 年アイスランド。殺人罪で死刑宣告を受けたアグネスは、刑執行までの間を行政

官ヨウンの農場で過ごすこととなった。不器用だが真摯な人々との生活の中でアグネス

は、少しずつ身の上を語り出し…。 
読売新聞 2015/02/22 

2015:01. / 431p 
978-4-08-760699-7 
940 円〔本体〕+税 

*9784087606997*

 

人間の生き方、ものの考え方～学生たちへの特別講義～ 
福田 恆存 著, 福田 恆存/ 国民文化研究会 編 
文藝春秋 
悪、現実、歴史、西洋と日本…。現代日本人にとっての根本テーマをどう考えるか? 戦

後 強の思想家・福田恆存が学生相手に正確な言葉遣いで、その真髄を平易に語り

尽くした 4 篇の未発表講義を収録する。 
読売新聞 2015/02/15 

2015:02. / 206p 
978-4-16-394209-4 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784163942094*

 

江戸川乱歩とその時代 
武光 誠/ 梅田 紀代志 著 
ＰＨＰ研究所 
政治や社会的な思想に囚われず、現実の屍や犯罪事件を嫌い、サイコアナリシスを好

み、幻想とミステリーを愛した推理小説家・江戸川乱歩。その略伝を、時代背景も含め

て記す。絵画で綴る乱歩の世界も掲載。 
読売新聞 2015/02/15 

2014:12. / 111p 
978-4-569-82103-0 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784569821030*
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鳩の撃退法<下> 
佐藤 正午 著 
小学館 
津田にいよいよ決断の機会が訪れる。忽然と姿を消した家族、郵便局員の失踪、裏社

会の蠢き、疑惑つきの大金…。たった 1 日の交錯が多くのひとの人生を思わぬ方向へ

と導いてゆく。『きらら』連載を単行本化。 
読売新聞 2015/02/22 

2014:11. / 477p 
978-4-09-386389-6 
1,850 円〔本体〕+税 

*9784093863896*

 

蹴りたい背中(河出文庫)  
綿矢 りさ 著 
河出書房新社 
ハツとにな川はクラスの余り者同士。ある日ハツは、オリチャンというモデルのファンであ

る彼の部屋に招待されるが……文学史上の事件となった１２７万部のベストセラー、史

上 年少１９歳での芥川賞受賞作。 
読売新聞 2015/02/22 

2007:04. / １８３ｐ 
978-4-309-40841-5 
380 円〔本体〕+税 

*9784309408415*

 

石川「地理・地名・地図」の謎～意外と知らない石川県の歴史を読み解く!～(じっぴコ

ンパクト新書 229) 
実業之日本社 編 
実業之日本社 
大陸との交流の拠点だった「輪島」の地名の由来とは? 石川の地理や地名、地図に隠

された意外な歴史のエピソードを紹介する。ただ観光するだけではわからない、思わず

うなってしまう石川の雑学ネタが満載。 
読売新聞 2015/02/01 

2014:12. / 199p 
978-4-408-11100-1 
800 円〔本体〕+税 

*9784408111001*

 

潟湖(ラグーン)(エクス・リブリス・クラシックス) 
ジャネット・フレイム/ 山崎 暁子 著 
白水社 
ニュージーランドを代表する作家による短篇集。祖母が死ぬまで胸にしまっていた秘

密、精神病院で過ごした日々、クリスマスイヴの思い出…みずみずしい瞬間の記憶が

織りなす半自伝的な 24 の物語を収録する。 
読売新聞 2015/02/01 

2014:11. / 169p 
978-4-560-09906-3 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784560099063*

 

田中角栄権力の源泉(イースト新書 041) 
大下 英治 著 
イーストプレス 
高等小学校卒の田中角栄が日本の 高権力者に上り詰めるまでには、類い稀なその

人心掌握術とともに、“刎頸の友”といわれた政商・小佐野賢治との二人三脚が欠かせ

なかった。昭和の巨魁の栄光と蹉跌を綴る。 
読売新聞 2015/02/01 

2014:12. / 444p 
978-4-7816-5041-8 
907 円〔本体〕+税 

*9784781650418*

 

1973 筑豊・ 後の坑夫たち～永吉博義・帆足昌平写真集～ 
永吉 博義/ 帆足 昌平 著 
集広舎 
筑豊産炭地の終焉目前の 1973 年、労働現場の 前線・山野炭鉱地下 527 メートルへ

…。撮影不可能とされていた坑内現場や周辺の環境、風景を捉え、過酷な労働に従事

した坑夫たちの実態を記録した写真集。 
読売新聞 2015/02/08 

2015:01. / 158p 
978-4-904213-24-7 
2,700 円〔本体〕+税 

*9784904213247*
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ビートルズの真実(中公文庫 さ 68-1) 
里中 哲彦/ 遠山 修司 著 
中央公論新社 
いま聴いても、 高にポップで、ロックで、リリカル。ポピュラー音楽史上 高のグルー

プ、ビートルズの真の姿を、新世代のビートルズ研究家と熱烈な信奉者が追い求め、そ

の魅力を解剖する。全曲目リスト付き。 
読売新聞 2015/02/15 

2014:12. / 573p 
978-4-12-206056-2 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784122060562*

 

古代をみる眼～考古学が語る日本文化の深層～ 
辰巳 和弘 著 
新泉社 
古墳、水辺、坂(峠)、巨樹、山嶺など、列島の先人たちが他界との接点、あるいは境界

領域をいかに捉え、いかに働きかけたかを思考する試み。考古学から、弥生時代や古

墳時代の人びとの<思い>を解き明かす。 
読売新聞 2015/02/22 

2015:02. / 237p 
978-4-7877-1416-9 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784787714169*

 

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。 
読売新聞 2015/02/01 

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

*9784104444076*

 

小説家大岡昇平 
菅野 昭正 著 
筑摩書房 
「俘虜記」「武蔵野夫人」「野火」「レイテ戦記」…。戦後文学史に不滅の輝きを放つ小説

群。歴史の激流の中で誠実な歩みをつづけた小説家・大岡昇平の<ながい旅>の軌跡

を、透徹した作品分析によって描き出す。 
読売新聞 2015/02/01 

2014:12. / 356p 
978-4-480-82377-9 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784480823779*

 

北海道地図の中の鉄路～JR 北海道全線をゆく、各駅停車の旅～ 
堀 淳一 著 
亜璃西社 
多様な地図の楽しみ方を発信してきた堀淳一による、地形図でたどる道内全鉄道の沿

線案内。不思議な地形や歴史を秘めた線路の形などを、カラー図版と著者ならではの

車窓案内で堪能できる。見返しに付録地図付き。 
読売新聞 2015/02/08 

2014:11. / 415p 
978-4-906740-13-0 
6,000 円〔本体〕+税 

*9784906740130*

 

夜は短し歩けよ乙女(角川文庫)  
森見 登美彦 著 
角川書店 
「黒髪の乙女」にひそかに想いを寄せる「先輩」は、京都のいたるところで彼女の姿を追

い求めた。二人を待ち受ける珍事件の数々、そして運命の大転回とは？ 山本周五郎

賞受賞、本屋大賞２位の傑作、待望の文庫化！ 
読売新聞 2015/02/22 

2008:12. / ３２０ｐ 
978-4-04-387802-4 
560 円〔本体〕+税 

*9784043878024*
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シュタイナーの言葉 
ルドルフ・シュタイナー/ 高橋 巖 著, ルドルフ・シュタイナー/ 高橋 巖/ 飯塚 立人 
編 
春秋社 
かけがえのないいまを生きるために、目覚めつつ、感受性を磨き、魂を鍛える…。シュ

タイナーの統一的な全体像がわかる、78 の主題と変奏。「自我」「関係性」「共同体」に

分けて、シュタイナーの言葉をまとめる。 
読売新聞 2015/02/22 

2014:12. / 284p,5p 
978-4-393-32541-4 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784393325414*

 

百年の愚行<続> ONE HUNDRED YEARS OF LUNACY 
小崎 哲哉/ Think the Earth 著 
紀伊國屋書店 
戦争・紛争、差別・暴力、貧困・格差、環境・エネルギー、核・原発などをテーマに、現

代の「愚行」を提示する事件や事象の写真を約 50 点収録。いまなお終わらない世界の

愚行を直視する。山極寿一らの寄稿も掲載。 
読売新聞 2015/02/08 

2014:12. / 228p 
978-4-87738-450-0 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784877384500*

 

経済学部タチバナキ教授が見たニッポンの大学教授と大学生 
橘木 俊詔 著 
東洋経済新報社 
生涯に 2 本しか主要論文を書かなかった教授、一流私大の教員の 6 割を占める非常

勤講師、アルバイトに明け暮れる学生…。著者が数十年在籍してきた大学での経験を

基にして、その実態の解明と改革の提言を目指した書。 
読売新聞 2015/02/01 

2015:01. / 227p 
978-4-492-22349-9 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784492223499*

 

『新編武蔵風土記稿』を読む 
白井 哲哉 編 
さきたま出版会 
さまざまな場で幅広く活用されてきた「新編武蔵風土記稿」。この江戸時代後期の地誌

の成立や流布の過程、記述内容の読み解き方や挿図の見方などを、各分野の専門研

究者が解説する。巻末には挿図の「全目録」を収録。 
読売新聞 2015/02/22 

2015:01. / 255p 
978-4-87891-415-7 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784878914157*

 

ナショナリズムの現在～<ネトウヨ>化する日本と東アジアの未来～(朝日新書 494) 
萱野 稔人/ 小林 よしのり/ 朴 順梨/ 與那覇 潤/ 宇野 常寛 著 
朝日新聞出版 
日中・日韓をめぐる東アジア情勢が緊迫化するなか、「右」も「左」も思考停止しているい

まの日本。「ネトウヨ」はどのように生まれ、どのように拡散しているのか? 高揚する排外

感情の背景を気鋭の論客たちが徹底討論! 
読売新聞 2015/02/08 

2014:12. / 191p 
978-4-02-273594-2 
720 円〔本体〕+税 

*9784022735942*

 

愚民文明の暴走 
呉 智英/ 適菜 収 著 
講談社 
「みんなで決める」は本当にいいことなのか? B 層社会にはびこる「反知性主義」につい

て徹底討論。「バカが尊重される世の中」になってしまった原因を、社会、宗教、政治、

歴史、文化など多岐にわたる論点から考える。 
読売新聞 2015/02/08 

2014:06. / 223p 
978-4-06-218898-2 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784062188982*
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幕が上がる(講談社文庫 ひ 45-2) 
平田 オリザ 著 
講談社 
地方の高校演劇部を指導することになった教師が部員たちに全国大会を意識させる。

高い目標を得た部員たちは恋や勉強よりも演劇ひとすじの日々に…。心を揺さぶる、

文化系青春小説。2015 年 2 月公開の同名映画の原作。 
読売新聞 2015/02/01 

2014:12. / 353p 
978-4-06-293001-7 
690 円〔本体〕+税 

*9784062930017*

 

日本語の科学が世界を変える(筑摩選書 0107) 
松尾 義之 著 
筑摩書房 
日本の科学・技術の卓抜した成果の背景には、「日本語による科学的思考」がある。科

学史の側面と数多の科学者の証言から、この命題に迫る。そして、日本の科学が直面

している問題に対峙、さらなる発展への道を提起する。 
読売新聞 2015/02/15 

2015:01. / 238p 
978-4-480-01613-3 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784480016133*

 

日本国 後の帰還兵深谷義治とその家族 
深谷 敏雄 著 
集英社 
第二次世界大戦時、中国戦線でスパイとして活躍した憲兵・深谷義治。敗戦後も極秘

指令を受け上海に潜伏するも中国当局によって逮捕、獄中で拷問を受ける…。彼の次

男が一家の悲劇の全てを伝える、執念のノンフィクション。 
読売新聞 2015/02/08 

2014:12. / 444p 
978-4-08-781555-9 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784087815559*

 

鳩の撃退法<上> 
佐藤 正午 著 
小学館 
かつての売れっ子作家・津田は、古書店を営んでいた老人の形見の鞄を受け取った。

中には、数冊の絵本と古本のピーターパン、そして 3 千万円を超える現金が。しかし思

いもよらぬ事実が判明し…。『きらら』連載を単行本化。 
読売新聞 2015/02/22 

2014:11. / 476p 
978-4-09-386388-9 
1,850 円〔本体〕+税 

*9784093863889*

 

ヒトラーのウィーン(ちくま文庫 な 27-6)  
中島 義道 著 
筑摩書房 
画家になろうと訪れたウィーンにおいて、ヒトラーの夢は潰える。挫折を味わい、ユダヤ

人への憎悪をかきたてたであろう、その青春時代。ウィーンでの若きヒトラーの足跡をた

どりながら、怪物とその誕生の不可解さを捕える。 
読売新聞 2015/02/15 

2015:01. / 262p 
978-4-480-43243-8 
840 円〔本体〕+税 

*9784480432438*

 

村上春樹は電気猫の夢を見るか?～ムラカミ猫アンソロジー～(フィギュール彩 27) 
鈴村 和成 著 
彩流社 
「羊をめぐる冒険」「ねじまき鳥クロニクル」などに散りばめられた猫たち。ディックの「アン

ドロイドは電気羊の夢を見るか?」に沿って、村上ワールドのなかの SF 的要素を渉猟。

猫だけに言及し尽くしたユニークな村上論。 
読売新聞 2015/02/01 

2015:01. / 183p 
978-4-7791-7027-0 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784779170270*
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生命倫理学と障害学の対話～障害者を排除しない生命倫理へ～ 
アリシア・ウーレット/ 安藤 泰至/ 児玉 真美 著 
生活書院 
生命倫理学と障害者コミュニティの間にある溝はなぜかくも深いのか。「怒りの話法」に

よる対立のエスカレートとその背景としての両者の偏見や恐怖を双方向的に解明すると

ともに、その中にこそある和解、調停の萌芽を探る。 
読売新聞 2015/02/01 

2014:11. / 377p 
978-4-86500-031-3 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784865000313*

 

東京駅「100 年のナゾ」を歩く～図で愉しむ「迷宮」の魅力～(中公新書ラクレ 514) 
田村 圭介 著 
中央公論新社 
赤レンガ、地下街、高層ビル…。進化し続け 100 周年を迎えた東京駅。その複雑な構

造を 1 分間で理解する暗号「川田十」とは? 東京駅のディープな内側を、ビジュアルで

紹介。 適な待ち合わせ場所など役立つ豆知識も満載。 
読売新聞 2015/02/15 

2014:12. / 221p 
978-4-12-150514-9 
840 円〔本体〕+税 

*9784121505149*

 

かわいい仏像たのしい地獄絵～素朴の造形～ 
須藤 弘敏/ 矢島 新 著 
パイインターナショナル 
みちのくの菩薩たち、山の神と仏、素朴な十王図…。ときに不恰好で、ときに粗雑にも

見え、ときにかわいくもある仏像や地獄絵を写真とともに紹介。一般にはほとんど知られ

ていない、近世につくられた庶民的な宗教美術を扱う。 
読売新聞 2015/02/01 

2015:01. / 189p 
978-4-7562-4575-5 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784756245755*

 

大聖堂(村上春樹翻訳ライブラリー)  
レイモンド・カーヴァー/ 村上 春樹 著 
中央公論新社 
一級の文学としての深みと品位をそなえた粒ぞろいの名篇を収録した、成熟期の風格

漂う、レイモンド・カーヴァーの短編集。表題作に加え、「ぼくが電話をかけている場所」

「ささやかだけれど、役にたつこと」ほか全１２編収録。 
読売新聞 2015/02/15 

2007:03. / ４３１ｐ 
978-4-12-403502-5 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784124035025*

 

パウル・ツェランと石原吉郎 
冨岡 悦子 著 
みすず書房 
ともに第二次大戦と収容所をくぐり抜けたパウル・ツェランと石原吉郎。二人の詩には、

帰郷、死者など共通するモチーフがある。そうしたモチーフに沿って作品を対位法的に

論じながら、非人間的なものに対抗する詩の倫理を探る。 
読売新聞 2015/02/17 

2014:01. / 269p 
978-4-622-07812-8 
3,600 円〔本体〕+税 

*9784622078128*

 

モラルの起源～道徳、良心、利他行動はどのように進化したのか～ 
クリストファー・ボーム/ 斉藤 隆央 著 
白揚社 
なぜ人間にだけ道徳が生まれたのか。気鋭の進化人類学者が進化論、動物行動学、

文化人類学、考古学、霊長類のフィールドワーク、狩猟採集民族誌などの知見を駆使

して人類 大の謎に迫り、エレガントで斬新な新理論を提唱する。 
読売新聞 2015/02/01 

2014:11. / 482p 
978-4-8269-0176-5 
3,600 円〔本体〕+税 

*9784826901765*
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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。 
読売新聞 2015/02/22 

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

*9784863101364*

 

大和屋物語～大阪ミナミの花街民俗史～ 
神崎 宣武 著 
岩波書店 
2003 年、126 年の歴史に幕を下ろした大阪・ミナミの花街の料亭・大和屋。その哲学

と、上質で高度な「もてなし」とは。司馬遼太郎らも愛した店の歴史、失われゆく「お茶屋

文化」を、民俗学者が愛惜を込めて描き出す。 
読売新聞 2015/02/15 

2015:01. / 6p,210p 
978-4-00-025335-2 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784000253352*

 

捏造の科学者～STAP 細胞事件～ 
須田 桃子 著 
文藝春秋 
誰が、何を、いつ、なぜ、どのように捏造したのか? 笹井芳樹 CDB 副センター長をはじ

め、事件の当事者に深く入ってスクープを連発した毎日新聞記者が、STAP 細胞事件

について書き下ろす。 
読売新聞 2015/02/01、産経新聞 2015/02/08、朝日新聞 2015/02/22 

2015:01. / 383p 
978-4-16-390191-6 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784163901916*

 

九年前の祈り 
小野 正嗣 著 
講談社 
35 歳になるシングルマザーのさなえは、幼い息子をつれて、海辺の小さな集落に戻っ

てきた。息子を持て余しながら、さなえが懐かしく思い出したのは、9 年前の「みっちゃ

ん姉」の言葉だった…。表題作など全 4 作を収録する。 
読売新聞 2015/02/01、産経新聞 2015/02/08、日本経済新聞 2015/02/15 

2014:12. / 221p 
978-4-06-219292-7 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784062192927*

 

れるられる(シリーズここで生きる) 
相 葉月 著 

岩波書店 
どうやって生まれるのか。誰に支えられるのか。いつ狂うのか。なぜ絶つのか。本当に

聞いているのか-。人生の受動と能動が転換する、その境目を、6 つの動詞でつづった

連作短篇集的エッセイ。 
読売新聞 2015/02/01、中日新聞・東京新聞 2015/02/15 

2015:01. / 11p,153p 
978-4-00-028729-6 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784000287296*

 

アート鑑賞、超入門！～7 つの視点～(集英社新書 0771F)  
藤田 令伊 著 
集英社 
モネ、ミレー、歌川国芳などの歴史上の画家から、スゥ・ドーホといった現代作家まで、

あらゆる芸術作品をもっと楽しく、深く理解するための方法を実践的にアドバイス。美術

館めぐりが面白くなる新・鑑賞論。 
読売新聞 2015/02/08、朝日新聞 2015/02/15 

2015:01. / 203p 
978-4-08-720771-2 
720 円〔本体〕+税 

*9784087207712*
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私たちは今でも進化しているのか? 
マーリーン・ズック/ 渡会 圭子 著 
文藝春秋 
牛乳を飲めるようになったのも、高地に順応できるようになったのも、青い目の出現も、

たった数千年の間に起きた人間の進化の結果である。人間活動のすべてを支配する

進化の仕組みについて、進化生物学の第一人者が解き明かす。 
読売新聞 2015/02/15、朝日新聞 2015/02/22、日本経済新聞 2015/02/22 

2015:01. / 301p,25p 
978-4-16-390193-0 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784163901930*

 

『サウンド・オブ・ミュージック』の秘密(平凡社新書 759) 
瀬川 裕司 著 
平凡社 
時代を越えて愛される名画の秘密を徹底解析する 
読売新聞 2015/02/01、日本経済新聞 2015/02/08 

2014:12. / 239p 
978-4-582-85759-7 
780 円〔本体〕+税 

*9784582857597*

 

私の小さなたからもの(河出文庫 い 24-6) 
石井 好子 著 
河出書房新社 
使い込んだ料理道具、女らしいコンパクト、旅先で見た景色、今は亡き人の言葉――
生きることを支えてくれる「たからもの」について。 
読売新聞 2015/02/15、日本経済新聞 2015/02/15 

2015:01. / 258p 
978-4-309-41343-3 
640 円〔本体〕+税 

*9784309413433*

 

歴史を塗り替えた日本列島発掘史 
大塚 初重 著 
KADOKAWA 
岩宿遺跡の旧石器発見や登呂遺跡の発掘に代表される戦後考古学の成果の数々―
その歴史的瞬間を目撃してきた著者だからこそ語ることができる、日本を揺るがした考

古学の大発見！ 歴史読本連載に大幅加筆し単行本化。 
読売新聞 2015/02/15、日本経済新聞 2015/02/15 

2014:12. / 219p 
978-4-04-600919-7 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784046009197*

 

胡椒 暴虐の世界史 
マージョリー・シェファー/ 栗原 泉 著 
白水社 
ひと粒の香辛料に惑わされた人類の歴史とは? 16?19 世紀、血眼になって胡椒を求

め、アジアに進出したポルトガル、オランダ、イギリスのなりふり構わぬ行状を、現地の

人びと、海賊、商人らのエピソードで描く。 
読売新聞 2015/02/08、日本経済新聞 2015/02/22 

2014:12. / 262p,28p 
978-4-560-08405-2 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784560084052*

 

自衛隊史論～政・官・軍・民の 60 年～ 
佐道 明広 著 
吉川弘文館 
憲法九条が不保持と定めた「戦力」ではない組織として誕生した自衛隊。激変する国

際社会に日本の防衛政策はどのように対応し、自衛隊はいかに変貌を遂げてきたの

か。創設 60 年の歴史を辿り、軍事が果たす役割を問う。 
読売新聞 2015/02/08、日本経済新聞 2015/02/22 

2014:12. / 4p,228p,6p 
978-4-642-03841-6 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784642038416*
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道徳性の起源～ボノボが教えてくれること～ 
フランス・ドゥ・ヴァール/ 柴田 裕之 著 
紀伊國屋書店出版部 
ボノボやチンパンジーなどの霊長類を長年研究してきた著者が、豊富な図版とともに動

物たちの驚きのエピソードを紹介。「進化理論」と「動物と人間の連続性」を軸に展開す

るバランスの取れた議論で道徳性の起源に切り込む。 
読売新聞 2015/02/01、日本経済新聞 2015/02/01 

2014:11. / 330p 図版

5 枚 
978-4-314-01125-9 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784314011259*

 

ジョン・レディ・ブラック～近代日本ジャーナリズムの先駆者～ 
奥 武則 著 
岩波書店 
自らの理想を追求し続けた新聞人の生涯 
読売新聞 2015/02/08、毎日新聞 2015/02/08 

2014:10. / 11p,319p,9p
978-4-00-025998-9 
6,800 円〔本体〕+税 

*9784000259989*

 

エノケンと菊谷栄～昭和精神史の匿れた水脈～ 
山口 昌男 著 
晶文社 
日本の喜劇王エノケンとその座付作者・菊谷栄が、二人三脚で切り拓いた浅草レヴュ

ーの世界。文化人類学者・山口昌男の〈幻の遺稿〉。 
読売新聞 2015/02/22、毎日新聞 2015/02/22 

2015:01. / 366p 
978-4-7949-6865-4 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784794968654*

 

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。 
読売新聞 2015/02/08、毎日新聞 2015/02/08 

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

*9784062192040*

 

「北洋」の誕生～場と人と物語～ 
神長 英輔 著 
成文社 
北洋とは何か。北洋漁業とは何か。北洋の誕生から消滅までを、実証研究による編年

体的な通史、4 人の人物に注目した伝記、そして北洋(漁業)とその歴史が語られてきた

こと自体の歴史という、3 つの歴史記述の方法で概観する。 
読売新聞 2015/02/22、毎日新聞 2015/02/22 

2014:12. / 278p 
978-4-86520-008-9 
3,500 円〔本体〕+税 

*9784865200089*

 

西郷南洲遺訓～付 手抄言志録及遺文～(岩波文庫)  
西郷隆盛/ 山田準斎 著 
岩波書店 
日本経済新聞 2015/02/15 

1939:02. / １０８ｐ 
978-4-00-331011-3 
480 円〔本体〕+税 

*9784003310113*

 

代表的日本人(岩波文庫)  
内村 鑑三/ 鈴木 範久 著 
岩波書店 
日本経済新聞 2015/02/15 

1995:07. / ２０８ｐ 
978-4-00-331193-6 
660 円〔本体〕+税 

*9784003311936*
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坊っちゃん 改版(角川文庫)  
夏目 漱石 著 
角川書店 
日本経済新聞 2015/02/15 

2004:06. / ２２３ｐ 
978-4-04-100121-9 
286 円〔本体〕+税 

*9784041001219*

 

言志四録<１> 言志録(講談社学術文庫)  
佐藤 一斎/ 川上 正光 著 
講談社 
日本経済新聞 2015/02/15 

1979:01. / ２９５ｐ 
978-4-06-158274-3 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784061582743*

 

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 2015/02/15 

1987:10. / ５０２ｐ 
978-4-06-195023-8 
740 円〔本体〕+税 

*9784061950238*

 

深い河（ディープ・リバー）(講談社文庫)  
遠藤 周作 著 
講談社 
日本経済新聞 2015/02/15 

1996:06. / ３７３ｐ 
978-4-06-263257-7 
610 円〔本体〕+税 

*9784062632577*

 

古都 改版(新潮文庫)  
川端 康成 著 
新潮社 
日本経済新聞 2015/02/01 

2010:01. / ２７８ｐ 
978-4-10-100121-0 
490 円〔本体〕+税 

*9784101001210*

 

雁 改版(新潮文庫)  
森 鴎外 著 
新潮社 
日本経済新聞 2015/02/15 

2008:02. / １８４ｐ 
978-4-10-102001-3 
370 円〔本体〕+税 

*9784101020013*

 

豊饒の海<第一巻> 改版 春の雪(新潮文庫） 
三島 由紀夫 著 
新潮社 
日本経済新聞 2015/02/15 

2002:10. / 475p 
978-4-10-105021-8 
670 円〔本体〕+税 

*9784101050218*
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カンガル－・ノ－ト(新潮文庫)  
安部公房 著 
新潮社 
日本経済新聞 2015/02/15 

1995:02. / ２２３ｐ 
978-4-10-112124-6 
430 円〔本体〕+税 

*9784101121246*

 

沈黙 改版(新潮文庫)  
遠藤 周作 著 
新潮社 
日本経済新聞 2015/02/15 

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

*9784101123158*

 

キリストの誕生(新潮文庫)  
遠藤周作 著 
新潮社 
日本経済新聞 2015/02/15 

1982:12. / ２５７ｐ 
978-4-10-112317-2 
520 円〔本体〕+税 

*9784101123172*

 

ゴリオ爺さん 改版(新潮文庫)  
バルザック/ 平岡 篤頼 著 
新潮社 
日本経済新聞 2015/02/22 

2005:01. / ５２３ｐ 
978-4-10-200505-7 
710 円〔本体〕+税 

*9784102005057*

 

お気に召すまま 改版(新潮文庫)  
シェイクスピア/ 福田 恒存 著 
新潮社 
日本経済新聞 2015/02/22 

2004:09. / １９４ｐ 
978-4-10-202012-8 
400 円〔本体〕+税 

*9784102020128*

 

かわいい女・犬を連れた奥さん 改版(新潮文庫)  
チェーホフ/ 小笠原 豊樹 著 
新潮社 
日本経済新聞 2015/02/22 

2005:02. / ２８５ｐ 
978-4-10-206503-7 
490 円〔本体〕+税 

*9784102065037*

 

完本短篇集モザイク 
三浦 哲郎 著 
新潮社 
日本経済新聞 2015/02/15 

2010:12. /  
978-4-10-320922-5 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784103209225*
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ベ－ト－ヴェン／チェロ・ソナタ第１番ヘ長調作品５－１(ＩＳＲ Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏ

ｎａｌ Ｓ)  
平井丈一朗 著 
全音楽譜出版社 
日本経済新聞 2015/02/01 

2009:04. / ３８ｐ 
978-4-11-337021-2 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784113370212*

 

G ゼロ時代のエネルギー地政学～シェール革命と米国の新秩序構想～ 
福富 満久 著 
岩波書店 
激動する世界の「構図」を読み解く 
日本経済新聞 2015/02/15 

2015:01. / 10p,148p 
978-4-00-061003-2 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784000610032*

 

ソーシャルデザインで社会的孤立を防ぐ～政策連動と公私連携～ 
藤本 健太郎 著 
ミネルヴァ書房 
政策連動・公私連携のあり方を提言 
日本経済新聞 2015/02/08 

2014:11. / 10p,256p 
978-4-623-07198-2 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784623071982*

 

蒙古襲来 
服部 英雄 著 
山川出版社 
「蒙古襲来絵詞」を読み直し再検証する 
日本経済新聞 2015/02/15 

2014:11. / 516p 図版
16p 
978-4-634-15061-4 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784634150614*

 

日中間海底ケーブルの戦後史～国交正常化と通信の再生～ 
貴志 俊彦 著 
吉川弘文館 
国交正常化後初の日中共同プロジェクト 
日本経済新聞 2015/02/22 

2015:01. / 8p,228p,13p
978-4-642-08267-9 
2,700 円〔本体〕+税 

*9784642082679*

 

恋する文化人類学者～結婚を通して異文化を理解する～ 
鈴木 裕之 著 
世界思想社 
ラヴ・ロマンス風体験的文化人類学入門 
日本経済新聞 2015/02/01 

2014:12. / 6p,272p 
978-4-7907-1645-7 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784790716457*

 

ナイチンゲールの末裔たち～<看護>から読みなおす第一次世界大戦～ 
荒木 映子 著 
岩波書店 
前線でも銃後でもない、女たちのもう一つの戦争 
日本経済新聞 2015/02/22 

2014:12. / 8p,245p 
978-4-00-024172-4 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784000241724*
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辞書をよむ(平凡社新書 760) 
今野 真二 著 
平凡社 
各時代の辞書を読み各時代の言語生活を浮彫りにする 
日本経済新聞 2015/02/01 

2014:12. / 183p 
978-4-582-85760-3 
800 円〔本体〕+税 

*9784582857603*

 

ジョナサン・アイブ～偉大な製品を生み出すアップルの天才デザイナー～ 
リーアンダー・ケイニー/ 関 美和 著 
日経ＢＰ社 
アップルのすばらしいデザインを生み出してきた天才デザイナーに迫った初めての

本！ 
日本経済新聞 2015/02/22 

2015:01. / 397p 
978-4-8222-5070-6 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784822250706*

 

ジャーナリストの生理学(講談社学術文庫 2273)  
オノレ・ド・バルザック 著 
講談社 
大文豪バルザックは、新聞記者と批評家を取り上げ、痛烈に批判する。今も昔も、ジャ

ーナリズムは信用ならない。 
日本経済新聞 2015/02/22 

2014:12. / 313p 
978-4-06-292273-9 
1,050 円〔本体〕+税 

*9784062922739*

 

坂の上の雲<１> 新装版(文春文庫)  
司馬 遼太郎 著 
文芸春秋 
松山出身の歌人正岡子規と軍人の秋山好古・真之兄弟の三人を軸に、維新から日露

戦争の勝利に至る明治日本を描く大河小説。 
日本経済新聞 2015/02/15 

1999:01. / 350p 
978-4-16-710576-1 
650 円〔本体〕+税 

*9784167105761*

 

1913～20 世紀の夏の季節～ 
フローリアン・イリエス/ 山口 裕之 著 
河出書房新社 
第一次大戦の前年のヨーロッパーー人々は何をしていたのか。膨大な断片で 1913 と

いう一年を描き出す空前のドキュメント。 
日本経済新聞 2015/02/15 

2014:12. / 428p,6p 
978-4-309-22617-0 
4,200 円〔本体〕+税 

*9784309226170*

 

安倍官邸の正体(講談社現代新書 2294)  
田崎 史郎 著 
講談社 
時の権力者は何を考えているのか。官邸の意思決定システムがわかれば、「次」が読め

る。日本の将来について考えるための必読書 
日本経済新聞 2015/02/08 

2014:12. / 257p 
978-4-06-288294-1 
800 円〔本体〕+税 

*9784062882941*

 

バルザックと 19 世紀パリの食卓 
アンカ・ミュルシュタイン/ 塩谷 祐人 著 
白水社 
パリが美食の中心となっていった 19 世紀、大食漢で知られるバルザックの小説の食の

場面を通して、当時の社会・風俗をよみとく。 
日本経済新聞 2015/02/22 

2013:01. / 209p 
978-4-560-08263-8 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784560082638*
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取締役会の仕事～先頭に立つとき、協力するとき、沈黙すべきとき～ 
ラム・チャラン/ デニス・ケアリー/ マイケル・ユシーム/ 川添 節子 著 
日経ＢＰ社 
企業「取締役会」に焦点を当て、その存在意義や責任、機能を体系的にまとめあげ、経

営陣との関係や行動原則を具体的に解説する。 
日本経済新聞 2015/02/08 

2014:12. / 2p,338p 
978-4-8222-5061-4 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784822250614*

 

永遠の故郷 夕映  
吉田秀和 著 
集英社 
「絶望的なまでに懐かしい」シューベルトの歌曲の魅力。歌が生まれ戻っていくところ

を、５年にわたり考察し続けた著者が９７歳にし 
日本経済新聞 2015/02/01 

2011:01. / 192p 
978-4-08-771388-6 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784087713886*

 

素晴らしきソリボ 
パトリック・シャモワゾー/ 関口 涼子/ パトリック・オノレ 著 
河出書房新社 
語りの 中に突然「言葉に喉を掻き裂かれた」語り部ソリボの謎の死を中心に、口承と

記述の出会いを描く、クレオール作家の代表作。 
日本経済新聞 2015/02/22 

2015:01. / 246p 
978-4-309-20670-7 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784309206707*

 

十九世紀フランス文学を学ぶ人のために 
小倉 孝誠 編 
世界思想社 
刷新された小説・詩・演劇、作家たちの自伝・日記や旅行記、ジャーナリズムの発達が

促した文芸批評。革命後の豊穣な文学世界を描く。 
日本経済新聞 2015/02/22 

2014:10. / 318p 
978-4-7907-1639-6 
2,700 円〔本体〕+税 

*9784790716396*

 

FUJISAN 世界遺産への道 
近藤 誠一 著 
毎日新聞社 
石見銀山、平泉、そして富士山。いずれも難しいとされた世界遺産登録を「逆転」で勝

ち取った舞台裏と、文化外交への熱き思いを、第 20 代文化庁長官が綴る。 
日本経済新聞 2015/02/01 

2014:06. / 254p 
978-4-620-32247-6 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784620322476*

 

紅蓮の街 
フィスク・ブレット 著 
現代思潮新社 
東京大空襲の火炎地獄を生き延びた親子と、無差別爆撃の惨状に思い悩むアメリカ

人青年とが織り成す物語。アメリカ人が日本語で書き下ろした戦争歴史小説第 2 弾。 
日本経済新聞 2015/02/08 

2015:01. / 191p 
978-4-329-00492-5 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784329004925*

 

永遠の故郷－夜  
吉田 秀和 著 
集英社 
不世出の音楽評論家が 愛の妻の喪失から不死鳥のごとく甦り、新境地を拓く。「歌の

心」をうたい、文学と音楽を結び、世界の誰も書かなかった深みへ至る記念碑的作品

集。 
日本経済新聞 2015/02/01 

2008:02. / １５７ｐ 
978-4-08-774874-1 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784087748741*
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日仏翻訳交流の過去と未来～来るべき文芸共和国に向けて～ 
坂井 セシル 編 
大修館書店 
近年目覚ましい成果を挙げている翻訳者・研究者が、日仏双方の翻訳の歴史・現状・

展望について考察する。2014 年 4 月開催の国際シンポジウムでの発表を元にした論

集。 
日本経済新聞 2015/02/01 

2014:10. / 8p,321p 
978-4-469-25084-8 
3,300 円〔本体〕+税 

*9784469250848*

 

アインシュタインとヴァイオリン～音楽のなかの科学～ 
西原 稔/ 安生 健 著 
ヤマハミュージックメディア 
古来より科学者にとって、音階や音律の研究は宇宙の真理を探求することだった。科

学と音楽を横断的に読み解き、音階・音律論から物理学、哲学、そして宇宙の真理に

迫る。 
日本経済新聞 2015/02/01 

2014:01. / 349p 
978-4-636-89993-1 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784636899931*

 

祖国の選択～あの戦争の果て、日本と中国の狭間で～ 
城戸 久枝 著 
新潮社 
満州や戦後の中国を生き抜いた日本人が強いられた究極の決断とは? 戦争に翻弄さ

れた人々にとって「故郷」とは? 世代を超えて継承されるべき歴史と記憶の記録を丹念

に掬い取る。 
日本経済新聞 2015/02/22 

2015:01. / 279p 
978-4-10-338071-9 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784103380719*

 

人の心は読めるか? 
ニコラス・エプリー/ 波多野 理彩子 著 
早川書房 
どうすれば、上司や家族、友人の「本心」がわかる? 心理学界の気鋭が、誤解や勘違

いを引き起こす脳の“罠”を解説。相手の心を正しく読むための「8 つのステップ」を解き

明かす。 
日本経済新聞 2015/02/15 

2015:01. / 335p 
978-4-15-209517-6 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784152095176*

 

佐治敬三～へんこつなんこつ～(人間の記録 196） 
佐治 敬三 著 
日本図書センター 
サントリーの社長、会長を務め、ウイスキーを大衆に広めた佐治敬三が、学生時代の思

い出や、トリスの発売、企業分割の危機、サントリー美術館やサントリーホールの設立な

どを綴る。 
日本経済新聞 2015/02/01 

2012:04. / 177p 
978-4-284-70072-6 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784284700726*

 

日本人にとって聖なるものとは何か～神と自然の古代学～(中公新書 2302)  
上野 誠 著 
中央公論新社 
日本人の独特の宗教観や自然観はどう形成され、現代にまで影響を及ぼしているか。

「カムナビ」「ミモロ」などのキーワードを手がかりに記紀万葉の世界に分け入り、古代の

人びとの心性に迫る。 
日本経済新聞 2015/02/15 

2015:01. / 4p,241p 
978-4-12-102302-5 
880 円〔本体〕+税 

*9784121023025*
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日本人が中国を嫌いになれないこれだけの理由 
瀬口 清之 著 
日経ＢＰ社 
2004 年以前と 2010 年以降で別の国に変貌した中国。沸き上がる個人消費、その果実

を享受するのは他ならぬ日本企業である-。対中現実派の著者が、中国ビジネスの本

当の未来を分析する。 
日本経済新聞 2015/02/08 

2014:11. / 375p 
978-4-8222-7902-8 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784822279028*

 

コメをやめる勇気 
吉田 忠則 著 
日本経済新聞出版社 
コメ本位主義というモノカルチャーからの脱皮こそが、日本の農業と農村を救う-。徹底

した現場取材にもとづいて、日経記者が生き残るコメの条件を探る。『日本経済新聞』

ほか掲載記事を単行本化。 
日本経済新聞 2015/02/15 

2015:01. / 5p,259p 
978-4-532-35626-2 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784532356262*

 

貧困シングルマザー(朝日文庫 す 22-1) 
鈴木 大介 著 
朝日新聞出版 
DV、うつ、虐待。別れた夫との修羅をひきずり、子どもとの生活のため、そして行き場の

ない寂しさから、出会い系サイトで売春する…。そんなシングルマザーの壮絶な性と生

に関するルポルタージュ。 
日本経済新聞 2015/02/08 

2015:01. / 207p 
978-4-02-261816-0 
540 円〔本体〕+税 

*9784022618160*

 

石油の帝国～エクソンモービルとアメリカのスーパーパワー～ 
スティーブ・コール/ 森 義雅 著 
ダイヤモンド社 
すべてはアラスカ沖原油流出事故から始まった! アメリカ 大 強の企業「エクソンモ

ービル」が世界で繰り広げた資源獲得競争の知られざる裏側を余すところなく描き出す

迫真の国際ドキュメンタリー。 
日本経済新聞 2015/02/08 

2014:12. / 5p,642p 
978-4-478-02910-7 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784478029107*

 

科学で勝負の先を読む～投資からテニスまで先を読むため・読まれないための実践

ガイド～ 
ウィリアム・パウンドストーン/ 松浦 俊輔 著 
青土社 
じゃんけん、PK、宝くじ、株式投資…。「気まぐれ」に見える人間の行動にも、意外な法

則が隠されていた! 数学・心理学・統計学・行動経済学などを武器に、世の中を先読

みする究極の実践マニュアル。 
日本経済新聞 2015/02/08 

2014:12. / 328p,22p 
978-4-7917-6840-0 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784791768400*

 

透明カメレオン 
道尾 秀介 著 
KADOKAWA 
冴えない容姿と“特殊”な声を持つラジオのパーソナリティの恭太郎はある雨の日、行き

つけのバーで奇妙な女の子に出会う。ひょんなことから彼女の企てた殺害計画に参加

することになる恭太郎だったが――。 
日本経済新聞 2015/02/08 

2015:01. / 383p 
978-4-04-101428-8 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784041014288*
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中小企業のマクロ・パフォーマンス～日本経済への寄与度を解明する～ 
後藤 康雄 著 
日本経済新聞出版社 
日本の会社全体の 99%以上を占める中小企業の実力は、経済全体の中でどれほどな

のか? 広汎なデータと計量手法を駆使して近代経済学の視点から中小企業像を包括

的・定量的に捉え、今後のあり方を問う。 
日本経済新聞 2015/02/08 

2014:10. / 15p,355p 
978-4-532-13455-6 
5,200 円〔本体〕+税 

*9784532134556*

 

延長 50 回の絆～中京 vs 崇徳 球史に刻まれた死闘の全貌～ 
中 大輔 著 
竹書房 
第 59 回全国高校軟式野球選手権大会の準決勝での、中京と崇徳による延長 50 回の

死闘。なぜこのような奇跡的な試合が生まれたのか? 関係者取材によって浮かび上が

った秘話満載の感動ノンフィクション。 
日本経済新聞 2015/02/01 

2015:01. / 254p 
978-4-8019-0114-8 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784801901148*

 

書きたいのに書けない人のための文章教室 
清水 良典 著 
講談社 
自分らしい文章を書く歓びをガイドする、大人のための文章入門。「書くことが見つから

ない」「どう書けばいいか分からない」という人に向け、「書けない」理由を明らかにし、そ

れを乗りこえる方法を紹介する。 
日本経済新聞 2015/02/08 

2014:11. / 222p 
978-4-06-219257-6 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784062192576*

 

門(集英社文庫 な 19-8) 
夏目 漱石 著 
集英社 
親友・安井の妻を得た宗助。罪悪感から身を潜めて暮らしていたが、安井の消息が届

き、心はかき乱れて…。「三四郎」「それから」に続く 3 部作の完結編。写真で見る漱石・

用語の注釈・年表・解説・鑑賞文付き。 
日本経済新聞 2015/02/15 

2013:12. / 319p 
978-4-08-752056-9 
460 円〔本体〕+税 

*9784087520569*

 

昭和の迷走～「第二満州国」に憑かれて～(筑摩選書 0105)  
多田井 喜生 著 
筑摩書房 
破滅的な戦争へ向かう運命の歯車はいつ、どのように回り始めたのだろうか? 「第二満

州国」の策謀が本格化した昭和 10 年前後に焦点を当て、勝田蔵相のポケット日記や

朝鮮銀行の未公開資料などから読み解く。 
日本経済新聞 2015/02/15 

2014:12. / 296p,10p 
978-4-480-01611-9 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784480016119*

 

ヤーノシュ・シュタルケル自伝  
ヤーノシュ・シュタルケル/ 石戸谷 滋/ 堤 剛 著 
愛育社 
偉大なるチェリストであるとともに、現代で も優れたチェロ教師でもあるヤーノシュ・シ

ュタルケル。日本の音楽ファンを愛し、世界中の弦楽器奏者から尊敬される巨匠が、波

乱に富んだ人生を紡ぐ色彩豊かな自伝。 
日本経済新聞 2015/02/01 

2008:03. / ４０３ｐ 
978-4-7500-0340-5 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784750003405*
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東アジア動乱～地政学が明かす日本の役割～(角川 one テーマ 21 D-60) 
武貞 秀士 著 
KADOKAWA 
韓国、中国の執拗な日本外し、北朝鮮とロシアの接近、東南アジア諸国と中国の衝突

――なぜ東アジアは混乱しているのか。地政学的観点から各国の外交戦略を分析し、

その思惑を見抜く。日本が果たすべき役割も探る。 
日本経済新聞 2015/02/01 

2015:01. / 239p 
978-4-04-653429-3 
800 円〔本体〕+税 

*9784046534293*

 

2040 年の新世界～3D プリンタの衝撃～ 
ホッド・リプソン/ メルバ・カーマン/ 斉藤 隆央 著 
東洋経済新報社 
フリー革命、メイカームーブメントの先に何がある? ビジネスと雇用はどう変わる? 蒸気

機関や電信に匹敵する革新的テクノロジー、3D プリンティングが、人々の暮らしと法と

経済をどのように変えるのかを探る。 
日本経済新聞 2015/02/15 

2014:12. / 
10p,473p,15p 
978-4-492-58105-6 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784492581056*

 

あの薔薇を見てよ(ＭＩＮＥＲＶＡ世界文学選)  
エリザベス・ボウエン/ 太田 良子 著 
ミネルヴァ書房 
２０世紀英国文壇切っての短編の名手がミステリータッチで抉る人生の真実。楽観的な

予定調和は期待できない。謎は謎のまま読者の前に放り出されるだけ。文学を読む本

当の楽しさを味わえる２０編を収録した短編集。 
日本経済新聞 2015/02/08 

2004:08. / ３３７ｐ 
978-4-623-04079-7 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784623040797*

 

すべては 1979 年から始まった～21 世紀を方向づけた反逆者たち～ 
クリスチャン・カリル/ 北川 知子 著 
草思社 
なぜ「宗教」と「市場」はここまで台頭したのか? 宗教原理主義と市場原理主義が圧倒

的に支配する 21 世紀の世界を運命づけた時代の転換点と、サッチャー、ホメイニーら

4 人の反逆者の足跡をたどる実録・現代史。 
日本経済新聞 2015/02/22 

2015:01. / 467p,19p 
978-4-7942-2102-5 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784794221025*

 

地政学の逆襲～「影の CIA」が予測する覇権の世界地図～ 
ロバート・D.カプラン/ 櫻井 祐子 著 
朝日新聞出版 
国や地域がたどってきた歴史と地理的事実をひもとくことで、先を知る手がかりを得られ

る。地政学の古典的思想家たちと彼らの理論を紹介し、ロシア、欧州、中東、中国など

の地理や歴史から今後の世界動向を予測する。 
日本経済新聞 2015/02/01 

2014:12. / 411p 
978-4-02-331351-4 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784023313514*

 

東日本大震災と地域産業復興<4> 2013.9.11?2014.9.11 
関 満博 著 
新評論 
東日本大震災後 3 年半。被災地間の格差、先のみえない放射能災害、人口減少・高

齢化の深刻化、生活支援産業の困難…。「3 年半を経ての課題」を語る人びとの声に

耳を澄ませ、仕事と暮らしの再建に向けた指針を探る。 
日本経済新聞 2015/02/08 

2014:11. / 362p 
978-4-7948-0987-2 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784794809872*
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永遠の故郷－薄明  
吉田 秀和 著 
集英社 
過去と現在と、やがて訪れる魂の永遠の故郷への誘い…。頬をなでゆく柔らかな風の

ようなフランス歌曲の魅了。歌の中に心を聴く、瑞々しい批評精神の新たなる到達点。

「永遠の故郷?夜」に続く『すばる』連載の書籍化。 
日本経済新聞 2015/02/01 

2009:02. / １５７ｐ 
978-4-08-771252-0 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784087712520*

 

永遠の故郷－真昼  
吉田 秀和 著 
集英社 
いよいよ華やぐ歌の生命の輝き?。「夜」の闇を抜けて「薄明」へと転調した著者の歩み

は、マーラーを中心に永遠の故郷の真髄に迫りつつ、未踏の領域へと踏み込む。「永

遠の故郷?薄明」に続く『すばる』連載の書籍化。 
日本経済新聞 2015/02/01 

2010:01. / １５７ｐ 
978-4-08-771326-8 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784087713268*

 

中小企業の底力～成功する「現場」の秘密～(ちくま新書 1065) 
中沢 孝夫 著 
筑摩書房 
成功している中小企業の強さの源は何か? 日本はもちろん、タイを中心に ASEAN の

現地工場を多数取材。人材の育成方法、独自の技術力、労働力の質の高さ、組織の

つくり方など、「よい会社の特徴」を明らかにする。 
日本経済新聞 2015/02/08 

2014:04. / 236p 
978-4-480-06776-0 
780 円〔本体〕+税 

*9784480067760*

 

小幡欣治の歳月 
矢野 誠一 著 
早川書房 
1950 年に「蟻部隊」を発表し、劇作家としてデビューした小幡欣治。藝能評論家の矢

野誠一が 53 年に及ぶ交流を、半世紀前の東京、当時の文化や背景を交え、さまざま

な角度から回想する。『悲劇喜劇』連載を単行本化。 
日本経済新聞 2015/02/08 

2014:12. / 321p 
978-4-15-209507-7 
2,700 円〔本体〕+税 

*9784152095077*

 

失敗は「そこ」からはじまる 
フランチェスカ・ジーノ 著 
ダイヤモンド社 
コカ・コーラ、サムスン、ヤフー創業者…。なぜ、人も企業もあと一歩でしくじってしまうの

か? 新進の研究者にしてコンサルタントの著者が、意思決定の失敗の本質、ブレずに

成功するための「9 つの原則」を解き明かす。 
日本経済新聞 2015/02/22 

2015:01. / 356p 
978-4-478-02538-3 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784478025383*

 

総力戦体制(ちくま学芸文庫 ヤ 24-1)  
山之内 靖 著, 伊豫谷 登士翁/ 成田 龍一/ 岩崎 稔 編 
筑摩書房 
現代社会の基礎は、多くが戦時の動員体制において形成されたものである-。こうした

論争的な問題提起により、戦後体制の本質だけでなく、近代的な知のあり方そのものま

でをも根底から問うた著者の代表的論考を精選収録。 
日本経済新聞 2015/02/22 

2015:01. / 494p 
978-4-480-09649-4 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784480096494*
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百年の遺産 新装改訂版 
岡崎 久彦 著 
海竜社 
陸奥宗光、伊藤博文、吉田茂…。激動の時代の中で、彼らはいかに日本の舵取りに苦

心したか。ペリー来航(1853 年)から占領の終了(1952 年)までの日本の近代を曇りのな

い眼で描く。加筆・再編集した新装改訂版。 
日本経済新聞 2015/02/15 

2011:11. / 414p 
978-4-7593-1213-3 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784759312133*

 

日本占領史 1945-1952～東京・ワシントン・沖縄～(中公新書 2296)  
福永 文夫 著 
中央公論新社 
1945 年の敗戦後、マッカーサーを頂点に GHQ の支配下に置かれた日本。21 世紀ま

で続く「戦後体制」が創られた日本占領 7 年間の全貌を、占領した側だけでなく、占領

された側の記録をあらためてたどり、明らかにする。 
日本経済新聞 2015/02/01 

2014:12. / 3p,360p 
978-4-12-102296-7 
900 円〔本体〕+税 

*9784121022967*

 

英国の幽霊伝説～ナショナル・トラストの建物と怪奇現象～ 
シャーン・エヴァンズ/ 村上 リコ/ 田口 未和 著 
原書房 
悲劇の王妃アン・ブーリンがさまよう場所、T・E・ロレンスの家、「バスカヴィル家の犬」の

もとになった伝説など、イングランド、ウェールズ、北アイルランドをめぐる不可思議な幽

霊譚を、幻想的な写真とともに紹介する。 
日本経済新聞 2015/02/15 

2015:01. / 285p 
978-4-562-05125-0 
3,500 円〔本体〕+税 

*9784562051250*

 

フランス現代思想史～構造主義からデリダ以後へ～(中公新書 2300)  
岡本 裕一朗 著 
中央公論新社 
レヴィ=ストロースの構造主義から、デリダによるポスト構造主義への展開、さらには 90
年代の管理社会論と脱構築の政治化へ。構造主義の成立から巨匠たち亡き後の現在

までのフランス現代思想史を、ひとつの通史として描く。 
日本経済新聞 2015/02/22 

2015:01. / 4p,272p 
978-4-12-102300-1 
880 円〔本体〕+税 

*9784121023001*

 

星に惹かれた男たち～江戸の天文学者間重富と伊能忠敬～ 
鳴海 風 著 
日本評論社 
日本人初の太陰太陽暦を作った渋川春海、天体測量を併用して高精度な日本地図を

作った伊能忠敬…。日本独自の正確なカレンダーを作るため、星に惹かれ、天文学に

のめりこんだ多彩な男たちを描く。『技術教室』連載を書籍化。 
日本経済新聞 2015/02/01 

2014:12. / 2p,239p,6p 
978-4-535-78758-2 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784535787582*

 

出動せず～自衛隊 60 年の苦悩と集団的自衛権～ 
瀧野 隆浩 著 
ポプラ社 
「君たちは一生日陰者になるが、耐えてくれ」 吉田茂の遺訓に暗示された隊員たちの

行く末とは。「沈黙の組織」自衛隊の変遷を通し、「国家と戦力」という回避された議論の

核心を問う。『毎日新聞』連載をベースに単行本化。 
日本経済新聞 2015/02/15 

2014:12. / 245p 
978-4-591-14250-9 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784591142509*



 61  

 

アジアで働くいまはその時だ 
野地 秩嘉 著 
日経ＢＰ社 
派遣された先で待ち構えていた苦労とは? それをどうやって乗り越えたのか、または乗

り越えようとしているのか? ベトナム、タイ、インドネシア、ミャンマー、シンガポールで奮

闘するビジネスパーソンたちの生の声を紹介。 
日本経済新聞 2015/02/01 

2014:11. / 247p 
978-4-8222-7797-0 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784822277970*

 

役人の生理学(講談社学術文庫 2206) 
オノレ・ド・バルザック/ 鹿島 茂 著 
講談社 
19 世紀、官僚組織の発生時に、バルザックが看破した役人の不変の生理とは? 大文

豪の観察眼が冴えわたるエッセイを収録するほか、バルザックの小説「役人」の概要と

抜粋、フロベールの戯文、モーパッサンのエッセイも掲載。 
日本経済新聞 2015/02/22 

2013:11. / 235p 
978-4-06-292206-7 
840 円〔本体〕+税 

*9784062922067*

 

ステーキ！～世界一の牛肉を探す旅～(中公文庫 シ 11-1) 
マーク・シャツカー 著 
中央公論新社 
とびきりおいしいステーキに出会うため一人の男が旅に出た。食欲と好奇心のおもむく

ままに、本当に旨い牛肉をひたすら探究。丁寧な取材と多角的な分析に基づいて、歴

史、生物学、栄養学、化学、宗教、哲学、考古学までを探る。 
日本経済新聞 2015/02/01 

2015:01. / 396p 
978-4-12-206065-4 
1,100 円〔本体〕+税 

*9784122060654*

 

サーカスナイト 
よしもと ばなな 著 
幻冬舎 
事件の後、さやかは娘のみちると幸せに暮らしていた。昔の恋人と再会し、忘れ得ぬ

人々へのつのる想いを重ねながら、愛と祈りの絆は、やがて鐘の音のように地上に広が

り渡る…。『新潟日報』『愛媛新聞』他連載に加筆し書籍化。 
日本経済新聞 2015/02/22 

2015:01. / 364p 
978-4-344-02711-4 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784344027114*

 

ゲーム・チェンジャーの競争戦略～ルール、相手、土俵を変える～ 
内田 和成 著 
日本経済新聞出版社 
ライバルと同じ土俵では戦わない! 相手の儲けの仕組みを無力化する(秩序破壊型)、
バリューチェーンを見直す(プロセス改革型)など、競争のルールを破壊する戦い方を 4
つのタイプに類型化し、その攻め方、守り方を明かす。 
日本経済新聞 2015/02/22 

2015:01. / 213p 
978-4-532-31958-8 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784532319588*

 

おちゃめなふたご(ポプラポケット文庫)  
ブライトン/ 佐伯 紀美子 著 
ポプラ社 
わがままいっぱいに育った双子のパットとイザベルは、クレア学院に入学。でも、厳しい

校風になじめず反発しつづける双子に先生も同級生もあきれて…。見栄っぱりでおこり

んぼう、勉強の嫌いな欠点だらけの双子の楽しい１学期。 
日本経済新聞 2015/02/08 

2005:10. / １９０ｐ 
978-4-591-08852-4 
570 円〔本体〕+税 

*9784591088524*
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幸せな秋の野原(ＭＩＮＥＲＶＡ世界文学選)  
エリザベス・ボウエン/ 太田 良子 著 
ミネルヴァ書房 
登場人物相互の隠れた関係、言わないことのほうが多い台詞、不可思議な微笑…。２０

世紀英国文壇切っての短編の名手、エリザベス・ボウエンの謎めいた世界を堪能でき

る短編集。「悪魔の恋人」「相続ならず」など１３編を収録。 
日本経済新聞 2015/02/08 

2005:04. / ３３７ｐ 
978-4-623-04350-7 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784623043507*

 

オートメーション・バカ～先端技術がわたしたちにしていること～ 
ニコラス・G.カー/ 篠儀 直子 著 
青土社 
運転手なしで車が走り、自分の必要としているものや道徳的な判断さえもすべて機械

が教えてくれる世界。それは一体どんな世界なのか-。「ネット・バカ」の著者が、すべて

が自動化する世界のおそるべき真実を鮮やかに暴き出す。 
日本経済新聞 2015/02/01 

2014:12. / 332p,4p 
978-4-7917-6844-8 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784791768448*

 

ヒトラーランド～ナチの台頭を目撃した人々～ 
アンドリュー・ナゴルスキ/ 北村 京子 著 
作品社 
そこでは「考えること」は否定され、排外主義と人種差別が跋扈し、一人の男への盲従

だけが求められた…。ヒトラー政権誕生と支配の全貌を、在独アメリカ人たちの証言、個

人の手紙、未公開資料などから描き出す。 
日本経済新聞 2015/02/08 

2014:12. / 526p 
978-4-86182-510-1 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784861825101*

 

カニの不思議 
ジュディス・S.ワイス/ 長野 敬/ 長野 郁 著 
青土社 
大きな鋏、硬い甲羅、愛らしい歩き方…。世界中の約 7000 種のカニを事例に、そのユ

ニークな生態、生息地、行動からカニ漁、カニ料理、人間との関係まで、カニを徹底的

に語り尽くす。 
日本経済新聞 2015/02/22 

2015:01. / 328p,15p 
978-4-7917-6839-4 
2,900 円〔本体〕+税 

*9784791768394*

 

イスラーム国の衝撃(文春新書 1013) 
池内 恵 著 
文藝春秋 
既存の国境を越えて活動し、住民から徴税し、「国家樹立」をも宣言した「イスラーム

国」。組織原理、根本思想、資金源、メディア戦略、誕生の背景から、その実態を明ら

かにする。 
4、産経新聞 2015/02/21、朝日新聞 2015/02/22、読売新聞 2015/02/22 

2015:01. / 229p,9p 
978-4-16-661013-6 
780 円〔本体〕+税 

*9784166610136*

 

わが父塚本邦雄 
塚本 青史 著 
白水社 
絢爛たる言葉の宇宙を築き上げた偉大な歌人の知られざる日々とは? 作家として活躍

する著者が、父・塚本邦雄の生誕から晩年までを辿り、その姿を鮮やかに蘇らせる。 
日本経済新聞 2015/02/01、朝日新聞 2015/02/08 

2014:12. / 285p 
978-4-560-08406-9 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784560084069*



 63  

 

オリーブの罠(講談社現代新書 2288)  
酒井 順子 著 
講談社 
80?90 年代の少女たちから熱狂的に愛された雑誌『オリーブ』とその時代、女性に与え

た影響について、同誌の愛読者でもあり執筆者でもあった著者が分析する。「元オリー

ブ少女&少年の面会時間」も収録。 
日本経済新聞 2015/02/15、朝日新聞 2015/02/22 

2014:11. / 261p 
978-4-06-288288-0 
800 円〔本体〕+税 

*9784062882880*

 

批評メディア論～戦前期日本の論壇と文壇～ 
大澤 聡 著 
岩波書店 
「論壇」「文壇」とは何か。「批評」はいかにして可能か。日本の言論を支えてきたインフ

ラやシステムの生成過程に立ちかえり、論壇時評、座談会、人物批評など各種フォー

マットの来歴の精緻な総括に批評再生のヒントを探る。 
日本経済新聞 2015/02/08、朝日新聞 2015/02/15 

2015:01. / 344p,8p 
978-4-00-024522-7 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784000245227*

 

復興<災害>～阪神・淡路大震災と東日本大震災～(岩波新書 新赤版 1518) 
塩崎 賢明 著 
岩波書店 
阪神・淡路大震災から 20 年。その痛恨の教訓は生かされず、今また「復興」の名のもと

にもたらされる災害が東北を覆っている。次の復興災害をどう防ぐのか、多くの災害現

場を見てきた著者が提言。 
日本経済新聞 2015/02/01、読売新聞 2015/02/22 

2014:12. / 10p,197p 
978-4-00-431518-6 
780 円〔本体〕+税 

*9784004315186*

 

教団 X 
中村 文則 著 
集英社 
自分の元から去った女性は、公安から身を隠すカルト教団の中へ消えた。絶対的な悪

の教祖と 4 人の男女の運命が絡まり合い、やがて教団は暴走し、この国を根幹から揺

さぶり始める…。『すばる』連載を単行本化。 
日本経済新聞 2015/02/01、読売新聞 2015/02/08 

2014:12. / 567p 
978-4-08-771590-3 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784087715903*

 

韓国「反日」の真相(文春新書 1007)  
澤田 克己 著 
文藝春秋 
「自覚なき反日」の原因はどこにあるのか? なぜ韓国人の心理や行動は理解しがたい

のか? 毎日新聞の現役ソウル支局長が、誰も書かなかった韓国の真実を抉り出す。 
日本経済新聞 2015/02/15、毎日新聞 2015/02/15 

2015:01. / 211p 
978-4-16-661007-5 
730 円〔本体〕+税 

*9784166610075*

 

知日～なぜ中国人は、日本が好きなのか!～ 
毛 丹青/ 蘇 静/ 馬 仕睿/ 原口 純子 著 
潮出版社 
2011 年 1 月に北京で創刊された月刊誌『知日』は、毎号テーマを絞り、日本のありのま

まの姿を中国人読者に紹介している。そんな『知日』のすべてがわかるダイジェスト版。

内田樹、莫言らの特別寄稿も掲載。 
日本経済新聞 2015/02/01、毎日新聞 2015/02/22 

2015:01. / 149p 
978-4-267-02002-5 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784267020025*
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イスラム国 テロリストが国家をつくる時 
ロレッタ・ナポリオーニ/ 村井 章子 著 
文藝春秋 
欧米の多くの専門家は「イスラム国」をタリバンと同じ時代錯誤の組織だと考えている。

しかし、それは違う。対テロファイナンス専門のエコノミストが、「イスラム国」とは何か、そ

して何を目的としているのかについて考察する。 
日本経済新聞 2015/02/01、毎日新聞 2015/02/15 

2015:01. / 189p 
978-4-16-390211-1 
1,350 円〔本体〕+税 

*9784163902111*

 

くりかえすけど(銀河叢書) 
田中 小実昌 著 
幻戯書房 
世間というのはまったくバカらしく、おそろしい。戦争も世間がやったことだ。一億総白

痴化の たるものだろう-。そんなまなざしが、しずかににじむ単行本未収録作品集。 
日本経済新聞 2015/02/01、毎日新聞 2015/02/15、読売新聞 2015/02/22 

2015:01. / 315p 
978-4-86488-064-0 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784864880640*

 

風の吹き抜ける部屋(銀河叢書) 
小島 信夫 著 
幻戯書房 
同時代を共に生きた戦後作家たちへの追想、今なお謎めく創作の秘密、そして死者と

生者が交わる言葉の祝祭へ…。現代文学の 前衛を走り抜けた小説家、小島信夫の

既刊単著未収録の評論・随筆を精選する。 
日本経済新聞 2015/02/01、毎日新聞 2015/02/15、読売新聞 2015/02/22 

2015:01. / 427p 
978-4-86488-063-3 
4,300 円〔本体〕+税 

*9784864880633*

 

吉田松陰(岩波文庫)  
徳富猪一郎 著 
岩波書店 
毎日新聞 2015/02/08 

1981:11. / ２８２ｐ 
978-4-00-331541-5 
780 円〔本体〕+税 

*9784003315415*

 

千利休～無言の前衛～(岩波新書)  
赤瀬川原平 著 
岩波書店 
毎日新聞 2015/02/01 

1990:01. / ２４６ｐ 
978-4-00-430104-2 
800 円〔本体〕+税 

*9784004301042*

 

母のない子と子のない母と(偕成社文庫)  
壺井栄 著 
偕成社 
毎日新聞 2015/02/08 

1981:12. / ３０８ｐ 
978-4-03-650230-1 
700 円〔本体〕+税 

*9784036502301*

 

蔵<上>(角川文庫)  
宮尾 登美子 著 
角川書店 
毎日新聞 2015/02/22 

1998:01. / ４１０ｐ 
978-4-04-171803-2 
629 円〔本体〕+税 

*9784041718032*
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蔵<下>(角川文庫)  
宮尾 登美子 著 
角川書店 
毎日新聞 2015/02/22 

1998:01. / ３９５ｐ 
978-4-04-171804-9 
629 円〔本体〕+税 

*9784041718049*

 

講孟箚記<上>(講談社学術文庫 ４４２)  
吉田松陰/ 近藤啓吾 著 
講談社 
毎日新聞 2015/02/08 

1979:11. / ４６８ｐ 
978-4-06-158442-6 
1,350 円〔本体〕+税 

*9784061584426*

 

講孟箚記<下>(講談社学術文庫)  
吉田松陰/ 近藤啓吾 著 
講談社 
毎日新聞 2015/02/08 

1980:10. / ６４６ｐ 
978-4-06-158443-3 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784061584433*

 

典座教訓／赴粥飯法(講談社学術文庫)  
道元/ 中村璋八 著 
講談社 
毎日新聞 2015/02/22 

1991:07. / ２７０ｐ 
978-4-06-158980-3 
920 円〔本体〕+税 

*9784061589803*

 

花のきもの(講談社文庫)  
宮尾登美子 著 
講談社 
毎日新聞 2015/02/22 

1986:10. / ２２３ｐ 
978-4-06-183856-7 
467 円〔本体〕+税 

*9784061838567*

 

Master キートン Re マスター(ビッグコミックス) 
浦沢 直樹／長崎 尚志 著 
小学館 
毎日新聞 2015/02/08 

2014:11. / 296p 
978-4-09-186726-1 
700 円〔本体〕+税 

*9784091867261*

 

鎮守の森(新潮文庫)  
宮脇 昭 著 
新潮社 
毎日新聞 2015/02/15 

2007:04. / １８３ｐ 
978-4-10-131751-9 
400 円〔本体〕+税 

*9784101317519*
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空海千二百年の輝き～Nature and Infinity:K?kai and the World of Buddhist Art～ 
永坂 嘉光 著 
小学館 
弘法大師・空海の思想にカメラが迫る 
毎日新聞 2015/02/15 

2014:10. / 189p 
978-4-09-699872-4 
50,000 円〔本体〕+税 

*9784096998724*

 

だから日本はズレている(新潮新書 566) 
古市 憲寿 著 
新潮社 
勘違いを生み出す「幻想」の正体とは？ 
毎日新聞 2015/02/08 

2014:04. / 237p 
978-4-10-610566-1 
740 円〔本体〕+税 

*9784106105661*

 

全面自供！  
赤瀬川 原平/ 松田 哲夫 著 
晶文社 
学生時代から老人力まで，語り下し自伝 
毎日新聞 2015/02/01 

2001:06. / ４８４，６ｐ 
978-4-7949-6431-1 
2,840 円〔本体〕+税 

*9784794964311*

 

廃墟の零年 1945 
イアン・ブルマ/ 三浦 元博/ 軍司 泰史 著 
白水社 
廃墟から立ち上がった、世界の営為とは? 
毎日新聞 2015/02/15 

2015:01. / 393p,26p 
図版 16p 
978-4-560-08411-3 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784560084113*

 

シベリア抑留者たちの戦後～冷戦下の世論と運動 1945-56 年～ 
富田 武 著 
人文書院 
戦後の冷戦下、抑留問題はどう論じられたか 
毎日新聞 2015/02/15 

2013:12. / 272p 
978-4-409-52059-8 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784409520598*

 

ヴェトナム戦争研究～「アメリカの戦争」の実相と戦争の克服～(南山大学学術叢書) 
藤本 博 著 
法律文化社 
戦争犯罪の分析から加害と被害の実相に迫る 
毎日新聞 2015/02/08 

2014:12. / 8p,351p 
978-4-589-03640-7 
6,800 円〔本体〕+税 

*9784589036407*

 

こころ<Vol.23> 新連載|岡野弘彦 後の弟子が語る折口信夫 
平凡社 
新連載：岡野弘彦「書かれなかった折口信夫」 
毎日新聞 2015/02/22 

2015:02. / 166p 
978-4-582-38023-1 
800 円〔本体〕+税 

*9784582380231*
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第一次世界大戦開戦原因の再検討～国際分業と民衆心理～ 
馬場 優 著, 小野塚 知二 編 
岩波書店 
経済的国際分業の深化がひらいた大戦勃発への道 
毎日新聞 2015/02/01 

2014:12. / 10p,268p,4p
978-4-00-061007-0 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784000610070*

 

愛と暴力の戦後とその後(講談社現代新書 2246) 
赤坂 真理 著 
講談社 
『東京プリズン』で大きな話題を呼んだ作家が自らの実体験と戦後日本史を接続させて

語る、まったく新しい日本論。 
毎日新聞 2015/02/08 

2014:05. / 301p 
978-4-06-288246-0 
840 円〔本体〕+税 

*9784062882460*

 

インスタントラーメンが海を渡った日～日韓・?に賭けた男たちの挑戦～ 
村山 俊夫 著 
河出書房新社 
明星食品と三養食品の国境を越えた信頼と技術提携により韓国初のインスタントラーメ

ンが誕生した――知られざる日韓交流史！ 
毎日新聞 2015/02/01 

2015:01. / 197p 
978-4-309-24685-7 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784309246857*

 

大津波のあとの生きものたち 
永幡 嘉之 著 
少年写真新聞社 
大津波に流された浜辺の生きものたちは、どうなったのだろう。被災した浜辺を歩き、生

きものたちの姿を追い続けた写真絵本。 
毎日新聞 2015/02/22 

2015:01. / 47p 
978-4-87981-514-9 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784879815149*

 

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。 
毎日新聞 2015/02/08 

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

*9784535984127*

 

その女アレックス(文春文庫 ル 6-1) 
ピエール・ルメートル/ 橘 明美 著 
文藝春秋 
監禁され、死を目前にした女アレックス――彼女の心に秘められた壮絶な計画とは？ 
英米ミステリ界を戦慄させた驚愕と慟哭の傑作！ 
毎日新聞 2015/02/01 

2014:09. / 457p 
978-4-16-790196-7 
860 円〔本体〕+税 

*9784167901967*

 

イギリス文化事典 
イギリス文化事典集委員会/ 川成 洋 編 
丸善出版 
それぞれに独自の文化を有する、4 つの地域から成るイギリスの魅力を、389 の項目で

余すところなく伝えるユニークな中項目事典。 
毎日新聞 2015/02/01 

2014:11. / 27p,906p 
978-4-621-08864-7 
20,000 円〔本体〕+税 

*9784621088647*
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東京ブラックアウト 
若杉 冽 著 
講談社 
大ベストセラー『原発ホワイトアウト』を凌ぐディテールと迫力！ キャリア官僚が書いたリ

アル告発ノベルの 新作は驚愕の真実を暴く 
毎日新聞 2015/02/08 

2014:12. / 334p 
978-4-06-219341-2 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784062193412*

 

日本料理と天皇(Discover Japan Books) 
松本 栄文 著 
えい出版社 
飛鳥時代から江戸時代までの宮廷の年中行事と料理を美しい写真で紹介。日本料理

の原点である神饌や日本料理の系譜、宮廷由来の京都の食材なども取り上げる。 
毎日新聞 2015/02/01 

2014:11. / 223p 
978-4-7779-3401-0 
6,500 円〔本体〕+税 

*9784777934010*

 

地形で読み解く鉄道路線の謎<首都圏編> 
竹内 正浩 著 
JTB パブリッシング 
鉄道路線のルートを決定した大きな要因は、地形である-。「鉄道地形論」というアプロ

ーチで、地図や写真を多数交えながら、東京と近郊の路線にまつわる謎を読み解く。 
毎日新聞 2015/02/08 

2014:11. / 159p 
978-4-533-10079-6 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784533100796*

 

シベリアに逝きし４６３００名を刻む～ソ連抑留死亡者名簿をつくる～  
村山 常雄 著 
七つ森書館 
ついに帰還できず、異国シベリアの丘に人知れず眠る、無名戦士の名前を掘り起こし

た、祈りと鎮魂の紙碑。一市井人が決意し生涯を懸けて達成した大事業、壮大な生と

死の記録。 
毎日新聞 2015/02/15 

2009:08. / ２４５ｐ 
978-4-8228-0996-6 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784822809966*

 

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。 
毎日新聞 2015/02/01 

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

*9784938750770*

 

ヒトラー演説～熱狂の真実～(中公新書 2272) 
高田 博行 著 
中央公論新社 
何が人々を熱狂させたのか? ヒトラーの政界登場からドイツ敗戦までの 25 年間、150
万語に及ぶ演説データを分析。レトリックや表現などの面から煽動政治家の実像を明ら

かにする。 
毎日新聞 2015/02/08 

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

*9784121022721*
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金達寿小説集(講談社文芸文庫 き J1)  
金 達寿 著 
講談社 
昭和 5 年、10 歳で渡日後、働きながら文学者を志し、在日朝鮮人文学者の嚆矢として

活躍した金達寿。“もはや新人ではないから”と芥川賞を逸した「朴達の裁判」など全 6
作品を収録する。 
毎日新聞 2015/02/15 

2014:12. / 317p 
978-4-06-290254-0 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784062902540*

 

日本財政「 後の選択」～健全化と成長の両立は成るか～ 
伊藤 隆敏 著 
日本経済新聞出版社 
消費税再増税の延期によって、ますます遠のいた財政再建の道。このままで国家は破

綻しないのか? 瀬戸際に追い込まれた状態からどう脱出するかを、日本経済論のエキ

スパートが指南する。 
毎日新聞 2015/02/15 

2015:01. / 23p,267p 
978-4-532-35622-4 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784532356224*

 

「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。 
毎日新聞 2015/02/15 

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

*9784396113841*

 

死を笑う～うさぎとまさると生と死と～ 
中村 うさぎ/ 佐藤 優 著 
毎日新聞社 
死は終わりか、救いか、それとも…。原因不明の病で臨死体験をした中村うさぎと、いわ

ゆる「鈴木宗男事件」で社会的に殺されかけた佐藤優。死の淵からよみがえった 2 人

が語り尽くす異色対談。 
毎日新聞 2015/02/22 

2015:02. / 219p 
978-4-620-32290-2 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784620322902*

 

超高齢社会の未来 IT 立国日本の挑戦 
小尾 敏夫/ 岩崎 尚子 著 
毎日新聞社 
世界一の超高齢社会と情報社会が融合する日本の未来像、歴史的系譜、現状、課

題、展望をまとめるほか、5 人の賢者が日本の未来について語る。「シルバーICT 革命

が超高齢社会を救う」の続編。 
毎日新聞 2015/02/01 

2015:01. / 221p 
978-4-620-32285-8 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784620322858*

 

吉田松陰とその家族～兄を信じた妹たち～(中公新書 2291)  
一坂 太郎 著 
中央公論新社 
おおらかな母、教育熱心な父、弟思いの兄、個性豊かな妹弟や叔父…。吉田松陰の

周りには、いつも家族や同志の支えがあった。松陰と彼を愛した人々、彼の「志」を受け

継いだ者たちを描く幕末群像。 
毎日新聞 2015/02/08 

2014:10. / 3p,268p 
978-4-12-102291-2 
880 円〔本体〕+税 

*9784121022912*
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吉田松陰著作選～留魂録・幽囚録・回顧録～(講談社学術文庫 2202) 
吉田 松陰 著, 吉田 松陰/ 奈良本 辰也 編 
講談社 
幕末の動乱期、至誠と行動に生き、維新の原動力となった変革者・吉田松陰の思想と

は。「留魂録」「幽囚録」「対策一道」「回顧録」などの代表的著述を、丁寧な語釈と平易

な現代語訳を付して収録する。 
毎日新聞 2015/02/08 

2013:11. / 443p 
978-4-06-292202-9 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784062922029*

 

佐藤泰志 そこに彼はいた 
福間 健二 著 
河出書房新社 
41 歳でみずから生を断った作家・佐藤泰志。夢を共有した詩人がその生涯をたどりな

がら、全作品を未発表作品・草稿まで含めて徹底解説。佐藤泰志の生と言葉を未来へ

刻印するために書き下ろした評伝。 
毎日新聞 2015/02/15 

2014:11. / 449p 
978-4-309-02345-8 
2,900 円〔本体〕+税 

*9784309023458*

 

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。 
毎日新聞 2015/02/01 

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

*9784569821559*

 

北九州市戦後 70 年の物語 
毎日新聞西部本社報道部 著 
石風社 
終戦、朝鮮戦争と米軍、炭鉱があった街、ギャンブル盛衰…。秘蔵写真も発掘して北

九州の光と影をドキュメントする。『毎日新聞』北九州・京築版連載に加筆し書籍化。

「北九州市 50 年の物語」の続編。 
毎日新聞 2015/02/08 

2014:01. / 205p 
978-4-88344-248-5 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784883442485*

 

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。 
毎日新聞 2015/02/01 

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

*9784022512291*

 

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。 
毎日新聞 2015/02/15 

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

*9784106105968*
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今日も嫌がらせ弁当～反抗期ムスメに向けたキャラ弁ママの逆襲～ 
ttkk 著 
三才ブックス 
お弁当名「呪いのランチタイム」「食欲減退」「本音吐露」…。「仕返し弁当」を高校 3 年

間、作り続け、食べ続けたシングルマザーと反抗期女子高生親子の泣き笑いお弁当エ

ッセイ。ブログをもとに書籍化。 
毎日新聞 2015/02/15 

2015:02. / 208p 
978-4-86199-756-3 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784861997563*

 

成田亨の特撮美術 
成田 亨 著 
羽鳥書店 
「ウルトラ」の怪獣や宇宙人のデザインをてがけた成田亨は、独自に編み出した技術を

駆使して“特撮に見えない特撮”を追求した。54 作品と貴重写真 235 点を通して、成田

亨の特撮美術の真髄を伝える。 
毎日新聞 2015/02/08 

2015:01. / 16p,258p,6p
978-4-904702-50-5 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784904702505*

 

シンデレラの罠(創元推理文庫 M シ 2-1) 
セバスチアン・ジャプリゾ/ 平岡 敦 著 
東京創元社 
火事で顔も記憶も失ったわたしは、皆の言うように大金持ちの伯母から遺産を相続する

ミなのか? 焼死した娘がミで、わたしはドなのではないか? わたしは探偵で犯人で被害

者で証人なのだ-。ミステリの傑作。 
毎日新聞 2015/02/01 

2012:02. / 283p 
978-4-488-14206-3 
740 円〔本体〕+税 

*9784488142063*

 

Think 疑え!(知のトレッキング叢書) 
ガイ・P.ハリソン/ 松本 剛史 著 
集英社インターナショナル 
なぜ人は途方もない主張を、よく考えもせずに受け入れてしまうのか。アメリカの科学ジ

ャーナリストが、「奇妙な世界」をうまく渡っていくための武器になる、「よい懐疑主義者」

になるための思考法を紹介する。 
毎日新聞 2015/02/22 

2014:12. / 184p 
978-4-7976-7282-4 
1,100 円〔本体〕+税 

*9784797672824*

 

警視庁文書捜査官 
麻見 和史 著 
KADOKAWA 
警視庁捜査第一課文書解読班―文章心理学を学び、文書の内容から記述者の生ま

れや性格などを推理する技術が認められて抜擢された鳴海理沙警部補が、右手首が

切断された不可解な殺人事件に挑む。書き下ろし長編。 
毎日新聞 2015/02/22 

2015:01. / 301p 
978-4-04-101988-7 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784041019887*

 

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。 
毎日新聞 2015/02/22 

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

*9784120046711*
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谷崎潤一郎の恋文～松子・重子姉妹との書簡集～ 
谷崎 潤一郎/ [谷崎 松子/ [渡辺 重子 著, 谷崎 潤一郎/ [谷崎 松子/ [渡辺 重子

/ 千葉 俊二 編 
中央公論新社 
作家に請われて主従関係を結んだ美貌の姉、その証人となったうり二つの妹。「春琴

抄」「細雪」など、数々の名作のモデルになった姉妹と文豪がかわした書簡の全貌を明

らかにする。未公開書簡を含む全 351 通を収録。 
毎日新聞 2015/02/15 

2015:01. / 593p 
978-4-12-004688-9 
2,700 円〔本体〕+税 

*9784120046889*

 

高橋睦郎詩集<続続>(現代詩文庫 209) 
高橋 睦郎 著 
思潮社 
そこ 目の国と呼ばれる地では 人人は私たちが見るようには見ない(「目の国で」より) 
自由詩と定型詩の両岸を橋渡す詩人・高橋睦郎が、成熟期の 35 年にわたる詩業を精

選。目、生、旅、讃、悼、倣の 6 章に編む。 
毎日新聞 2015/02/23 

2015:01. / 159p 
978-4-7837-0987-9 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784783709879*

 

創価学会と平和主義(朝日新書 481)  
佐藤 優 著 
朝日新聞出版 
公明党が賛成した集団的自衛権。しかしそれは“名ばかり”のものにすぎない。閣議決

定を骨抜きにしたのは創価学会の平和主義だった。その「平和主義」は本物か? 組織

の論理と「池田大作」の思想に、知の怪物が迫る。 
毎日新聞 2015/02/08 

2014:10. / 222p 
978-4-02-273582-9 
760 円〔本体〕+税 

*9784022735829*

 

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。 
毎日新聞 2015/02/08 

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

*9784344983618*

 

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。 
毎日新聞 2015/02/08 

2014:09. / 8p,267p,5p 
978-4-00-431503-2 
840 円〔本体〕+税 

*9784004315032*

 

フィルムノワール/黒色影片(フィルムノワール) 
矢作 俊彦 著 
新潮社 
神奈川県警の嘱託・二村は、ある殺し屋がモデルとなった映画フィルムの行方を追って

香港に飛んだ。立て続けに起こる射殺事件。複雑な過去と現在が交錯し…。二村永爾

シリーズ。『新潮』連載を大幅に加筆改稿し単行本化。 
毎日新聞 2015/02/22 

2014:11. / 571p 
978-4-10-377507-2 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784103775072*
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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 2015/02/08 

2014:10. / 255p 
978-4-10-610589-0 
780 円〔本体〕+税 

*9784106105890*

 

学園危機一髪!～スクールセイバー～(小学館文庫 す 1-6) 
須藤 靖貴 著 
小学館 
珠城学院高校の体育教師・桐野一寛(イッカン)は、学校の不祥事を上手く収めるスクー

ルセイバーの一員。生徒の賭け麻雀から卒業式の爆破予告まで、イッカンたちは生徒

の将来と学内の平和をどう守るのか。シリーズ第 2 弾。 
毎日新聞 2015/02/22 

2015:02. / 266p 
978-4-09-406123-9 
580 円〔本体〕+税 

*9784094061239*

 

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。 
毎日新聞 2015/02/01 

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

*9784623071753*

 

一億人のための辞世の句 
坪内 稔典 著 
展望社 
これまでの人生をふりかえり、これから迎える死を見つめ直す「辞世の句」。公募による

10 代から 90 代までの、厳粛に、またユーモラスに現代の死生観を描いた 300 句を収

める。辞世の句の面白さを世に問うた一冊を復刊。 
毎日新聞 2015/02/08 

2015:01. / 168p 
978-4-88546-292-4 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784885462924*

 

一週間(新潮文庫 い-14-32) 
井上 ひさし 著 
新潮社 
昭和 21 年、ハバロフスク。日本人捕虜・小松修吉は、脱走に失敗した軍医の手記を書

くように命じられる。面談した軍医から、レーニンの裏切と革命の堕落を明かす手紙を

入手し、これを切り札にたった一人の反乱を始めるが…。 
毎日新聞 2015/02/15 

2013:04. / 662p 
978-4-10-116832-6 
840 円〔本体〕+税 

*9784101168326*

 

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。 
毎日新聞 2015/02/01 

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

*9784103030249*
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サナキの森 
彩藤 アザミ 著 
新潮社 
売れない小説家だった祖父が遺した手紙に従い、ひきこもりの私は遠野を訪れる。この

地の旧家で起こった 80 年前の不可解な殺人事件。それは祖父の怪奇小説「サナキの

森」に描かれていた「呪いによる殺人」に酷似していて…。 
毎日新聞 2015/02/22 

2015:01. / 280p 
978-4-10-338011-5 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784103380115*

 

「恩恵の論理」と植民地～アメリカ植民地期フィリピンの教育とその遺制～ 
岡田 泰平 著 
法政大学出版局 
アメリカの植民地政策を象徴する教育制度がめざした革新主義的ユートピア社会はフ

ィリピンに実現したのか。アメリカが掲げた民主主義の実像を明らかにし、植民地教育

を「恩恵」とみなしてきたアメリカの歴史認識を問い直す。 
毎日新聞 2015/02/15 

2014:09. / 322p,34p 
978-4-588-37712-9 
5,700 円〔本体〕+税 

*9784588377129*

 

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

る大河…。凋落を招いた“真犯人”は誰だ! 圧倒的な熱量で放つ、時代劇への鎮魂

歌。『新潮 45』『オール讀物』掲載を大幅加筆し再編集。 
毎日新聞 2015/02/08 

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

*9784106105869*

 

四角形の歴史  
赤瀬川 原平 著 
毎日新聞社 
人間はなぜ風景画を描くのか。四角い画面。四角いファインダー。その四角形はどこか

らやってきたのだろう？ 壮大で美しい文明のはじまり物語。作家・芸術家としての思

想・哲学を自らの絵と文でレクチャーする書下ろし第３弾。 
毎日新聞 2015/02/01 

2006:02. / １１７ｐ 
978-4-620-31740-3 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784620317403*

 

ハリー・クバート事件<上> 
ジョエル・ディケール/ 橘 明美 著 
東京創元社 
デビュー作がヒットした新人作家マーカスの恩師ハリー・クバートが少女殺害容疑で逮

捕された。33 年前に失踪した少女の白骨死体が彼の家の庭から発見されたのだ。マ

ーカスは師の無実を証明すべく事件について調べはじめる。 
毎日新聞 2015/02/01 

2014:07. / 418p 
978-4-488-01026-3 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784488010263*

 

医学的音楽療法～基礎と臨床～ 
呉 東進/ 日本音楽医療研究会 著 
北大路書房 
医学的音楽療法のスタンダードを提示。音や音楽の作用機序を解説した総論を踏ま

え、癌、疼痛、認知症、発達障害といった対象となる疾患別に、臨床場面における医学

的音楽療法の適応と方法を実践的に示す。 
毎日新聞 2015/02/22 

2014:07. / 9p,291p 
978-4-7628-2862-1 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784762828621*
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賢者の愛 
山田 詠美 著 
中央公論新社 
初恋の人を奪った親友の息子に「痴人の愛」から「直巳」と名付けた真由子。22 歳年下

の直巳を手塩に掛けて“調教”し-。憧れ、嫉妬、そして復讐。谷崎潤一郎賞作家がおく

る、絢爛豪華な愛憎劇。『婦人公論』連載を単行本化。 
毎日新聞 2015/02/01、中日新聞・東京新聞 2015/02/08、日本経済新聞 2015/02/08 

2015:01. / 269p 
978-4-12-004686-5 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784120046865*

 

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 2015/02/08、朝日新聞 2015/02/15 

2014:03. / 218p 
978-4-08-720732-3 
740 円〔本体〕+税 

*9784087207323*

 

現代の建築家 
井上 章一 著 
エーディーエー・エディタ・トーキョー 
明治に生まれ、モダニズムの波を越えて、現代に至る日本の建築家たち。日本の自我

は、どのように建築や都市にあらわされてきたか。建築家のあゆみを、社会のありようか

ら考える。『GA JAPAN』連載を書籍化。 
毎日新聞 2015/02/08、朝日新聞 2015/02/15 

2014:11. / 503p 
978-4-87140-689-5 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784871406895*

 

ハンナ・アーレント～「戦争の世紀」を生きた政治哲学者～(中公新書 2257) 
矢野 久美子 著 
中央公論新社 
全体主義と対決し、「悪の陳腐さ」を問い、公共性を追求した政治哲学者ハンナ・アー

レント。ユダヤ人としての出自をはじめ、幾多のドラマに彩られた生涯と、強靱でラディ

カルな思考の軌跡を、繊細な筆致で克明に描き出す。 
毎日新聞 2015/02/08、朝日新聞 2015/02/15 

2014:03. / 3p,239p 
978-4-12-102257-8 
820 円〔本体〕+税 

*9784121022578*

 

吉田松陰～「日本」を発見した思想家～(ちくま新書 1101)  
桐原 健真 著 
筑摩書房 
幕末の尊王攘夷を主唱し、維新に大きな影響を与えた吉田松陰。太く短く終えたその

生涯で、度重なる挫折にめげず、いかにして世界における日本の自己像を獲得するに

至ったか。その歩みを追い、「蹉跌の人」松陰の実像に迫る。 
毎日新聞 2015/02/08、朝日新聞 2015/02/15 

2014:12. / 244p,4p 
978-4-480-06807-1 
820 円〔本体〕+税 

*9784480068071*

 

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。 
毎日新聞 2015/02/08、朝日新聞 2015/02/15 

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

*9784121022820*
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フランソワ一世～フランス・ルネサンスの王～ 
ルネ・ゲルダン/ 辻谷 泰志 著 
国書刊行会 
戦乱の世に生まれながらも文化を愛し、フランス・ルネサンスの王と呼ばれたフランソワ

一世。その生涯を明らかにする決定版評伝。 
毎日新聞 2015/02/01、読売新聞 2015/02/15 

2014:12. / 519p,19p 
図版 16p 
978-4-336-05868-3 
6,000 円〔本体〕+税 

*9784336058683*

 


