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モダン 
原田 マハ 著 
文藝春秋 
ピカソ、マティス、ルソー、ポロック、ワイエス…。<モダン・アートの王国>へようこそ。

ニューヨーク近代美術館 MoMA を舞台に、「楽園のカンヴァス」の著者が描く「美術

館」短編小説。『オール讀物』掲載等を単行本化。 
産経新聞 2015/06/06 

2015:04. / 189p 
978-4-16-390242-5 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784163902425*

 

可愛い世の中 
山崎 ナオコーラ 著 
講談社 
お金を出すことで社会と関わっていきたい、豆子 32 歳。もちろん、自分の結婚式

は、自分でお金を払いたい。金銭感覚の冒険！ 
産経新聞 2015/06/07 

2015:05. / 177p 
978-4-06-219497-6 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784062194976*

 

マイクロ・ライブラリー図鑑～全国に広がる個人図書館の活動と 514 のスポット一

覧～(まちライブラリー文庫) 
礒井 純充 著 
まちライブラリー 
個人または小規模な団体が主宰する私設図書館が全国各地で誕生し、多くのコミ

ュニティが生まれています。代表的な 22 館の主宰者による活動の様子と全国 514
館を一覧で紹介します。 
産経新聞 2015/06/07 

2014:05. / 192p 
978-4-9907442-0-5 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784990744205*

 

永い言い訳 
西川 美和 著 
文藝春秋 
長年連れ添った妻・夏子を突然のバス事故で失った、人気作家の津村啓。同じ事

故で母親を失った一家と出会い、はじめて夏子と向き合いはじめるが…。死者と残

された者たちの絆の不確かさを描く、感涙の物語。 
産経新聞 2015/06/07 

2015:02. / 309p 
978-4-16-390214-2 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784163902142*

 

はらぺことらたとふしぎなクレヨン(PHP にこにこえほん) 
あまん きみこ/ 広瀬 弦 著 
ＰＨＰ研究所 
おなかをすかせた猫のとらたは、チイばあちゃんがクレヨンで描いた赤いタイの絵を

ぱくん。すると、とらたの体が赤くなってしまいました。チイばあちゃんは、とらたを心

配して、林の中へと追いかけていき…。 
産経新聞 2015/06/07 

2015:04. / [32p] 
978-4-569-78368-0 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784569783680*
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昭和天皇七つの謎 
加藤 康男 著 
ワック 
替え歌だった「よもの海」、天皇周辺の赤いユダ、「ご巡幸」と「ヤミ米」列車の怪、皇

居から聞こえる讃美歌…。昭和天皇にまつわる数々の謎を取り上げ、独自の視点で

その謎解きに挑戦、昭和史の常識を覆す。 
産経新聞 2015/06/07 

2015:01. / 342p 
978-4-89831-430-2 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784898314302*

 

戦国武将の選択(産経セレクト S-005) 
本郷 和人 著 
産経新聞出版 
彼らはそのとき、何を考えていたのか-。戦国武将の選択について、 新研究を紹

介。通説にも疑問を投げかける。歴史家による史料に基づいた実情の読み解きで、

真実の日本史が見えてくる。『産経新聞』連載に加筆、再構成。 
産経新聞 2015/06/07 

2015:05. / 267p 
978-4-8191-1264-2 
880 円〔本体〕+税 

*9784819112642*

 

S,M,L,XL+～現代都市をめぐるエッセイ～(ちくま学芸文庫 コ 12-2) 
レム・コールハース 著 
筑摩書房 
伝説の書「S,M,L,XL」の核となっているテクストをセレクトし、あわせて「ジャンクスペ

ース」などその後の問題作 10 篇を収録。世界の都市の変化の 前線を深い洞察

力でとらえたコールハースの思想の核心を凝縮。 
産経新聞 2015/06/07、朝日新聞 2015/06/14、読売新聞 2015/06/28 

2015:05. / 380p 
978-4-480-09667-8 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784480096678*

 

忘れられた巨人 
カズオ・イシグロ/ 土屋 政雄 著 
早川書房 
老夫婦は息子との再会を信じて、長年暮らした村を後にする。さまざまな人々に出

会いながら荒れ野を渡り、森を抜け、謎の霧に満ちた大地を旅するふたりを待つも

のとは…。失われた記憶や愛、戦いと復讐のこだまを静謐に描く。 
産経新聞 2015/06/07、日本経済新聞 2015/06/21 

2015:04. / 415p 
978-4-15-209536-7 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784152095367*

 

石油と日本～苦難と挫折の資源外交史～(新潮選書) 
中嶋 猪久生 著 
新潮社 
石油を持たない日本に宿命づけられた「資源外交」。莫大な時と金、人の命をも費

やして、果たして何を得たのか? 今後の日本が進むべき道を問う、「石油の呪縛」に

苦悩し続けた近現代史。 
産経新聞 2015/06/07、日本経済新聞 2015/06/28 

2015:05. / 295p 
978-4-10-603768-9 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784106037689*

 

美術商が語る思い出の数寄者 
池内 克哉 著, 筒井 紘一 編 
淡交社 
近代の数寄者と交流のあった美術商が語る思い出話 
産経新聞 2015/06/13 

2015:03. / 271p 
978-4-473-03997-2 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784473039972*
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かき氷～天然氷をつくる～(ちしきのぽけっと 20) 
細島 雅代/ 伊地知 英信 著 
岩崎書店 
埼玉県長瀞の、明治時代からある天然氷の氷屋さん一家の、氷づくりを追ったフォ

トドキュメント。 
産経新聞 2015/06/14 

2015:05. / 36p 
978-4-265-04370-5 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784265043705*

 

動物記 
高橋 源一郎 著 
河出書房新社 
「我々は、人間どもに奪われたことばを取り戻さなきゃならないのだ」――「動物」た

ちの叫びを著者独自の視点でえがく、 新小説！ 
産経新聞 2015/06/14 

2015:04. / 272p 
978-4-309-02373-1 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784309023731*

 

言葉のゆりかご～熊本ゆかりの人物語録～ 
井上 智重 著 
熊本日日新聞社 
種田山頭火、天草四郎時貞、夏目漱石、加藤清正…。熊本出身者や、熊本の精

神・文化などに影響を与えた日本人、外国人 1252 人を取り上げた人物語録。『熊

本日日新聞』連載を書籍化。 
産経新聞 2015/06/14 

2015:04. / 618p 
978-4-87755-501-6 
3,241 円〔本体〕+税 

*9784877555016*

 

いのちの授業～横田めぐみさんが教えてくれたこと～ 
横田 滋／横田 早紀江 著, フォレストブックス 編 
いのちのことば社 
中学生たちに語られた横田滋・早紀江夫妻の講演、生徒たちとの交流の様子、生

徒たちの応答文、めぐみさんへの手紙などを収録。一連の「いのちの授業」は横田

めぐみさんが生徒たちに教えてくれたこととも言える。 
産経新聞 2015/06/14 

2015:06. / 144p 
978-4-264-03312-7 
926 円〔本体〕+税 

*9784264033127*

 

天使はここに 
朝比奈 あすか 著 
朝日新聞出版 
ファミレスの契約社員・真由子。恋人から「搾取されてる」と言われるほど懸命に勤め

続けるが、ある日、常連客の老紳士にかすかな異変が起きて…。仕事で人生を切り

開いていくことの喜びを描いた働く女子の青春小説。 
産経新聞 2015/06/14 

2015:04. / 250p 
978-4-02-251239-0 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784022512390*

 

少年兵はなぜ故郷に火を放ったのか～沖縄護郷隊の戦い～ 
宮本 雅史 著 
KADOKAWA 
第 2 次大戦末期、沖縄北部地上戦を戦った知られざる少年秘密部隊、護郷隊。陸

軍中野学校出身者の指揮の下、米軍侵攻を撹乱するため生まれ育った村を焼き払

い、学校を破壊した少年兵たちの胸に去来した悲しみを描く。 
産経新聞 2015/06/14 

2015:05. / 218p 
978-4-04-653343-2 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784046533432*
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宇宙飛行士が教える地球の歩き方 
クリス・ハドフィールド/ 千葉 敏生 著 
早川書房 
宇宙の極限状態で学んだことは、地球で生きるうえで大切なことであった-。宇宙飛

行士に必要なものって何? 恐怖に打ち克つ方法は? 鉄壁のチームワークを築くに

は? カナダ人宇宙飛行士が人生の教訓を伝授する。 
産経新聞 2015/06/14 

2015:02. / 367p 
978-4-15-209523-7 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784152095237*

 

ピアノ音楽の巨匠たち 
ハロルド・C.ショーンバーグ/ 後藤 泰子 著 
シンコーミュージック 
バッハ、モーツァルトから、ショパン、リスト、そしてホロヴィッツ、グールドまでに及ぶ

クラシックの名ピアニストたちの演奏の様子やその技法、パーソナリティを、膨大な

文献をもとに生き生きと描写したエピソード集。 
産経新聞 2015/06/14 

2015:03. / 540p 
978-4-401-64019-5 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784401640195*

 

習近平の中国(新潮新書 619) 
宮本 雄二 著 
新潮社 
習近平が猛烈なスピードで進める改革によって、共産党一党支配の基盤は崩れつ

つある…。中国は今後、どこに向かうのか。中国大使をつとめ、習近平を知悉する

外交官が「苦悩する超大国」の実情を描く。 
産経新聞 2015/06/14、日本経済新聞 2015/06/14 

2015:05. / 231p 
978-4-10-610619-4 
760 円〔本体〕+税 

*9784106106194*

 

人間の愚かさについて(新潮新書 614) 
曽野 綾子 著 
新潮社 
金を出せば助けられたと思うのは甘い。野垂れ死にの 期は敗北を意味しない。人

間が大成するには日陰の部分が要る-。豊かな見聞と経験に裏打ちされた人生哲

学全 13 話を収録。『新潮 45』連載を書籍化。 
産経新聞 2015/06/20 

2015:04. / 205p 
978-4-10-610614-9 
720 円〔本体〕+税 

*9784106106149*

 

黒霧島物語～宮崎の弱小蔵元が焼酎王者になるまで～ 
馬場 燃 著 
日経ＢＰ社 
芋焼酎「黒霧島」を武器に、全国トップの酒蔵になった霧島酒造が焼酎王者になる

までの全軌跡をたどるノンフィクション。 
産経新聞 2015/06/21 

2015:06. / 245p 
978-4-8222-7918-9 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784822279189*

 

リバース 
湊 かなえ 著 
講談社 
一点の曇りもない人生などない。忘れようとしても忘れられない、あの出来事。本当

に俺たちに、なんの罪もなかったのか―。 
産経新聞 2015/06/21 

2015:05. / 275p 
978-4-06-219486-0 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784062194860*
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口笛を吹きながら本を売る～柴田信、 終授業～ 
石橋 毅史 著 
晶文社 
85 歳の今も神保町の顔として、書店の現場から〈本・人・街〉を見つめつづける柴田

信さんに 3 年にわたり密着した渾身書き下ろし。 
産経新聞 2015/06/21 

2015:04. / 211p 
978-4-7949-6877-7 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784794968777*

 

艦爆隊長江草隆繁～ある第一線指揮官の生涯～(光人社 NF 文庫 う N-887) 
上原 光晴 著 
潮書房光人社 
日本海軍の艦爆隊を世界 高のチームに育てた不屈の男、江草隆繁。真珠湾で、

そしてインド洋で驚異的な戦果をあげて“艦爆の神様”と称えられた指揮官の素顔を

描く。 
産経新聞 2015/06/21 

2015:05. / 327p 
978-4-7698-2887-7 
830 円〔本体〕+税 

*9784769828877*

 

純和風経営論 
舩橋 晴雄 著 
中央公論新社 
カタカナ言葉を極力避けて、経済・経営を語ってみよう。和語を用いることで、本当

の日本の良さや強みが見えてくる。和語や日本の古典、日本人の心からひもとく、

「純和風」経営論。 
産経新聞 2015/06/21 

2015:06. / 230p 
978-4-12-004738-1 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784120047381*

 

すぐそこにある遭難事故～奥多摩山岳救助隊員からの警鐘～ 
金 邦夫 著 
東京新聞出版部 
警視庁青梅警察署山岳救助隊に 20 年間勤務した著者が、奥多摩で遭難事故が

起こるたびに捜索や救助に当たる山岳救助隊員の活動の模様と事故の概要を綴

る。奥多摩の四季を描いたエッセーも収録。『岳人』他連載を単行本化。 
産経新聞 2015/06/21 

2015:05. / 262p 
978-4-8083-1002-8 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784808310028*

 

漂流郵便局～届け先のわからない手紙、預かります～ 
久保田 沙耶 著 
小学館 
瀬戸内の小さな島にある郵便局は、届け先のわからない手紙を受け付ける、たった

ひとつの郵便局です。漂流郵便局(旧粟島郵便局)に寄せられた、心をゆさぶる 69
通の手紙を収録。実際の漂流郵便局のしつらえなども紹介します。 
産経新聞 2015/06/21 

2015:02. / 159p 
978-4-09-388402-0 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784093884020*

 

歪んだ蝸牛 
田中 経一 著 
幻冬舎 
新東京テレビ制作部に勤務する五味は、覚せい剤密売犯のガサ入れ現場の撮影

中、偶然映し出された顧客名簿の中に、編成部長と思しき人物の名前を発見し…。

嫉妬と欲望とプライドが渦まくテレビ業界を活写する、長編ミステリー。 
産経新聞 2015/06/21 

2015:04. / 342p 
978-4-344-02755-8 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784344027558*
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死者のざわめき～被災地信仰論～ 
磯前 順一 著 
河出書房新社 
被災地の地蔵たちにこめられた祈りに信仰の根源を見つめ、そこから東北の闇、そ

して日本の深部における宗教を問い直す旅をはじめる。 
産経新聞 2015/06/21、東京・中日新聞 2015/06/21 

2015:04. / 259p 
978-4-309-24700-7 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784309247007*

 

日本の も美しい図書館 
立野井 一恵 著 
エクスナレッジ 
歴史的な建物を今も使い続けているレトロ図書館から、モダニズム図書館、 新の

図書館まで。一度は訪れたい日本の美しすぎる 41 の図書館を厳選して紹介する。

図書館の歴史等がわかるコラムも掲載。 
産経新聞 2015/06/28 

2015:05. / 153p 
978-4-7678-1985-3 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784767819853*

 

狼王ロボ～シートン動物記～ 
シートン/ 清川 あさみ/ 金原 瑞人/ 新 良太 著 
リトル・モア 
アメリカ・ニューメキシコに君臨したハイイロオオカミ、その名も「ロボ」。気高き野生の

オオカミと、人間の、魂の闘いを描いたシートンの傑作に、清川あさみが布・糸・ビー

ズで物語を表現した絵を添える。 
産経新聞 2015/06/28 

2015:05. / 1 冊(ページ

付なし) 
978-4-89815-410-6 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784898154106*

 

東アジアの軍事情勢はこれからどうなるのか～データリンクと集団的自衛権の真

実～(PHP 新書 989) 
能勢 伸之 著 
ＰＨＰ研究所 
中朝の核ミサイルを日米はどう撃ち落とすのか? 新聞が絶対に報じない、集団的自

衛権論争の核心。知られざる極東の 新軍事情勢や、「国籍を超えた防衛上の仕

組み」と集団的自衛権との関係などを軍事のプロが語る。 
産経新聞 2015/06/28 

2015:06. / 199p 
978-4-569-82513-7 
800 円〔本体〕+税 

*9784569825137*

 

贖い 
五十嵐 貴久 著 
双葉社 
3 つの「点」が?がったとき、真実の「形」が浮かび上がる! 東京、埼玉、愛知。日を違

えて起きた殺人事件。巧みに姿を隠す犯人に捜査は膠着する。だが、ひとりの捜査

員は気がついた…。『小説推理』掲載を単行本化。 
産経新聞 2015/06/28 

2015:06. / 469p 
978-4-575-23903-4 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784575239034*

 

ひらめ<上>(現代の世界文学)  
ギュンタ－・グラス/ 高本研一 著 
集英社 
朝日新聞 2015/06/07 

1981:02. / 397p 
978-4-08-124074-6 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784081240746*



 7  

 

ひらめ<下>(現代の世界文学)  
ギュンタ－・グラス/ 高本研一 著 
集英社 
朝日新聞 2015/06/07 

1981:02. / 394p 
978-4-08-124075-3 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784081240753*

 

猫と鼠(現代の世界文学シリーズ)  
Ｇ・グラス高本研一 著 
集英社 
朝日新聞 2015/06/07 

1977:07. /  
978-4-08-760009-4 
180 円〔本体〕+税 

*9784087600094*

 

女ねずみ(文学の冒険)  
ギュンタ－・グラス/ 高本研一 著 
国書刊行会 
朝日新聞 2015/06/07 

1994:12. / ３９４ｐ 
978-4-336-03589-9 
2,718 円〔本体〕+税 

*9784336035899*

 

定義  
谷川俊太郎 著 
思潮社 
朝日新聞 2015/06/07 

1981:10. / ７３ｐ 
978-4-7837-0079-1 
951 円〔本体〕+税 

*9784783700791*

 

戦艦大和講義～私たちにとって太平洋戦争とは何か～ 
一ノ瀬 俊也 著 
人文書院 
大和の歴史は屈辱なのか日本人の誇りなのか 
朝日新聞 2015/06/07 

2015:04. / 329p 
978-4-409-52061-1 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784409520611*

 

ふしぎの国のバード～UNBEATEN TRACKS in JAPAN～<1>(BEAM COMIX) 
佐々 大河 著 
KADOKAWA 
イギリス人の目から見る、懐かしくも驚きに満ちた日本文化 
朝日新聞 2015/06/07 

2015:05. / 223p 
978-4-04-730513-7 
620 円〔本体〕+税 

*9784047305137*

 

四月は少しつめたくて 
谷川 直子 著 
河出書房新社 
妻を失ってから 13 年間も沈黙する大詩人の担当編集になった桜子は、なんとか彼

に詩を書かせようとするが……。 
朝日新聞 2015/06/07 

2015:04. / 196p 
978-4-309-02374-8 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784309023748*
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決戦!大坂城 
葉室 麟/ 木下 昌輝/ 富樫 倫太郎/ 乾 緑郎/ 天野 純希/ 冲方 丁/ 伊東 潤 
著 
講談社 
乱世を終わらす家康、滅亡に抗う秀頼と淀殿。真田信繁（幸村）ら牢人衆も参陣。い

ざ戦国 終決戦へ！話題騒然の競作シリーズ第 2 弾！ 
朝日新聞 2015/06/07 

2015:05. / 314p 
978-4-06-219503-4 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784062195034*

 

琉球史を問い直す～古琉球時代論～(叢書・文化学の越境 23) 
吉成 直樹/ 高梨 修/ 池田 榮史 著 
森話社 
王国成立に至る琉球の歴史は「内的発展」で説明しうるのか。沖縄の独自性・独立

性を強調するあまり打ち捨てられてきた周辺地域の動態に焦点をあて琉球史に新

たな展望をひらく。 
朝日新聞 2015/06/07 

2014:04. / 285p 
978-4-86405-078-4 
2,900 円〔本体〕+税 

*9784864050784*

 

世界文学全集<２－１２> ブリキの太鼓  
池沢 夏樹 著 
河出書房新社 
３歳で成長をやめ、今は精神病院の住人であるオスカルが、ブリキの太鼓の連打に

のせて語る、猥雑で奇怪、寓意と象徴に溢れた物語。ノーベル賞作家ギュンター・

グラスの大長編の新訳。 
朝日新聞 2015/06/07 

2010:05. / ６１９，９ｐ 
978-4-309-70964-2 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784309709642*

 

般ニャ心経～ラク?に生きるヒントが見つかる～ 
加藤 朝胤 著 
リベラル社 
多くの人に親しまれているお経「般若心経」。その語句を、身近な例や分かりやすい

言葉を使って、猫の写真とともに紹介します。現代に生きる人びとの考え方のヒント

になる教えが満載。 
朝日新聞 2015/06/07 

2014:12. / 141p 
978-4-434-20149-3 
1,100 円〔本体〕+税 

*9784434201493*

 

セルデンの中国地図～消えた古地図 400 年の謎を解く～(ヒストリカル・スタディー

ズ 14) 
ティモシー・ブルック 著 
太田出版 
英国で発見された中国の古地図には、鎖国下の日本を含む東アジアによる大航海

時代の記録が残されていた。世界に衝撃を与えた地図の謎に迫る歴史ノンフィクシ

ョン。見返しに地図あり。 
朝日新聞 2015/06/07 

2015:04. / 296p 図版
16p 
978-4-7783-1439-2 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784778314392*

 

思想をかたちにする～上野千鶴子対談集～ 
上野 千鶴子/ 小熊 英二 著 
青土社 
現場と伴走しつつ思想を鍛え、まだ見ぬ現実をひきよせようとする社会学者、上野

千鶴子の対談集。小熊英二、北田暁大、萱野稔人、三浦佑之など、多分野のひと

たちとの対話を収録する。 
朝日新聞 2015/06/07 

2015:04. / 405p 
978-4-7917-6861-5 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784791768615*
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ロゼット～リボンの勲章をさがして～ 
WHYTROPHY 著 
双葉社 
フランス革命の象徴コカルド、英国王室のウエディングロゼットやアワードリボン…。

世界中で今も生きるロゼットの由来や歴史をひもとく。WHYTROPHY によるロゼット

の作り方も紹介。 
朝日新聞 2015/06/07 

2015:05. / 125p 
978-4-575-30861-7 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784575308617*

 

ちゃんと食べてる?～おいしさへの 51 の知恵～(ちくま文庫 あ 32-3) 
有元 葉子 著 
筑摩書房 
料理家・有元葉子の元気の秘訣は、毎日のごはん。料理のもとになる調味料や素

材の選び方、調理のしかた、台所の回し方、食に対する考えなど、気持ちよく美味

しく食べるための、51 の知恵を紹介する。 
朝日新聞 2015/06/07 

2015:05. / 254p 
978-4-480-43255-1 
860 円〔本体〕+税 

*9784480432551*

 

セクシュアリティをことばにする～上野千鶴子対談集～ 
上野 千鶴子/ 信田 さよ子 著 
青土社 
ことばにならないセックスを論じるに値するものとし、ジェンダーとセクシュアリティの

謎に分け入り、身体と欲望から日本の現実を暴く。ひんしゅくを買うことを怖れない

社会学者・上野千鶴子の対談集。 
朝日新聞 2015/06/07 

2015:04. / 306p 
978-4-7917-6862-2 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784791768622*

 

子どもの貧困連鎖(新潮文庫 い-113-2) 
保坂 渉/ 池谷 孝司 著 
新潮社 
駅前のトイレで寝泊まりする女子高生、朝食を求めて保健室に行列する小学生…。

大人たちからハンディを背負わされた子どもに今、何が起きているのか? 現代社会

に隠された真実を暴くノンフィクション。 
朝日新聞 2015/06/07 

2015:06. / 309p 
978-4-10-138712-3 
550 円〔本体〕+税 

*9784101387123*

 

はてしなき荒野  
ギュンター・グラス/ 林 睦実/ 石井 正人/ 市川 明 著 
大月書店 
東西ドイツ統一の悲願達成を祝う群衆で溢れかえるウンター・デン・リンデンの大通

りのあたりを、寄り添って歩く二人の男がいた。フォンターネの生まれ変わりフォンテ

ィと秘密警察官ホーフタラーのペア…。 
朝日新聞 2015/06/07 

1999:11. / ９４２ｐ 
978-4-272-60039-7 
6,800 円〔本体〕+税 

*9784272600397*

 

「反米」日本の正体(文春新書 1021) 
冷泉 彰彦 著 
文藝春秋 
打算の政治を続ける日本と、まず理念ありきのアメリカ。複数のリスクが絡み、曲がり

なりにも良好な関係を保ってきた日米関係はいま 大の危機にある。戦後日本に

巣食う「反米」の正体を在米作家が読み解く。 
朝日新聞 2015/06/07 

2015:04. / 222p 
978-4-16-661021-1 
780 円〔本体〕+税 

*9784166610211*
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ルワンダ・ジェノサイド生存者の証言～憎しみから赦しと和解へ～ 
ジョセフ・セバレンジ/ ラウラ・アン・ムラネ/ 米川 正子 著 
立教大学出版会 
80 万人もが犠牲者になったといわれるルワンダ・ジェノサイドを経験し、何度も亡命

を余儀なくされた当事者が語る、ジェノサイド、そしてルワンダ社会・政府の真実。

「赦し」と「和解」の必要性を説く迫真の書。 
朝日新聞 2015/06/07 

2015:03. / 
17p,311p,12p 
978-4-901988-28-5 
4,000 円〔本体〕+税 

*9784901988285*

 

アキラ・アーカイヴ  
ヤングマガジン編集部 著 
講談社 
５００点以上の設定資料、ストーリーボード、レイアウトなどのほかに、約８０カット、約

６００点以上の原画を収録。大友克洋のコメント、直筆の資料・原画などを一挙公開

した、映画版「ＡＫＩＲＡ」の公式資料集。 
朝日新聞 2015/06/07 

2002:12. / １９３ｐ 
978-4-06-330195-3 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784063301953*

 

玉ねぎの皮をむきながら  
ギュンター・グラス/ 依岡 隆児 著 
集英社 
ノーベル文学賞作家のグラスが、１７歳の時にナチスの武装親衛隊員だったことを

告白した…。ドイツを中心とするヨーロッパ史、世界史を織り交ぜ、創作活動の舞台

裏などを絶妙な語り口で綴る、衝撃かつ傑作の自伝。 
朝日新聞 2015/06/07 

2008:05. / ４６３ｐ 
978-4-08-773459-1 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784087734591*

 

思いがけない日本美術史(祥伝社新書 413) 
黒田 泰三 著 
祥伝社 
「伴大納言絵巻」や、長谷川等伯「松林図?風」など、著者の考える日本絵画史上、

重要な 12 点の作品を取り上げて解説。従来の時代順の美術史ではわからなかっ

た、その面白さを画題ごとに見ることで、あぶりだす。 
朝日新聞 2015/06/07 

2015:05. / 233p 
978-4-396-11413-8 
880 円〔本体〕+税 

*9784396114138*

 

詩に就いて 
谷川 俊太郎 著 
思潮社 
言葉の餌を奪い合った揚げ句に 檻の中で詩が共食いしている まばらな木立の奥

で野生の詩は じっと身をひそめている(「詩よ」より) あらゆるかたちで詩を問いつづ

けてきた谷川俊太郎による 36 篇を収めた詩集。 
朝日新聞 2015/06/07 

2015:04. / 91p 
978-4-7837-3467-3 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784783734673*

 

2023 年の中国～習近平政権後、中国と世界はどうなっているか?～ 
徐 静波 著 
作品社 
世界一の大国となる中国と、日本はいかにつきあうのか? 中国の官僚・経済人に深

いパイプを持つ著者が、就任後 2 年を経て見えてきた、習政権の構想と戦略の全

体像を明らかにし、2023 年の中国について予測する。 
朝日新聞 2015/06/07 

2015:04. / 329p 
978-4-86182-466-1 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784861824661*



 11  

 

超大国・中国のゆくえ<4> 経済大国化の軋みとインパクト 
丸川 知雄/ 梶谷 懐 著 
東京大学出版会 
中国の経済成長は今後も持続するのか。超大国に向かって歩むなかで、中国の経

済は国内にどのような軋みを抱え、海外にいかなるインパクトを及ぼしているのか。

中国経済に特有の不確実性とダイナミズムに注目して分析する。 
朝日新聞 2015/06/07 

2015:02. / 8p,246p 
978-4-13-034294-0 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784130342940*

 

ソラリス(ハヤカワ文庫 SF 2000) 
スタニスワフ・レム/ 沼野 充義 著 
早川書房 
意思を持つ海に表面を覆われた惑星ソラリスに派遣された心理学者ケルヴィン。そ

こで彼は変わり果てた研究員たちを目にし…。知の巨人が遺した不朽の SF 名作。

レム研究の第一人者によるポーランド語原典からの完全翻訳版。 
朝日新聞 2015/06/07 

2015:04. / 420p 
978-4-15-012000-9 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784150120009*

 

汽車ポッポ判事の鉄道と戦争 
ゆたか はじめ 著 
弦書房 
鉄道は平和でなければ走り続けられない―判事の眼がとらえた〈昭和〉の世相が甦

る。戦前・戦中・戦後それぞれの時代の鉄道の姿、人々の様子を回想、未来につい

ても展望する。鉄道をとおして〈平和〉の意味を改めて問いかける 
朝日新聞 2015/06/07 

2015:05. / 209p 
978-4-86329-117-1 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784863291171*

 

出生前診断～出産ジャーナリストが見つめた現状と未来～(朝日新書 512) 
河合 蘭 著 
朝日新聞出版 
黎明期から 先端事情まで、取材で浮かび上がる出生前診断の「全容」-。晩産化

と、産科医療も進むなかで、多くの女性たちが重い問いに対峙し、葛藤している。体

験者の声、医療関係者の賛否両論に、出産ジャーナリストが迫る。 
朝日新聞 2015/06/07 

2015:04. / 301p 
978-4-02-273612-3 
820 円〔本体〕+税 

*9784022736123*

 

超大国・中国のゆくえ<2> 外交と国際秩序 
青山 瑠妙/ 天児 慧 著 
東京大学出版会 
中国外交を形づくる上で重要な歴史文化、政治思想、国際社会との関連等を考慮

しながら、建国以来の中国外交の特徴、とりわけ改革開放路線への転換から習近

平政権に至るまでの外交行動、対外戦略の全体的な特徴を明らかにする。 
朝日新聞 2015/06/07 

2015:04. / 6p,232p 
978-4-13-034292-6 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784130342926*

 

帳簿の世界史 
ジェイコブ・ソール/ 村井 章子 著 
文藝春秋 
なぜスペイン帝国は没落したのか、なぜフランス革命は起きたのか…。歴史の裏に

はすべて、帳簿を駆使する会計士たちがいた。これまでの歴史家たちが見逃してき

た「帳簿の世界史」を、会計と歴史のプロフェッショナルが紐解く。 
朝日新聞 2015/06/07 

2015:04. / 381p 
978-4-16-390246-3 
1,950 円〔本体〕+税 

*9784163902463*
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境界を越えて 
C.L.R.ジェームズ/ 本橋 哲也 著 
月曜社 
英国植民地であった西インド諸島トリニダードに生まれ、 も英国的なスポーツ「クリ

ケット」に育まれたひとりの黒人革命家が、クリケットの倫理とこの競技への民衆の熱

狂に政治的解放の原動力を見出すさまを描いた自伝的著作。 
朝日新聞 2015/06/07 

2015:03. / 455p 
978-4-86503-022-8 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784865030228*

 

私の一世紀  
ギュンター・グラス/ 林 睦実/ 岩淵 達治 著 
早稲田大学出版部 
グラスならではの特有の空想力と寓話性、さらに自らの実体験を巧みに織り交ぜ

て、ドイツ現代史の 100 年にまたがるトピックスを、1 年 1 話の形で具象的に、ある

いは暗示的に物語る。  
朝日新聞 2015/06/07 

2006:05. / ５９８ｐ 
978-4-657-06512-4 
4,800 円〔本体〕+税 

*9784657065124*

 

黒い迷宮～ルーシー・ブラックマン事件 15 年目の真実～ 
リチャード・ロイド・パリー/ 濱野 大道 著 
早川書房 
2000 年 7 月、六本木でホステスとして働いていた元英国航空の客室乗務員ルーシ

ー・ブラックマンが突然消息を絶った…。『ザ・タイムズ』東京支局長が 10 年越しの

取材をもとに事件の真相に迫った犯罪ノンフィクション。 
朝日新聞 2015/06/07、日本経済新聞 2015/06/07 

2015:04. / 526p 
978-4-15-209534-3 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784152095343*

 

仕事と家族～日本はなぜ働きづらく、産みにくいのか～(中公新書 2322) 
筒井 淳也 著 
中央公論新社 
スウェーデンとアメリカは正反対の国と思われがちだが、働く女性が多く、出生率も

高いという点で共通している。それはなぜか。歴史的な視点と国際比較を通じて日

本の現在地を示し、目指すべき社会を考える。 
朝日新聞 2015/06/07、日本経済新聞 2015/06/21 

2015:05. / 5p,209p 
978-4-12-102322-3 
780 円〔本体〕+税 

*9784121023223*

 

検証日韓会談(岩波新書 新赤版)  
高崎 宗司 著 
岩波書店 
朝日新聞 2015/06/14 

1996:12. / ２２３ｐ 
978-4-00-430479-1 
631 円〔本体〕+税 

*9784004304791*

 

ストリッパ－物語(角川文庫) 
つかこうへい 著 
角川グループパブリッシング 
朝日新聞 2015/06/14 

1985:08. / 245p 
978-4-04-142219-9 
379 円〔本体〕+税 

*9784041422199*
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竹島問題とは何か 
池内 敏 著 
名古屋大学出版会 
竹島問題を客観的に理解するための決定版 
朝日新聞 2015/06/14 

2012:12. / 7p,388p,4p 
978-4-8158-0718-4 
4,600 円〔本体〕+税 

*9784815807184*

 

紋切型社会～言葉で固まる現代を解きほぐす～ 
武田 砂鉄 著 
朝日出版社 
日本人が連発する決まりきった〈定型文〉を入り口に、その奥で硬直する現代社会

の症状を軽やかに解きほぐす。 
朝日新聞 2015/06/14 

2015:04. / 285p 
978-4-255-00834-9 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784255008349*

 

ふしぎなイギリス(講談社現代新書 2317) 
笠原 敏彦 著 
講談社 
近代合理主義を育み、議会制民主主義などのお手本を示したイギリス人がなぜ、

世襲制の君主制を支持するのかという「謎」を読み解く 
朝日新聞 2015/06/14 

2015:05. / 349p 
978-4-06-288317-7 
900 円〔本体〕+税 

*9784062883177*

 

イザベルに～ある曼荼羅～ 
アントニオ・タブッキ/ 和田 忠彦 著 
河出書房新社 
ポルトガルの独裁政権下で姿を消した女性をめぐる物語。リスボン、マカオ、スイスと

舞台を移しつつ 9 人の証言者が紡ぎだす謎の円環。 
朝日新聞 2015/06/14 

2015:03. / 187p 
978-4-309-20671-4 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784309206714*

 

幻獣辞典(河出文庫 ホ 5-1) 
ホルヘ・ルイス・ボルヘス 著 
河出書房新社 
セイレーン、八岐大蛇、一角獣、竜といった想像上の生き物や、古今東西の文学作

品に登場する不思議な存在をめぐる 120 のエッセイ。 
朝日新聞 2015/06/14 

2015:05. / 329p 
978-4-309-46408-4 
1,100 円〔本体〕+税 

*9784309464084*

 

世界を平和にするためのささやかな提案(14 歳の世渡り術) 
池澤 春菜/ 伊勢崎 賢治/ 上坂 すみれ/ 加古 里子/ 香山 リカ/ 木村 草太/ 
黒柳 徹子/ 小島 慶子/ 果 タヒ/ サヘル・ローズ/ 島田 裕巳/ 辛酸 なめ子/ 
竹内 薫/ 田中 優/ 徳永 進/ 永江 朗/ 中川 翔子/ 春香クリスティーン/ 文月 

悠光/ 山極 寿一/ 山本 敏晴/ ヨシタケ シンスケ 著 
河出書房新社 
22 人が提案、平和のためのアイデア。黒柳徹子、伊勢崎賢治、中川翔子、加古里

子、 果タヒ、木村草太、春香クリスティーン etc. 
朝日新聞 2015/06/14 

2015:05. / 155p 
978-4-309-61694-0 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784309616940*

 

歴史としての日韓国交正常化<1> 東アジア冷戦編 
李 鍾元/ 木宮 正史/ 浅野 豊美 著 
法政大学出版局 
日韓会談の 大の焦点だった「請求権問題」、日本の国内政治が日韓会談に与え

た影響、北朝鮮という要因が日韓会談と日朝関係に及ぼした影響などを解明する。 
朝日新聞 2015/06/14 

2011:08. / 8p,364p 
978-4-588-37707-5 
5,500 円〔本体〕+税 

*9784588377075*
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歴史としての日韓国交正常化<2> 脱植民地化編 
李 鍾元/ 木宮 正史/ 浅野 豊美 著 
法政大学出版局 
植民地支配の精算の論理や過程における請求権の意味、文化財の問題、在日韓

国・朝鮮人社会との関係、帝国秩序解体後の漁業、船舶、領土問題などを解明す

る。 
朝日新聞 2015/06/14 

2011:08. / 10p,450p 
978-4-588-37708-2 
6,500 円〔本体〕+税 

*9784588377082*

 

人は火山に何を見るのか～環境と記憶/歴史～(地球研叢書) 
寺田 匡宏 著 
昭和堂 
みずからは語りえぬ環境を、人はどう語ってきたか。阪神・淡路大震災から 20 年の

あいだ、災害を契機に書かれた文章を読み解き、環境史の可能性を提示する。 
朝日新聞 2015/06/14 

2015:03. / 198p,8p 
978-4-8122-1508-1 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784812215081*

 

インド夜想曲(白水Ｕブックス)  
アントニオ・タブッキ/ 須賀 敦子 著 
白水社 
失踪した友人を探してインド各地を旅する主人公、彼の前に現れる幻想と瞑想の世

界。インドの深層にふれるミステリアスな内面の旅行記。イタリア文学の鬼才が描く

十二の夜の物語。 
朝日新聞 2015/06/14 

1993:10. / １６３ｐ 
978-4-560-07099-4 
900 円〔本体〕+税 

*9784560070994*

 

大震災に学ぶ社会科学<第 4 巻> 震災と経済 
齊藤 誠 編 
東洋経済新報社 
東日本大震災の経済的な影響に関する調査研究の成果をまとめる。大震災直後に

認識されていたことと実態のギャップを丁寧に分析し、ギャップをもたらした要因を

実証的に明らかにする。 
朝日新聞 2015/06/14 

2015:05. / 15p,290p 
978-4-492-22359-8 
3,500 円〔本体〕+税 

*9784492223598*

 

もたない男(新潮文庫 な-91-1) 
中崎 タツヤ 著 
新潮社 
捨てずにはいられない超「断捨離」の世界! 常に無駄なものはないかを考えてい

る、人気漫画「じみへん」の作者が、なんでも捨ててしまう理由を明らかにし、もたな

い人生について語る。 
朝日新聞 2015/06/14 

2015:06. / 197p 
978-4-10-126871-2 
550 円〔本体〕+税 

*9784101268712*

 

冒険の森へ～傑作小説大全～<16> 過去の囁き 
桐野 夏生 著 
集英社 
ジャンルを越え、小説の面白さを追求するアンソロジー。16 は、花村萬月「なで肩の

狐」など長編 2 編、ショートストーリー5 編、短編 5 編を収録する。馳星周の解説、

新保博久の解題も掲載。 
朝日新聞 2015/06/14 

2015:05. / 606p 
978-4-08-157046-1 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784081570461*
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界 
藤沢 周 著 
文藝春秋 
月岡、千秋、指宿…。官能と死の気配をまといながら、男は漂う。邂逅と不在が綾な

す漂泊の果てに辿りついた場所は-。さまざまな記憶と啓示に満ちた連作短編集。

『文學界』掲載を単行本化。 
朝日新聞 2015/06/14 

2015:04. / 179p 
978-4-16-390250-0 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784163902500*

 

高松次郎 制作の軌跡 
高松 次郎 著 
水声社 
美術を通して自らの存在を探究し続けた高松次郎。絵画・立体作品はもとより、版

画、書籍・雑誌・絵本、さらに記録写真なども交え、彼の多面的な制作活動を紹介

する。2015 年開催の展覧会の図録。 
朝日新聞 2015/06/14 

2015:04. / 223p 
978-4-8010-0093-3 
3,500 円〔本体〕+税 

*9784801000933*

 

小林カツ代と栗原はるみ～料理研究家とその時代～(新潮新書 617) 
阿古 真理 著 
新潮社 
「働く女性の味方」小林カツ代、「主婦のカリスマ」栗原はるみ、さらに土井勝、高山

なおみ…。百花繚乱の料理研究家を分析すれば、家庭料理や女性の生き方の変

遷が見えてくる。本邦初の料理研究家論。 
朝日新聞 2015/06/14 

2015:05. / 255p 
978-4-10-610617-0 
780 円〔本体〕+税 

*9784106106170*

 

漫画編集者 
木村 俊介/ 猪飼 幹太 著 
フィルムアート社 
漫画編集者は、何をつくりだしているのか? 5 人の漫画編集者に、それぞれのキャリ

アの中で、この仕事について考えてきたことを聞いたインタビュー集。漫画家らによ

る描き下ろし「私の担当編集者」も収録。 
朝日新聞 2015/06/14 

2015:05. / 343p 
978-4-8459-1446-3 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784845914463*

 

日韓交渉～請求権問題の研究～  
太田 修 著 
クレイン 
対立と論争から中断を繰り返し、のべ１４年、第７次にわたって繰り広げられた日韓

交渉。そこでは何が話し合われ、何が決められたのか。韓国側資料を駆使し、請求

権問題をめぐる交渉過程の真相を解き明かす。 
朝日新聞 2015/06/14 

2003:03. / ４０７，５ｐ 
978-4-906681-17-4 
3,500 円〔本体〕+税 

*9784906681174*

 

ねこバカいぬバカ～ペットの長生き、医療、看取り対談～ 
養老 孟司/ 近藤 誠 著 
小学館 
ペット大好きドクター、養老孟司と近藤誠が、ペットとの暮らし、高齢ペットのがん治

療、介護、安楽死などについて語り合う。養老家のねこ「まる」と、近藤家の犬「ボビ

ー」のほほえましい日常スナップも掲載。 
朝日新聞 2015/06/14 

2015:04. / 175p 
978-4-09-388407-5 
1,100 円〔本体〕+税 

*9784093884075*
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福井モデル～未来は地方から始まる～ 
藤吉 雅春 著 
文藝春秋 
共働き率と出生率で全国平均を上回る北陸三県。地盤沈下しない都市には歴史的

な「強い教育力」と平等な「協働システム」がある。大阪、富山、福井を歩き、日本な

らではの都市再生モデルを考察した気鋭のルポ。 
朝日新聞 2015/06/14 

2015:04. / 239p 
978-4-16-390185-5 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784163901855*

 

長いお別れ 
中島 京子 著 
文藝春秋 
帰り道は忘れても、難読漢字はすらすらわかる。妻の名前を言えなくても、顔を見れ

ば、安心しきった顔をする-。認知症の父と家族のあたたかくて、切ない 10 年の

日々を描く。『オール讀物』ほか掲載を単行本化。 
朝日新聞 2015/06/14 

2015:05. / 263p 
978-4-16-390265-4 
1,550 円〔本体〕+税 

*9784163902654*

 

大震災に学ぶ社会科学<第 7 巻> 大震災・原発危機下の国際関係 
村松 岐夫/ 恒川 惠市 著, 村松 岐夫/ 恒川 惠市/ 恒川 惠市 編 
東洋経済新報社 
東日本大震災・福島原発危機下における日本の国際的信用と安全保障の課題や

教訓について検証。危機対応のための外国との協力において生じた諸問題、危機

時コミュニケーションと外国の反応などについて分析する。 
朝日新聞 2015/06/14 

2015:05. / 9p,324p 
978-4-492-22362-8 
3,700 円〔本体〕+税 

*9784492223628*

 

七夜物語<上>(朝日文庫 か 60-1) 
川上 弘美 著 
朝日新聞出版 
小学校 4 年生のさよは、母さんとふたり暮らし。ある日、図書館で出会った「七夜物

語」というふしぎな本にみちびかれ、同級生の仄田くんと「夜の世界」に迷い込んで

ゆく。料理上手の大ねずみから、皿洗いを命じられ…。 
朝日新聞 2015/06/14 

2015:05. / 296p 
978-4-02-264777-1 
540 円〔本体〕+税 

*9784022647771*

 

七夜物語<下>(朝日文庫 か 60-3) 
川上 弘美 著 
朝日新聞出版 
大ねずみの台所でさくらんぼのクラフティーを食べながら、忘れられない夜を過ごし

たさよと仄田くん。やがて 後の夜を迎えたふたりは、夜の世界の住人たちを壊そう

とする力と対決する。そして、七つの夜があけると…。 
朝日新聞 2015/06/14 

2015:05. / 343p 
978-4-02-264779-5 
560 円〔本体〕+税 

*9784022647795*

 

世界“笑いのツボ”探し 
ピーター・マグロウ/ ジョエル・ワーナー/ 柴田 さとみ 著 
ＣＣＣメディアハウス 
笑いのグローバルスタンダードを求めて、学者とジャーナリストが旅に出た! NY、日

本、パレスチナ、北欧、アフリカ、アマゾン…。ユーモアをあらゆる角度、あらゆる場

所で掘り起こし、「笑いの仕組み」を解き明かす。 
朝日新聞 2015/06/14 

2015:04. / 399p 
978-4-484-15112-0 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784484151120*
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冒険の森へ～傑作小説大全～<11> 復活する男 
星 新一 著 
集英社 
ジャンルを越え、小説の面白さを追求するアンソロジー。11 は、飯嶋和一「汝ふた

たび故郷へ帰れず」など長編 2 編、ショートショート&ショートストーリー5 編、短編 6
編を収録する。今野敏の解説、池上冬樹の解題も掲載。 
朝日新聞 2015/06/14 

2015:05. / 610p 
978-4-08-157041-6 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784081570416*

 

元素生活 
寄藤 文平 著 
化学同人 
原始時代の 5 倍、江戸時代の 2 倍。私たちは人類史上もっとも多様でたくさんの元

素に囲まれて生活している。118 個すべての元素をはじめ、どこかユーモラスでウィ

ットに富んだイラストで、イキイキ元素の世界を案内する。 
朝日新聞 2015/06/14 

2015:03. / 211p 
978-4-7598-1595-5 
700 円〔本体〕+税 

*9784759815955*

 

七夜物語<中>(朝日文庫 か 60-2) 
川上 弘美 著 
朝日新聞出版 
夜の世界で若き日の両親に出会ったさよと、自分そっくりの「情けない子」に向きあ

った仄田くん。この冒険が現実とつながっていることに気づいたふたりは、全てを夜

の世界に連れ込もうとする「ウバ」とたたかうことになり…。 
朝日新聞 2015/06/14 

2015:05. / 331p 
978-4-02-264778-8 
540 円〔本体〕+税 

*9784022647788*

 

夏の沈黙 
ルネ・ナイト/ 古賀 弥生 著 
東京創元社 
順風満帆の生活を送っていた、TV のドキュメンタリー制作者のキャサリン。だが見

覚えのない本を開いた瞬間、彼女の人生は暗転した。そこに登場するのは自分自

身。しかも、あの夏の秘密を暴こうとしている! 傑作ミステリ。 
朝日新聞 2015/06/14 

2015:05. / 304p 
978-4-488-01045-4 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784488010454*

 

レクイエム～ある幻覚～(白水Ｕブックス)  
アントニオ・タブッキ/ 鈴木 昭裕 著 
白水社 
７月は灼熱の昼下がり、幻覚にも似た静寂な光のなか、ひとりの男がリスボンの街を

さまよい、死んでしまった友人、恋人、そして若き日の父親と出会う。生者と死者、交

錯する現実と幻の世界。９６年刊の再刊。〈ソフトカバー〉 
朝日新聞 2015/06/14 

1999:07. / １８２ｐ 
978-4-560-07130-4 
1,050 円〔本体〕+税 

*9784560071304*

 

古地図に憑かれた男～史上 大の古地図盗難事件の真実～ 
マイケル・ブランディング/ 森 夏樹 著 
青土社 
イェール大学である男が捕まった。屈指の古地図ディーラーであるエドワード・フォ

ーブス・スマイリー三世。なぜ彼は地図を盗んだのか。めくるめく古地図の世界を紹

介しながら、稀代の古地図泥棒の人生の謎に迫るドキュメント。 
朝日新聞 2015/06/14 

2015:03. / 415p,7p 図

版 7 枚 
978-4-7917-6854-7 
3,600 円〔本体〕+税 

*9784791768547*
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プリンセスメゾン 1(ビッグコミックス) 
池辺 葵 著 
小学館 
朝日新聞 2015/06/14 

2015:05. /  
978-4-09-187016-2 
552 円〔本体〕+税 

*9784091870162*

 

ヘイトスピーチ～「愛国者」たちの憎悪と暴力～(文春新書 1027) 
安田 浩一 著 
文藝春秋 
在日コリアンへ罵詈雑言を浴びせかける街頭デモが問題視されるヘイトスピーチ。

差別的言辞はなぜ止まらないのか? 「愛国」を楯に排外主義を煽る差別の現場を、

新大宅賞作家が徹底検証する。 
朝日新聞 2015/06/14、東京・中日新聞 2015/06/21 

2015:05. / 266p 
978-4-16-661027-3 
800 円〔本体〕+税 

*9784166610273*

 

多数決を疑う～社会的選択理論とは何か～(岩波新書 新赤版 1541) 
坂井 豊貴 著 
岩波書店 
選挙制度の欠陥と綻びが露呈する現在の日本。多数決は本当に国民の意思を反

映しているのか? 社会的選択理論の視点から、人びとの意思をよりよく集約できる

選び方のルールをさぐる。 
朝日新聞 2015/06/14、毎日新聞 2015/06/21 

2015:04. / 12p,180p 
978-4-00-431541-4 
720 円〔本体〕+税 

*9784004315414*

 

ボーイ★スカート(Feel コミックス FC Swing) 
鳥野 しの 著 
祥伝社 
朝日新聞 2015/06/21 

2015:06. / 160p 
978-4-396-76642-9 
680 円〔本体〕+税 

*9784396766429*

 

環境と共生する「農」～有機農法・自然栽培・冬期湛水農法～(シリーズ・いま日本

の「農」を問う 4) 
古沢 広祐/ 蕪栗沼ふゆみずたんぼプロジェクト/ 村山 邦彦/ 河名 秀郎 著 
ミネルヴァ書房 
持続可能な暮らしのための農業とは何か 
朝日新聞 2015/06/21 

2015:04. / 5p,277p,3p 
978-4-623-07302-3 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784623073023*

 

『日本残酷物語』を読む(平凡社新書 774) 
畑中 章宏 著 
平凡社 
高度成長期の中で浮き彫りにされた「残酷」 
朝日新聞 2015/06/21 

2015:05. / 229p 
978-4-582-85774-0 
800 円〔本体〕+税 

*9784582857740*

 

マグリット事典 
クリストフ・グリューネンベルク/ ダレン・ファイ/ 野崎 武夫 著 
創元社 
マグリットの作品と世界観を明かにする百科事典 
朝日新聞 2015/06/21 

2015:04. / 221p 
978-4-422-70097-7 
3,500 円〔本体〕+税 

*9784422700977*
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明日のプランニング～伝わらない時代の「伝わる」方法～(講談社現代新書 2302) 
佐藤 尚之 著 
講談社 
本当に「広告は終わった」のか？「もう人を動かすとか諦めろ」みたいな否定的な論

を受け入れちゃっていいのか？ 
朝日新聞 2015/06/21 

2015:05. / 302p 
978-4-06-288302-3 
840 円〔本体〕+税 

*9784062883023*

 

ロッパ日記代わり手当り次第 
古川 緑波 著 
河出書房新社 
ロッパ晩年、日記代わりに綴られた雑誌連載の初単行本化。手当り次第に、食べ

物、見聞、読書を歯に衣着せぬに記録。 
朝日新聞 2015/06/21 

2015:04. / 206p 
978-4-309-02381-6 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784309023816*

 

権力の空間/空間の権力～個人と国家の<あいだ>を設計せよ～(講談社選書メチ

エ 597) 
山本 理顕 著 
講談社 
古代ギリシャ都市に見られる領域「ノー・マンズ・ランド」とは何か？ 世界的建築家

がアーレントとともに未来の都市を展望する。 
朝日新聞 2015/06/21 

2015:04. / 262p 
978-4-06-258600-9 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784062586009*

 

谷崎潤一郎と異国の言語(中公文庫 の 15-1) 
野崎 歓 著 
中央公論新社 
中国旅行、インドへの関心、映画での実験、翻訳、関西移住…。スランプと形容され

がちな、谷崎潤一郎の大正期の作品から、「痴人の愛」「卍」へと連なる文学的萌芽

を再発見する。 
朝日新聞 2015/06/21 

2015:04. / 248p 
978-4-12-206108-8 
880 円〔本体〕+税 

*9784122061088*

 

預言者  
カリール・ジブラン/ 船井 幸雄 著 
成甲書房 
愛、結婚、子ども、施し、食べることと飲むこと、働くということ、喜びと悲しみ…。２６

の普遍的な人間の営為に答えを出す自己啓発の金字塔。人間の「正しいあり方」を

教える書。 
朝日新聞 2015/06/21 

2009:08. / １５６ｐ 
978-4-88086-251-4 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784880862514*

 

国家と歴史～戦後日本の歴史問題～(中公新書 2137） 
波多野 澄雄 著 
中央公論新社 
民主国家日本を縛り続ける、帝国日本という過去。教科書、慰安婦、靖国神社、そ

して個人補償請求など、戦後日本の歴史問題の軌跡を追い、現代国家はいかに歴

史と向き合うべきかを問う。 
朝日新聞 2015/06/21 

2011:11. / 2p,296p 
978-4-12-102137-3 
880 円〔本体〕+税 

*9784121021373*
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国際政治～権力と平和～<上>(岩波文庫 34-028-1) 
モーゲンソー/ 原 彬久 著 
岩波書店 
人間性についての怜悧な仮説に基づくモーゲンソーの現実主義(リアリズム)とは何

か。国家の外交に「力」と「国益」という概念を導入してこそ平和が得られると主張し

た国際政治学の古典的名著。 
朝日新聞 2015/06/21 

2013:08. / 408p 
978-4-00-340281-8 
1,020 円〔本体〕+税 

*9784003402818*

 

なにわことば遺跡～名歌・名表現からみる大阪の歴史～ 
山本 正人 著 
清風堂書店出版部 
壊れずに遺ってきたことばを辿って大阪散歩。風景を愛でた古代の歌から、中世の

貴族の恋歌、江戸時代の名歌・名文、戦後の芸能文化に関わる名言までを取り上

げ、そこから大阪の歴史を読み解く。 
朝日新聞 2015/06/21 

2015:04. / 239p 
978-4-88313-830-2 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784883138302*

 

本屋になりたい～この島の本を売る～(ちくまプリマー新書 235) 
宇田 智子/ 高野 文子 著 
筑摩書房 
東京の巨大新刊書店から沖縄の小さな古本屋へ。沖縄の「地産地消」の本の世界

に飛び込んだ著者が、沖縄に関する本を買い取り、並べて、売る日々の中で、本と

人のあいだに立って考えたことを綴る。 
朝日新聞 2015/06/21 

2015:06. / 206p 
978-4-480-68939-9 
820 円〔本体〕+税 

*9784480689399*

 

二十世紀の怪物帝国主義(光文社古典新訳文庫 KC コ 1-1) 
幸徳 秋水 著 
光文社 
幸徳秋水の生涯で 初の著書にして代表作の一つである「二十世紀の怪物帝国

主義」と、獄中で書かれて未完のまま絶筆となった「死刑の前」を、現代語訳して収

録する。訳者による解説、幸徳秋水年譜も掲載。 
朝日新聞 2015/06/21 

2015:05. / 256p 
978-4-334-75311-5 
860 円〔本体〕+税 

*9784334753115*

 

国際政治～権力と平和～<中>(岩波文庫 34-028-2) 
モーゲンソー/ 原 彬久 著 
岩波書店 
国家間権力闘争の冷厳な事実を直視しつつ、その抑制要因としてバランス・オブ・

パワーや、国際道義・国際世論・国際法等がどれほど有効なのかを解明する。現代

世界の本質を喝破する、国際政治学の古典的名著。 
朝日新聞 2015/06/21 

2013:10. / 494p 
978-4-00-340282-5 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784003402825*

 

「過剰反応」社会の悪夢(角川新書 K-23) 
榎本 博明 著 
KADOKAWA 
「子どもの声がうるさい」と保育園にクレームが殺到、ジャポニカ学習帳の表紙から

昆虫が消える…。過剰反応を起こす個人の心理メカニズムを解明し、社会的背景に

目を向け、過剰反応の連鎖を防ぐ方法を考える。 
朝日新聞 2015/06/21 

2015:05. / 211p 
978-4-04-102846-9 
800 円〔本体〕+税 

*9784041028469*
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一流の人は本気で怒る(文春新書 1016) 
小宮 一慶 著 
文藝春秋 
正しく怒れてこそ、人は成功する! 「怒り」とは何かや、「正しい怒り」と「正しくない怒

り」の違いを考えながら、「正しい怒り方」を古今東西のリーダーたちに学ぶ。「正しく

ない怒り」の回避法も紹介する。 
朝日新聞 2015/06/21 

2015:04. / 220p 
978-4-16-661016-7 
720 円〔本体〕+税 

*9784166610167*

 

教えてください。野坂さん 
野坂 昭如/ 黒田 征太郎 著 
スイッチ・パブリッシング 
「野坂さん、せんそうははじまりそうでしょうか?」 黒田征太郎は絵はがきにさまざまな

疑問をたくし、野坂昭如に投函していった。ある日、野坂昭如から言葉が返ってきた

-。ふたりのやりとりをまとめた一冊。 
朝日新聞 2015/06/21 

2015:05. / 1 冊(ページ

付なし) 
978-4-88418-441-4 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784884184414*

 

「ドイツ帝国」が世界を破滅させる～日本人への警告～(文春新書 1024) 
エマニュエル・トッド 著 
文藝春秋 
現代 高の知識人による、冷戦終結後のドイツの擡頭が招きよせるヨーロッパの危

機を主題にした世界情勢論。エマニュエル・トッドがインタビューに答え、ドイツの覇

権の浮上、ロシアとの紛争の激化などを論じる。 
朝日新聞 2015/06/21 

2015:05. / 230p 
978-4-16-661024-2 
800 円〔本体〕+税 

*9784166610242*

 

紛争の戦略～ゲーム理論のエッセンス～(ポリティカル・サイエンス・クラシックス)  
トーマス・シェリング/ 河野 勝 著 
勁草書房 
戦略的意思決定のメカニズムを解き明かしたゲーム理論・国際政治学の名著を完

訳。核抑止、限定戦争、奇襲攻撃といった国際政治上の問題をつきつめて分析す

るとともに、人間社会に普遍的な問題を原理的に考える。 
朝日新聞 2015/06/21 

2008:03. / ３２１ｐ 
978-4-326-30161-4 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784326301614*

 

ある国にて～南アフリカ物語～(lettres) 
ローレンス・ヴァン・デル・ポスト 著 
みすず書房 
南アフリカにおける人種差別、異文化の対立/和解を主題とした、個人の良心と道徳

性を問う問題作。「戦場のメリークリスマス」の原作者として著名な作家が自身の体

験に基づいて、20 世紀初頭の激しい差別を描く。 
朝日新聞 2015/06/21 

2015:04. / 318p 
978-4-622-07898-2 
3,400 円〔本体〕+税 

*9784622078982*

 

愛猿奇縁～猿まわし復活の旅～ 
村崎 修二 著 
解放出版社 
日本に中世から続き、途絶えそうになっていた大道芸「猿まわし」をよみがえらせた

一人である村崎修二が、「猿まわし復活」を支えてきた著名な文化人たちと語り合っ

た対談、鼎談集。猿まわしの旅同行記なども収録。 
朝日新聞 2015/06/21 

2015:04. / 231p 
978-4-7592-5137-1 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784759251371*
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朝が来る 
辻村 深月 著 
文藝春秋 
「子どもを、返してほしいんです」 親子 3 人で穏やかに暮らす栗原家に、ある朝か

かってきた一本の電話。電話口の女が口にした「片倉ひかり」は、確かに息子の産

みの母の名だった…。『別册文藝春秋』連載を単行本化。 
朝日新聞 2015/06/21 

2015:06. / 346p 
978-4-16-390273-9 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784163902739*

 

人類五〇万年の闘い～マラリア全史～(ヒストリカル・スタディーズ 13) 
ソニア・シャー/ 夏野 徹也 著 
太田出版 
人類はマラリア感染のメカニズムを把握しているのに、年間 100 万人の死者を出し

続けている。50 万年の長きにわたって人類と蚊とを手玉に取り続ける、マラリア原虫

の驚異的な生存戦略。その進化の秘密を解き明かす。 
朝日新聞 2015/06/21 

2015:03. / 378p,44p 
978-4-7783-1438-5 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784778314385*

 

平和をかんがえるこども俳句の写真絵本 
小学館 
「戦争と平和」について知らなかったことまで見えてくる! 木村伊兵衛、影山光洋、

土門拳ら著名写真家が撮った戦時下のこどもの写真と、いまのこどもが作った俳句

で、みぢかな「幸せ」を感じる心を育む一冊。写真解説付き。 
朝日新聞 2015/06/21 

2015:06. / 78p 
978-4-09-726596-2 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784097265962*

 

ティーンズ・エッジ・ロックンロール 
熊谷 達也 著 
実業之日本社 
2010 年、宮城県のある港町。高校の軽音楽部の扉を叩いた匠は遙と出会い、ライ

ブハウスをつくるという目標を見出す。地元の縁を巻き込み、成長する少年たち。そ

して、3 月 11 日-。『月刊ジェイ・ノベル』掲載を単行本化。 
朝日新聞 2015/06/21 

2015:06. / 283p 
978-4-408-53666-8 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784408536668*

 

国際政治～権力と平和～<下>(岩波文庫 白版 028-3) 
モーゲンソー 著 
岩波書店 
恒久平和のための国際共同体樹立に向けて、外交は何をなすべきか。絶対的勝利

と絶対的敗北をともに避けつつ、説得・妥協・圧力によって国益を調整し平和を勝

ち取る、外交の真骨頂に迫る国際政治学の古典的名著。 
朝日新聞 2015/06/21 

2013:12. / 413p,11p 
978-4-00-340283-2 
1,020 円〔本体〕+税 

*9784003402832*

 

音楽という<真実> 
新垣 隆 著 
小学館 
元ゴーストライターが語る音楽への愛 
朝日新聞 2015/06/21、産経新聞 2015/06/28 

2015:06. / 207p,16p 
978-4-09-388421-1 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784093884211*
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悪魔の羽根(創元推理文庫 M ウ 9-12) 
ミネット・ウォルターズ/ 成川 裕子 著 
東京創元社 
記者コニーは、殺人事件の犯人ではないかと疑っていた男に拉致監禁される。3 日

後に解放された彼女は、ほぼ無傷だったうえ曖昧な証言ばかりで、監禁中の出来

事を警察に話さない。彼女はいったい何を隠しているのか? 
朝日新聞 2015/06/21、産経新聞 2015/06/28 

2015:05. / 558p 
978-4-488-18712-5 
1,340 円〔本体〕+税 

*9784488187125*

 

日本の納税者(岩波新書 新赤版 1544) 
三木 義一 著 
岩波書店 
税務署がどこにあるかさえ知らない日本の納税者。その無関心につけ込んだ「お上

まかせの税制」が、今日の財政危機と格差社会を生んだのだ。大多数の国民が、い

かに税金に関心を持てなくされているか。その背景と現状を伝える。 
朝日新聞 2015/06/21、東京・中日新聞 2015/06/28 

2015:05. / 9p,209p 
978-4-00-431544-5 
740 円〔本体〕+税 

*9784004315445*

 

山口小夜子未来を着る人 
東京都現代美術館 編 
河出書房新社 
東洋の美を体現するトップ・モデルとして世界のモードを席巻し、異なるジャンルを

横断した山口小夜子の軌跡が甦る！ 
朝日新聞 2015/06/21、読売新聞 2015/06/28 

2015:04. / 215p 
978-4-309-27588-8 
2,700 円〔本体〕+税 

*9784309275888*

 

困難な選択<上> 
ヒラリー・ロダム・クリントン/ 日本経済新聞社 著 
日本経済新聞出版社 
日本を含む同盟国との関係の再構築、アフガニスタンとイラクにおける戦争の終

結、世界金融危機…。類例ない歴史的な 4 年間に、ヒラリーが国務長官として経験

した危機、難題、そして選択を明らかにする回顧録。 
朝日新聞 2015/06/21、日本経済新聞 2015/06/28 

2015:03. / 449p 図版
32p 
978-4-532-16941-1 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784532169411*

 

困難な選択<下> 
ヒラリー・ロダム・クリントン/ 日本経済新聞社 著 
日本経済新聞出版社 
各国の指導者や専門家との会話を通じてヒラリーが得た、相互依存の進む世界で

繁栄するための知見とは。類例ない歴史的な 4 年間に、ヒラリーが国務長官として

経験した危機、難題、そして選択を明らかにする回顧録。 
朝日新聞 2015/06/21、日本経済新聞 2015/06/28 

2015:03. / 452p 図版
16p 
978-4-532-16942-8 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784532169428*

 

安保条約の成立～吉田外交と天皇外交～(岩波新書 新赤版)  
豊下 楢彦 著 
岩波書店 
朝日新聞 2015/06/28 

1996:12. / ２４２， 
978-4-00-430478-4 
820 円〔本体〕+税 

*9784004304784*
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オイレンシュピーゲル<１> Ｂｌａｃｋ ＆ Ｒｅｄ ＆ Ｗｈｉｔｅ(角川文庫)  
冲方 丁 著 
角川書店 
朝日新聞 2015/06/28 

2007:02. / ２９９ｐ 
978-4-04-472901-1 
552 円〔本体〕+税 

*9784044729011*

 

オイレンシュピーゲル<２> ＦＲＡＧＩＬＥ！！／壊れもの注意！！(角川文庫)  
冲方 丁 著 
角川書店 
朝日新聞 2015/06/28 

2007:06. / ３２６ｐ 
978-4-04-472902-8 
571 円〔本体〕+税 

*9784044729028*

 

オイレンシュピーゲル<３> Ｂｌｕｅ Ｍｕｒｄｅｒ(角川文庫)  
冲方 丁 著 
角川書店 
朝日新聞 2015/06/28 

2007:11. / ２８３ｐ 
978-4-04-472905-9 
552 円〔本体〕+税 

*9784044729059*

 

オイレンシュピーゲル<４> Ｗａｇ Ｔｈｅ Ｄｏｇ(角川文庫)  
冲方 丁 著 
角川書店 
朝日新聞 2015/06/28 

2008:05. / ４２９ｐ 
978-4-04-472908-0 
648 円〔本体〕+税 

*9784044729080*

 

テスタメントシュピーゲル<１>(角川文庫)  
冲方 丁 著 
角川書店 
朝日新聞 2015/06/28 

2009:12. / ５４３ｐ 
978-4-04-472909-7 
838 円〔本体〕+税 

*9784044729097*

 

スプライトシュピーゲル<１> Ｂｕｔｔｅｒｆｌｙ ＆ Ｄｒａｇｏｎｆｌｙ ＆ Ｈｏｎｅｙｂｅｅ(富士見

ファンタジア文庫)  
冲方 丁 著 
富士見書房 
朝日新聞 2015/06/28 

2007:02. / ３１８ｐ 
978-4-8291-1897-9 
560 円〔本体〕+税 

*9784829118979*

 

スプライトシュピーゲル<２> Ｓｅｖｅｎ Ａｎｇｅｌｓ Ｃｏｍｉｎｇ(富士見ファンタジア文庫) 
冲方 丁 著 
富士見書房 
朝日新聞 2015/06/28 

2007:07. / ３９４ｐ 
978-4-8291-1949-5 
620 円〔本体〕+税 

*9784829119495*
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スプライトシュピーゲル<３> いかづちの日と自由の朝(富士見ファンタジア文庫)  
冲方 丁 著 
富士見書房 
朝日新聞 2015/06/28 

2007:11. / ３０１ｐ 
978-4-8291-1973-0 
580 円〔本体〕+税 

*9784829119730*

 

スプライトシュピーゲル<４> テンペスト(富士見ファンタジア文庫)  
冲方 丁 著 
富士見書房 
朝日新聞 2015/06/28 

2008:04. / ５４１ｐ 
978-4-8291-3281-4 
760 円〔本体〕+税 

*9784829132814*

 

ニュルンベルク裁判 
芝 健介 著 
岩波書店 
未曾有の戦犯裁判の全体像に迫る 
朝日新聞 2015/06/28 

2015:03. / 
11p,323p,20p 
978-4-00-061036-0 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784000610360*

 

カワと 7 にんのむすこたち～クルドのおはなし～(日本傑作絵本シリーズ) 
アマンジ・シャクリー/ 野坂 悦子/ おぼ まこと 著 
福音館書店 
いつも耳にする中東のことをまず絵本から 
朝日新聞 2015/06/28 

2015:04. / 38p 
978-4-8340-8169-5 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784834081695*

 

新宿ベル・エポック～芸術と食を生んだ中村屋サロン～ 
石川 拓治 著 
小学館 
開業者の相馬愛蔵・黒光夫妻を軸に時代を描く 
朝日新聞 2015/06/28 

2015:04. / 207p 
978-4-09-388406-8 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784093884068*

 

保存修復の技法と思想～古代芸術・ルネサンス絵画から現代アートまで～ 
田口 かおり 著 
平凡社 
芸術の新たな批評言語をも創造せんとする意欲作！ 
朝日新聞 2015/06/28 

2015:04. / 333p 
978-4-582-20643-2 
4,800 円〔本体〕+税 

*9784582206432*

 

マイ・フレンド～高田渡青春日記 1966-1969～ 
高田 渡 著, 高田 渡/ 高田 漣 編 
河出書房新社 
没後 10 年を迎えるミュージシャン高田渡 17 歳～18 歳の日記。日本のフォーク黎

明期の青春の記録。解説=中川五郎。 
朝日新聞 2015/06/28 

2015:04. / 372p 図版
15p 
978-4-309-27590-1 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784309275901*
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新・自衛隊論(講談社現代新書 2320) 
自衛隊を活かす会 著 
講談社 
11 人の専門家・研究者が分析・解説する自衛隊の「限界」と「可能性」。集団的自衛

権、新たな安保法制を考えるための必読書 
朝日新聞 2015/06/28 

2015:06. / 333p 
978-4-06-288320-7 
900 円〔本体〕+税 

*9784062883207*

 

それぞれの名前(講談社文学の扉) 
春間 美幸 著 
講談社 
そっくりな双子は好きな人に見分けてほしい。自分のこと下の名前で呼んだら変？

自分の下の名前が嫌い…。みんな気になる名前の話 
朝日新聞 2015/06/28 

2015:05. / 213p 
978-4-06-283233-5 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784062832335*

 

対話のレッスン～日本人のためのコミュニケーション術～(講談社学術文庫 2299) 
平田 オリザ 著 
講談社 
異なる価値観を持った相手と、いかにコミュニケーションを図るか―日本人が苦手な

「対話」を身につけるための、新しい日本語論。 
朝日新聞 2015/06/28 

2015:06. / 261p 
978-4-06-292299-9 
900 円〔本体〕+税 

*9784062922999*

 

日本の童貞(河出文庫 し 23-1) 
澁谷 知美 著 
河出書房新社 
かつて「童貞」が、男子の美徳とされた時代があった!?男子の貞操から「キモい」へ

――童貞から読みとく《ニッポンの性》社会史。 
朝日新聞 2015/06/28 

2015:06. / 292p 
978-4-309-41381-5 
810 円〔本体〕+税 

*9784309413815*

 

涙のあとは乾く 
キャサリン・ジェーン・フィッシャー/ 井上 里 著 
講談社 
日本で起きたレイプ被害者が実名・写真を公開して綴る、正義を求めた 12 年の勇

気ある闘い！深い感動に包まれるノンフィクション自伝 
朝日新聞 2015/06/28 

2015:05. / 252p 
978-4-06-219496-9 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784062194969*

 

読んでいない絵本(小学館文庫 や 22-4) 
山田 太一 著 
小学館 
山田太一の精髄を集めた傑作作品集。表題作をはじめとする短篇小説 3 篇ほか、

戯曲作品、ショートショート、テレビドラマのシナリオといった多彩な作品を収録。 
朝日新聞 2015/06/28 

2015:06. / 344p 
978-4-09-406175-8 
650 円〔本体〕+税 

*9784094061758*

 

わすれものの森 
岡田 淳/ 浦川 良治 著 
ＢＬ出版 
大切な笛をなくしたツトムは、放課後の教室にさがしに行く。そこでわすれものを集

めている奇妙な二人組に出会い…。1975 年、作者ねべりよん「忘れものの森」とし

て出版（文研出版） 
朝日新聞 2015/06/28 

2015:06. / 86p 
978-4-7764-0721-8 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784776407218*
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紙の動物園(新☆ハヤカワ・SF・シリーズ 5020) 
ケン・リュウ 著, ケン・リュウ/ 古沢 嘉通 編 
早川書房 
ぼくの母さんが作ってくれる折り紙の虎や水牛は、みな命を吹き込まれて生き生きと

動いていた…。怜悧な知性と優しいまなざしが交差する全 15 篇を収録した、アメリ

カ SF の新鋭がおくる短篇集。 
朝日新聞 2015/06/28 

2015:04. / 413p 
978-4-15-335020-5 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784153350205*

 

地域再生の戦略～「交通まちづくり」というアプローチ～(ちくま新書 1129) 
宇都宮 浄人 著 
筑摩書房 
中心市街地の空洞化、路線バスの廃止が進み、衰退が加速する地方を復活させる

鍵は「公共交通」の見直しである。「交通まちづくり」というアプローチを紹介し、本当

の地方創生の方法を提案する。 
朝日新聞 2015/06/28 

2015:06. / 206p 
978-4-480-06832-3 
760 円〔本体〕+税 

*9784480068323*

 

「和食」って何?(ちくまプリマー新書 234) 
阿古 真理 著 
筑摩書房 
食をたどれば、社会の変化が見えてくる。すし、天ぷら、ラーメン、カレー…。江戸時

代から現代まで、和食の歴史をたどるとともに、和食が現状で抱える問題点や、秘

めている可能性について探る。 
朝日新聞 2015/06/28 

2015:05. / 206p 
978-4-480-68937-5 
820 円〔本体〕+税 

*9784480689375*

 

加藤郁乎作品撰集<1> 初期俳句・初期日記・初期俳論 
加藤 郁乎 著 
書肆アルス 
俳人・詩人、加藤郁乎の作品撰集。1 は、瀧口修造・松山俊太郎・西脇順三郎らの

郁乎論を含む初期 7 句集をはじめ、第 1 句集「球體感覺」刊行前後を明かす未公

開日記「自治領誌」、初期俳論を収録。 
朝日新聞 2015/06/28 

2015:05. / 493p 
978-4-907078-10-2 
4,800 円〔本体〕+税 

*9784907078102*

 

大きらいなやつがいる君のためのリベンジマニュアル(岩波ジュニア新書 805) 
豊島 ミホ 著 
岩波書店 
他人から理不尽な仕打ちを受け、相手を憎いと感じているあなたへ。高校時代にク

ラスメイトに傷つけられ、その精神的ダメージに長く苦しめられてきた著者が語る「憎

しみ」「恨み」「傷」との向き合い方。 
朝日新聞 2015/06/28 

2015:05. / 12p,199p 
978-4-00-500805-6 
840 円〔本体〕+税 

*9784005008056*

 

テスタメントシュピーゲル<2 下>(角川スニーカー文庫 う-1-1-3) 
冲方 丁 著 
KADOKAWA 
AP 爆弾を追う公安高機動隊の鳳、乙、雛。社会の暗闇にはびこる影たちがつなが

ろうとしている極地で、少女たちが抱える傷は深くなっていく。そんな彼女たちが下

す決断とは…。Kindle 連載を加筆・修正。 
朝日新聞 2015/06/28 

2015:06. / 550p 
978-4-04-103098-1 
840 円〔本体〕+税 

*9784041030981*
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盗作の言語学～表現のオリジナリティーを考える～(集英社新書 0784F) 
今野 真二 著 
集英社 
コピペやパクリツイートが蔓延する時代、「類似」と「盗作」の境目はどこにあるのか。

オマージュやパロディーといった表現形態から辞書の語釈まで、表現におけるオリ

ジナリティーの意味を多様な視点から考察する。 
朝日新聞 2015/06/28 

2015:05. / 198p 
978-4-08-720784-2 
720 円〔本体〕+税 

*9784087207842*

 

男と女のワイン術(日経プレミアシリーズ 271) 
伊藤 博之/ 柴田 さなえ 著 
日本経済新聞出版社 
スーパーで赤を買うなら断然、フランスのボルドー。白なら生産年の若いものがいい

-。家飲みワインのお勧め品から、飲食店でのオーダーの仕方、料理との合わせ方、

ラベル買いで失敗しないヒントまでを語り尽くす。 
朝日新聞 2015/06/28 

2015:01. / 220p 
978-4-532-26271-6 
870 円〔本体〕+税 

*9784532262716*

 

サリンジャー 
デイヴィッド・シールズ/ シェーン・サレルノ/ 坪野 圭介/ 樋口 武志 著 
KADOKAWA 
第二次世界大戦、家族、親友、級友、編集者、そして恋人――。『ライ麦畑でつかま

えて』の刊行後、ベールに包まれてきた生涯を丹念な取材で解き明かす。日記、書

簡、メモなどの資料も解析して盛り込んだ評伝の決定版 
朝日新聞 2015/06/28 

2015:06. / 742p,47p 
978-4-04-110731-7 
4,200 円〔本体〕+税 

*9784041107317*

 

テスタメントシュピーゲル<2 上>(角川スニーカー文庫 う-1-1-2) 
冲方 丁 著 
KADOKAWA 
西暦 2016 年、公安高機動隊の鳳、乙、雛は、電子戦演習で秘められた才能を開

花させていた。そんな時に発生した囚人護送バス襲撃事件。3 人は涼月たちを救う

ために現場へ急行するが…。Kindle 連載を加筆・修正。 
朝日新聞 2015/06/28 

2015:04. / 515p 
978-4-04-472911-0 
820 円〔本体〕+税 

*9784044729110*

 

宝塚・やおい、愛の読み替え～女性とポピュラーカルチャーの社会学～ 
東 園子 著 
新曜社 
なぜ「男同士の友情、恋愛物語」に魅了されるのか? ルーマン<愛のコード>、セジ

ウィック<ホモソーシャリティ>、<物語消費/相関図消費>を手がかりに、女同士の絆

が女性たちにもたらす快楽を鮮やかに解き明かす。 
朝日新聞 2015/06/28 

2015:04. / 6p,325p,7p 
978-4-7885-1416-4 
3,400 円〔本体〕+税 

*9784788514164*

 

賢者ガルシアロブレス伝～国連憲章と核軍縮に取り組んだ外交官～ 
木下 郁夫 著 
社会評論社 
奇想天外なアイデア力、双方の面子を保つ折衝力、そして正確な票を読む洞察力

によってラテンアメリカの非核地帯化を実現し、その後の世界の核軍縮の流れに道

筋を付けたノーベル平和賞受賞者ガルシアロブレスの人生に迫る。 
朝日新聞 2015/06/28 

2015:06. / 247p 
978-4-7845-1122-8 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784784511228*
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ゾウの鼻はなぜ長い～知れば知るほど面白い動物のふしぎ 33～ 増補(ちくま文

庫 か 68-1) 
加藤 由子 著 
筑摩書房 
長い時間をかけて環境へ適応してきた動物たち。彼らのからだの特徴には、それぞ

れの暮らしに通じる理由があった。元動物園の解説員が、動物の不思議をやさしく

解き明かす。 新の動物学に合わせて加筆修正し、新章を加える。 
朝日新聞 2015/06/28 

2015:06. / 245p,3p 
978-4-480-43275-9 
720 円〔本体〕+税 

*9784480432759*

 

虚像の抑止力～沖縄・東京・ワシントン発安全保障政策の新機軸～ 
柳澤 協二 著, 新外交イニシアティブ 編 
旬報社 
集団的自衛権の行使容認、辺野古移設の強行着工…。日米外交の歪みを象徴す

る“沖縄米軍基地問題”。外交・防衛・安全保障の専門的見地から、安全保障政策

の「あるべき姿」を発信する。 
朝日新聞 2015/06/28 

2014:08. / 193p 
978-4-8451-1360-6 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784845113606*

 

米軍と農民～沖縄県伊江島～(岩波新書 青版 B-104） 
阿波根 昌鴻 著 
岩波書店 
かつての激戦地沖縄県伊江島．米軍占領後は島の六割が爆撃・落下傘降下等の

演習地として使用されてきた．肥沃な土地で農耕に生きるはずであった島の人々

は，土地を取り上げられ，家を取り壊されて，止むなく米軍を相手どった必死の闘い

に立ち上がった．本書は，農民の苦難に満ちた生き方と，彼らの長く粘り強い闘い

の記録である． 
朝日新聞 2015/06/28 

1973:08. / 228p 
978-4-00-411104-7 
760 円〔本体〕+税 

*9784004111047*

 

ハトはなぜ首を振って歩くのか(岩波科学ライブラリー 237) 
藤田 祐樹 著 
岩波書店 
ハトはいつでもどこでも、首を振って歩いている。あの動きは何なのか。なぜ、1 歩に

1 回なのか。なぜ、ハトは振るのにカモは振らないのか。ハトの首振りを中心に、い

ろいろな視点から鳥の歩き方や体の動かし方を紹介する。 
朝日新聞 2015/06/28 

2015:04. / 8p,115p,3p 
978-4-00-029637-3 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784000296373*

 

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

期待の新人監督と人気プロデューサーが組むアニメもオンエアされる…。やる気み

なぎるお仕事小説。『anan』連載を加筆修正し書籍化。 
朝日新聞 2015/06/28 

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

*9784838726905*

 

遠すぎた家路～戦後ヨーロッパの難民たち～ 
ベン・シェファード/ 忠平 美幸 著 
河出書房新社 
ナチスなどによる膨大な難民が、戦中から戦後にかけて各地をさまよい逃げた。巨

大な人口移動はいかに戦後をつくったか? 
東京・中日新聞 2015/06/07 

2015:03. / 625p 
978-4-309-22626-2 
4,700 円〔本体〕+税 

*9784309226262*
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九相図をよむ～朽ちてゆく死体の美術史～(角川選書 556) 
山本 聡美 著 
KADOKAWA 
腐敗し白骨化してゆく亡骸の様子を克明に描く「九相図」。仏教とともに伝来し、日

本に深く根を下ろしたこの図像には、生と死、そして肉体の無常をめぐるいかなる想

いが秘められているのか。豊富な図版とともに探る。 
東京・中日新聞 2015/06/07 

2015:04. / 251p 
978-4-04-703556-0 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784047035560*

 

生と死、その非凡なる平凡 
西部 邁 著 
新潮社 
哄笑することのできなかった父、特攻帰りの臨時日本史教師…。人生という旅の途

中に出遇った、それぞれの生を生き、死を死んでいった人々の姿に、深く憶いを致

して書き綴る連作エッセイ。『北の発言』『表現者』掲載を書籍化。 
東京・中日新聞 2015/06/07 

2015:04. / 269p 
978-4-10-367506-8 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784103675068*

 

エジソンと映画の時代 
チャールズ・マッサー/ 仁井田 千絵/ 藤田 純一 著, チャールズ・マッサー/ 岩

本 憲児 編 
森話社 
19 世紀末、エジソンの発明した覗き見式キネトスコープなどを機に始まった「映画の

時代」。エジソンとその映画事業に関与した人々の活動を中心に、装置の開発、興

行などの多様な視点から、アメリカ初期映画成立の歴史を描く。 
東京・中日新聞 2015/06/07 

2014:04. / 291p 
978-4-86405-077-7 
3,500 円〔本体〕+税 

*9784864050777*

 

米朝らくごの舞台裏(ちくま新書 1123) 
小佐田 定雄 著 
筑摩書房 
上方落語の人間国宝・桂米朝の演題別ガイド。米朝から親しく教えを受けた著者

が、舞台裏での芸談やエピソード、古い芸人たちの思い出話などを演題解説ととも

に綴る。米朝の活字、音源、映像についての莫大な資料情報も掲載。 
東京・中日新聞 2015/06/07、読売新聞 2015/06/28 

2015:04. / 270p 
978-4-480-06826-2 
860 円〔本体〕+税 

*9784480068262*

 

科学の危機(集英社新書 0782) 
金森 修 著 
集英社 
真理の探究が、利益の追求に。科学史と思想史を手がかりに、<科学の古典的規範

>がいかに崩壊したかを明らかにする。危機に瀕する科学に対し、どこに問題の本

質があるのか核心を突く画期的論考。 
東京・中日新聞 2015/06/14 

2015:04. / 238p 
978-4-08-720782-8 
760 円〔本体〕+税 

*9784087207828*

 

地下水路の夜 
阿刀田 高 著 
新潮社 
あの名作、あの一言から、驚きの物語が立ち上がる-。死者に語る八雲の怪談、コー

スターに書かれた警句、呪文めいた恩師の呟き…。言葉の力をテーマに紡ぎだす

豊穣な 12 の奇譚。『小説新潮』掲載を単行本化。 
東京・中日新聞 2015/06/14 

2015:04. / 349p 
978-4-10-334329-5 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784103343295*
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人間の尊厳と人格の自律～生命科学と民主主義的価値～(叢書・ウニベルシタス 
1024)  
ミヒャエル・クヴァンテ 著 
法政大学出版局 
生殖医療、遺伝子診断、着床前診断と幹細胞研究…。人間生命に関わるバイオテ

クノロジーが民主主義的社会および民主主義的価値にいかなる倫理的問題を突き

つけ、いかなる変化をもたらそうとしているのかを論じる。 
東京・中日新聞 2015/06/14 

2015:03. / 6p,318p,26p
978-4-588-01024-8 
3,600 円〔本体〕+税 

*9784588010248*

 

<世界史>の哲学<イスラーム篇> 
大澤 真幸 著 
講談社 
世界史の謎を新たに読み解く壮大なシリーズ、第四弾、イスラーム帝国の社会構造

の本質に迫る、待望のイスラーム篇！ 
東京・中日新聞 2015/06/14、東京・中日新聞 2015/06/21 

2015:04. / 284p 
978-4-06-219448-8 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784062194488*

 

下中彌三郎～アジア主義から世界連邦運動へ～ 
中島 岳志 著 
平凡社 
平凡社創業者の思想に迫る本格評伝 
東京・中日新聞 2015/06/21 

2015:03. / 383p 
978-4-582-82474-2 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784582824742*

 

東京を生きる 
雨宮 まみ 著 
大和書房 
すべての地方出身者にささぐ！ 
東京・中日新聞 2015/06/21、朝日新聞 2015/06/28 

2015:04. / 221p 
978-4-479-39274-3 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784479392743*

 

たまらなく、アーベイン 
田中 康夫 著 
河出書房新社 
AOR の名盤 100 枚を、エッセイ仕立てで徹底ガイド。ライフスタイルカタログとしても

楽しめる伝説の名著が甦る。菊地成孔氏絶賛！ 
東京・中日新聞 2015/06/21、朝日新聞 2015/06/28 

2015:05. / 463p,25p 
978-4-309-02376-2 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784309023762*

 

物語イギリスの歴史<下> 清教徒・名誉革命からエリザベス 2 世まで(中公新書 
2319) 
君塚 直隆 著 
中央公論新社 
「王権と議会」をキーワードに、「イギリス」の歴史を紐解く。下は、清教徒・名誉革命

によって議会の権限が増した 17 世紀から、サッチャー、ブレアらが登場する現代ま

でを描く。 
東京・中日新聞 2015/06/28 

2015:05. / 252p 
978-4-12-102319-3 
820 円〔本体〕+税 

*9784121023193*
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子ども文化の現代史～遊び・メディア・サブカルチャーの奔流～ 
野上 暁 著 
大月書店 
戦後の子どもたちが享受し自ら育んできた「子ども文化」の諸相を、子ども時代の実

体験や大衆的な子ども雑誌『小学一年生』などの編集者としての経験をもとにたど

り、著者の視点からその歴史をひもとく。 
東京・中日新聞 2015/06/28 

2015:03. / 254p 
978-4-272-41225-9 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784272412259*

 

物語イギリスの歴史<上> 古代ブリテン島からエリザベス 1 世まで(中公新書 
2318) 
君塚 直隆 著 
中央公論新社 
「王権と議会」をキーワードに、「イギリス」の歴史を紐解く。上は、アングロ・サクソン

人がケルト人を駆逐してブリテン島に定住した 5 世紀から、16 世紀半ばイングラン

ドにエリザベス 1 世が君臨するまでを描く。 
東京・中日新聞 2015/06/28 

2015:05. / 7p,220p 
978-4-12-102318-6 
800 円〔本体〕+税 

*9784121023186*

 

すてきな漢字に出あえる赤ちゃんの名づけ事典 
大修館書店集部 編 
大修館書店 
漢字の大修館が贈る、名づけ事典の決定版 
読売新聞 2015/06/07 

2015:04. / 415p 
978-4-469-01288-0 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784469012880*

 

三浦一族の中世(歴史文化ライブラリー 400) 
高橋 秀樹 著 
吉川弘文館 
実像が見直されている三浦一族の興亡を描く 
読売新聞 2015/06/07 

2015:05. / 6p,208p 
978-4-642-05800-1 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784642058001*

 

社会のために働く～未来の仕事とリーダーが生まれる現場～ 
藤沢 烈 著 
講談社 
31 被災市町村の支援で企業・自治体・NPO をコーディネートする「地方創生」のトッ

プランナー、話題の本！ 
読売新聞 2015/06/07 

2015:03. / 212p 
978-4-06-219352-8 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784062193528*

 

落語を歩く鑑賞三十一話(河出文庫 や 19-4) 
矢野 誠一 著 
河出書房新社 
古典落語の傑作三十一話の舞台を訪ね、往時を偲びながら、落語の聞きどころ、

味わいどころをたっぷり鑑賞する。 
読売新聞 2015/06/07 

2015:05. / 206p 
978-4-309-41374-7 
780 円〔本体〕+税 

*9784309413747*

 

細胞の不思議～すべてはここからはじまる～ 
永田 和宏 著 
講談社 
われわれの身体を構成する 60 兆個の細胞の一つ一つにドラマがある！ 生命を

生命たらしめている細胞の複雑で奥深い営みを丁寧に解説 
読売新聞 2015/06/07 

2015:03. / 127p 
978-4-06-219451-8 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784062194518*
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魔法をかける～アオガク「箱根駅伝」制覇までの 4000 日～ 
原 晋 著 
講談社 
弱小・陸上部を率いて 11 年。監督は何を語り、どう魔法をかけたのか。叩き上げの

営業マンが指導者として栄光を手にするまでの全記録 
読売新聞 2015/06/07 

2015:04. / 190p 
978-4-06-219517-1 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784062195171*

 

科学を生きる～湯川秀樹エッセイ集～(河出文庫 ゆ 4-2) 
湯川 秀樹 著, 湯川 秀樹/ 池内 了 編 
河出書房新社 
「詩と科学」「思考とイメージ」など、自然の姿から物理学の物質観までを詩情豊かに

綴った“物理学界の詩人”の魅力を堪能できる 28 
読売新聞 2015/06/07 

2015:05. / 252p 
978-4-309-41372-3 
780 円〔本体〕+税 

*9784309413723*

 

五十坂家の百年 
斉木 香津 著 
中央公論新社 
その朝、双子の老姉妹が手に手を取り崖から飛んだ。葬儀のため集まった家族は、

武家屋敷の床下から 4 体の遺骨とある秘密を掘り起こす…。淫靡で切ない長篇ミス

テリー。 
読売新聞 2015/06/07 

2015:04. / 301p 
978-4-12-004717-6 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784120047176*

 

世渡りの道(文春学藝ライブラリー) 
新渡戸 稲造 著 
文藝春秋 
「人から好かれるにはどうすればいいのか」という人間関係の悩みから、「いかに生き

るべきか」という人生の根本問題まで、日本を代表する教育者にして国際人が平易

な言葉で答える。 
読売新聞 2015/06/07 

2015:04. / 446p 
978-4-16-813045-8 
1,250 円〔本体〕+税 

*9784168130458*

 

進みながら強くなる～欲望道徳論～(集英社新書 0781) 
鹿島 茂 著 
集英社 
学問でもビジネスでも、未経験の分野への挑戦は準備なしに始めるからこそ力がつ

く! 自己利益と自己愛を冷静に見つめ、欲望から道徳を創るための「進みながら強

くなる」方法を公開。 
読売新聞 2015/06/07 

2015:04. / 190p 
978-4-08-720781-1 
700 円〔本体〕+税 

*9784087207811*

 

書影の森～筑摩書房の装幀 1940-2014～ 
臼田 捷治 著 
みずのわ出版 
筑摩書房の装幀に携わったデザイナー、編集者、社内デザイナーの仕事の紹介を

とおして、出版界のひとつの指標となっている同社の装幀が果たしている役割を多

角度から浮き彫りにする。 
読売新聞 2015/06/07 

2015:05. / 209p 
978-4-86426-032-9 
10,000 円〔本体〕+税 

*9784864260329*
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「昭和天皇実録」の謎を解く(文春新書 1009)  
半藤 一利/ 保阪 正康/ 御厨 貴/ 磯田 道史 著 
文藝春秋 
87 年の生涯にわたり、日々の動静を克明に記した「昭和天皇実録」。昭和史の知

識と経験が豊富な 4 人が、1 万 2 千ページの厖大な記録を徹底検証する。『文藝

春秋』等掲載の鼎談を単行本化。 
読売新聞 2015/06/07 

2015:03. / 302p 
978-4-16-661009-9 
880 円〔本体〕+税 

*9784166610099*

 

相互扶助の経済～無尽講・報徳の民衆思想史～ 
テツオ・ナジタ/ 五十嵐 暁郎/ 福井 昌子 著 
みすず書房 
明治初期の混乱や太平洋戦争後の激動を庶民が生きのびたのは、講の DNA が

脈々と受け継がれたからだった。講から無尽会社を経て相互銀行に引き継がれて

いった「相互扶助」の民衆思想を考察する。 
読売新聞 2015/06/07 

2015:03. / 
11p,336p,45p 
978-4-622-07889-0 
5,400 円〔本体〕+税 

*9784622078890*

 

谷崎潤一郎全集<第 1 巻> 刺青 羹 悪魔 
谷崎 潤一郎 著 
中央公論新社 
江戸情緒のなかに悪女が蠢く表題作「刺青」、少年少女たちの遊戯のなかに秘めら

れたマゾヒズムを描いた「少年」ほか、妖艶・鮮烈な初期短編に、文庫本未収の初長

篇作品「羹」などを収録。解題も掲載。 
読売新聞 2015/06/07 

2015:05. / 553p 
978-4-12-403561-2 
5,800 円〔本体〕+税 

*9784124035612*

 

七十二候で楽しむ日本の暮らし(角川ソフィア文庫 N206-1) 
広田 千悦子 著 
KADOKAWA 
「虹始めて見る」「寒蝉鳴く」「菜虫蝶と化る」など、七十二に分かれた歳時記によせ

て、伝統行事や季節の食べ物、植物、俳句に使える季語や祭りなどを紹介。オール

カラーのイラストも見て楽しめる入門書。 
読売新聞 2015/06/07 

2015:04. / 125p 
978-4-04-406431-0 
760 円〔本体〕+税 

*9784044064310*

 

ぼくらの近代建築デラックス!(文春文庫 ま 24-3) 
万城目 学/ 門井 慶喜 著 
文藝春秋 
人気作家 2 人が、大阪・京都・神戸・横浜・東京の現存する名建築を訪ね歩き、そ

の魅力を語りつくしたルポ対談集。錦業会館、御影公会堂、旧前田侯爵邸など、傑

作が満載。台湾編、特別編を追加して文庫化。 
読売新聞 2015/06/07 

2015:05. / 325p 
978-4-16-790375-6 
790 円〔本体〕+税 

*9784167903756*

 

超明解!国語辞典(文春新書 1018)  
今野 真二 著 
文藝春秋 
国語辞典には「ことば」と「時代」に対する編者の哲学が色濃くあらわれる。ハンディ

な小型辞書 7 銘柄の「辞書の哲学」を徹底比較。保守的、それとも先進的? 個性あ

ふれる辞書選びに役立つ、やや辛口の辞書レポート。 
読売新聞 2015/06/07 

2015:03. / 248p 
978-4-16-661018-1 
800 円〔本体〕+税 

*9784166610181*
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はじめての福島学 
開沼 博 著 
イースト・プレス 
復興が「早すぎた」弊害、制度から漏れ落ちるマイノリティの県外避難者、「死の町」

でも農業が再開できる理由…。「福島難しい・面倒くさい」になってしまった人のため

に、データと理論を用いて、福島の現状を解説する。 
読売新聞 2015/06/07 

2015:03. / 412p 
978-4-7816-1311-6 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784781613116*

 

深い眠り 
磯江 毅 著 
羽鳥書店 
西洋絵画の伝統とスペイン・リアリズムの土壌から生まれ、写実を超えて存在の本質

を描く画家、磯江毅の決定版画集。初期作品から絶作、デッサンまで、初公開多数

を含む 197 点を収録する。今福龍太、諏訪敦らの寄稿も掲載。 
読売新聞 2015/06/07 

2015:04. / 279p 
978-4-904702-52-9 
4,500 円〔本体〕+税 

*9784904702529*

 

九州大学生体解剖事件～七〇年目の真実～ 
熊野 以素 著 
岩波書店 
終戦直前の 1945 年春、名門大学医学部で行われた「実験手術」により、米軍捕虜

8 人が殺された。首謀者の一人として死刑判決を受けた鳥巣太郎の姪である著者

が、戦犯裁判記録や親族の証言等を基に、その真実を明らかにする。 
読売新聞 2015/06/07 

2015:04. / 12p,205p 
978-4-00-061039-1 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784000610391*

 

プーチン～人間的考察～ 
木村 汎 著 
藤原書店 
「プーチンって、一体、誰?」「プーチンは何を欲しているのか?」 世界がその思惑や

出方を固唾をのんで見守るロシアのプーチン大統領。ロシア学の権威である著者

がその実像に迫る野心的労作。 
読売新聞 2015/06/07、日本経済新聞 2015/06/07 

2015:04. / 622p 
978-4-86578-023-9 
5,500 円〔本体〕+税 

*9784865780239*

 

棟方志功の原風景 
長部 日出雄 著 
津軽書房 
棟方志功没後 40 年のいま明かされる、「世界のムナカタ」の驚くべき全貌。143 点

の作品カットとともに、志功の生涯をたどる。『東奥日報』連載を単行本化。見返しに

も作品カットあり。 
読売新聞 2015/06/07、毎日新聞 2015/06/07、東京・中日新聞 2015/06/21 

2015:04. / 429p 
978-4-8066-0230-9 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784806602309*

 

石造りのように柔軟な～北イタリア山村地帯の建築技術と生活の戦略～ 
アンドレア・ボッコ/ ジャンフランコ・カヴァリア/ 多木 陽介 著 
鹿島出版会 
北イタリアから届けられた建設と生存の教え 
読売新聞 2015/06/14 

2015:04. / 210p 
978-4-306-04621-4 
2,900 円〔本体〕+税 

*9784306046214*
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中世芸能講義～「勧進」「天皇」「連歌」「禅」～(講談社学術文庫 2294) 
松岡 心平 著 
講談社 
日本の中世芸能の世界を、「勧進」「天皇」「連歌」「禅」という四つの切り口から論

じ、日本文化の全容へと迫る画期的論考！ 
読売新聞 2015/06/14 

2015:05. / 253p 
978-4-06-292294-4 
880 円〔本体〕+税 

*9784062922944*

 

匿名芸術家 
青木 淳悟 著 
講談社 
作家志望の「私」と画家志望の「彼」。夢を追う若者たちの名もなき時代…。デビュー

までの日々を批評的に描いた、批評的半自叙伝。 
読売新聞 2015/06/14 

2015:06. / 189p 
978-4-06-219529-4 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784062195294*

 

戦争画リターンズ～藤田嗣治とアッツ島の花々～ 
平山 周吉 著 
芸術新聞社 
名画「アッツ島玉砕」が啓示する昭和史。凄絶な玉砕シーンに、藤田嗣治が丹念に

描きこんだ「死者の傍らに咲いている花」はいったい何を語りかけるのか? 
読売新聞 2015/06/14 

2015:04. / 422p 
978-4-87586-436-3 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784875864363*

 

?の中(P+D BOOKS) 
吉行 淳之介 著 
小学館 
青春=戦時下だった主人公の狂おしいほどの閉塞感、また 10 代から 20 代の青年

らしい友人との他愛のない会話、性への欲望、反面、母への慕情などを巧緻な筆致

で描く。 
読売新聞 2015/06/14 

2015:05. / 174p 
978-4-09-352210-6 
450 円〔本体〕+税 

*9784093522106*

 

剣ケ崎・白い罌粟(P+D BOOKS) 
立原 正秋 著 
小学館 
日本と朝鮮の血を引く家系に生まれた兄弟の苦悩と過酷な運命を通して、“血”の

問題を追究した「剣ケ崎」、中年男の乾いたニヒリズムを描く「白い罌粟」ほか、全 5
編を収録。 
読売新聞 2015/06/14 

2015:05. / 413p 
978-4-09-352207-6 
650 円〔本体〕+税 

*9784093522076*

 

山中鹿之助(P+D BOOKS) 
松本 清張 著 
小学館 
主君・尼子家の再興を願い、大敵・毛利に果敢に挑み暴れた、山陰の戦国猛将・山

中鹿之助。100 度打ちのめされ、1000 回も挫折を味わう壮絶な鹿之助の人生を生

き生きと描く。 
読売新聞 2015/06/14 

2015:05. / 190p 
978-4-09-352201-4 
500 円〔本体〕+税 

*9784093522014*
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書くインタビュー<1>(小学館文庫 さ 4-5) 
佐藤 正午/ 伊藤 ことこ/ 東根 ユミ 著 
小学館 
作家・佐藤正午はいかにして小説を“つくって”いるのか。質問も回答もメールだけと

いう前代未聞のインタビューの記録。1 は、『きらら』2009 年 8 月号?2011 年 2 月号

掲載を収録。 
読売新聞 2015/06/14 

2015:06. / 235p 
978-4-09-406171-0 
540 円〔本体〕+税 

*9784094061710*

 

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。 
読売新聞 2015/06/14 

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

*9784794214508*

 

南方熊楠～日本人の可能性の極限～(中公新書 2315) 
唐澤 太輔 著 
中央公論新社 
百科事典を丸暗記、大英博物館で暴力事件、20 以上の外国語を解し、在野の研

究者にして昭和天皇に御進講…。虚実多くの伝説に彩られた南方熊楠。その破天

荒な生涯をたどり、思想と業績を紹介する。 
読売新聞 2015/06/14 

2015:04. / 3p,283p 
978-4-12-102315-5 
880 円〔本体〕+税 

*9784121023155*

 

ソーシャルメディアの罠(フィギュール彩 30) 
宮田 穣 著 
彩流社 
コミュニケーション学で日本で初めて博士号を取得した著者が、自分の勤務校であ

る女子大を例にとりながら、あらゆるサンプルを集め、ソーシャルメディアに潜む罠を

平易な言葉で分かり易く解説する。 
読売新聞 2015/06/14 

2015:06. / 189p 
978-4-7791-7030-0 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784779170300*

 

リガ案内～162 通のインヴィテーション～ 
菅原 彩/ 小林 まどか 著, アルタ・タバカ 編 
土曜社 
ラトビア共和国の首都・リガをガイド。リガを愛するアーティストや建築家、写真家た

ちが、定番のスポットから、地元っ子だけが知るとっておきの場所まで紹介する。ラト

ビア語のあいさつと略史も収録。 
読売新聞 2015/06/14 

2012:06. / 182p,6p 
978-4-9905587-3-4 
1,991 円〔本体〕+税 

*9784990558734*

 

いい階段の写真集 
西岡 潔 著, BMC 編 
パイインターナショナル 
非日常へといざなうらせん階段、優雅な手すりに見る職人技、美しい段裏…。めくる

めく階段の世界へようこそ。東西の近代建築から珠玉のビルまで、大阪を中心に日

本各地の「いい階段」を収録した写真集。 
読売新聞 2015/06/14 

2014:01. / 199p 
978-4-7562-4411-6 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784756244116*
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奇界遺産<2> 
佐藤 健寿 著 
エクスナレッジ 
マッド・ジュラシックパーク、謎の宇宙宿場町、変態住居、仏教要塞…。世界各地に

存在する、常識では思い付かないような建築物や構造物の数々をオールカラーで

紹介する。奇形標本、ミイラなどの写真あり。 
読売新聞 2015/06/14 

2014:02. / 203p 
978-4-7678-1705-7 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784767817057*

 

離島の本屋～22 の島で「本屋」の灯りをともす人たち～ 
朴 順梨 著 
ころから 
ひとのいるところに、本屋は灯りをともす-。北は礼文島から南は与那国島、誰もが知

る小笠原諸島、地元民だけ知る家島まで、22 の離島の本屋を紹介する。フリーペ

ーパー『LOVE 書店!』連載を書籍化。 
読売新聞 2015/06/14 

2013:07. / 143p 
978-4-907239-03-9 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784907239039*

 

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 2015/06/14 

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

*9784093863896*

 

日本国と日本人 
カール・ローゼンクランツ/ 寄川 条路 著 
法政大学出版局 
ヘーゲル学派の哲学者が、1860 年にドイツで行った講演の邦訳。江戸末期までの

日本の歴史・自然・文化を概観し、東洋の発達した“閉鎖商業国家”が世界史の舞

台に登場する歴史的瞬間を記録したテキスト。 
読売新聞 2015/06/14 

2015:04. / 180p 
978-4-588-31622-7 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784588316227*

 

おバカさん(P+D BOOKS) 
遠藤 周作 著 
小学館 
銀行員の隆盛の妹・巴絵の前に、ガストン・ボナパルトというフランス人が突然現れ

る。ナポレオン皇帝の子孫と称する馬面の青年は、臆病で無類のお人好し。そし

て、その生真面目さから珍事を巻き起こしていく。 
読売新聞 2015/06/14 

2015:05. / 382p 
978-4-09-352208-3 
600 円〔本体〕+税 

*9784093522083*

 

書くインタビュー<2>(小学館文庫 さ 4-6) 
佐藤 正午/ 東根 ユミ 著 
小学館 
作家・佐藤正午はいかにして小説を“つくって”いるのか。質問も回答もメールだけと

いう前代未聞のインタビューの記録。2 は、『きらら』2011 年 3?7 月号、2014 年 8 月

号?2015 年 6 月号掲載を収録。 
読売新聞 2015/06/14 

2015:06. / 235p 
978-4-09-406172-7 
540 円〔本体〕+税 

*9784094061727*
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自分づくり～次代を担う若者へ～ 
中野 克彦 著 
幻冬舎メディアコンサルティング 
日頃からいかに自分を律し、足元を見つめつつ自分を鍛え、かつ自分らしさを持っ

て生きるか。時代の潮流を読み、大胆な構造転換で無配の企業を高収益企業に変

身させた敏腕経営者が、その半生をエッセイ風に綴る。 
読売新聞 2015/06/14 

2015:04. / 254p 
978-4-344-97213-1 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784344972131*

 

誕生のインファンティア～生まれてきた不思議、死んでゆく不思議、生まれてこな

かった不思議～ 
西平 直 著 
みすず書房 
言葉によって写し取ることのできない「在ること」の不思議が子どもの内に現れてくる

瞬間-。「存在の問いが発せられる場所としての子ども」を出発点に、ライフサイクル

研究と死生学の接点をなす領域に踏み込む。 
読売新聞 2015/06/14 

2015:04. / 7p,264p 
978-4-622-07878-4 
3,600 円〔本体〕+税 

*9784622078784*

 

あなたが消えた夜に 
中村 文則 著 
毎日新聞出版 
ある町で突如発生した連続通り魔殺人事件。所轄の刑事・中島と捜査一課の女刑

事・小橋は“コートの男”を追う。しかし事件は、さらなる悲劇の序章に過ぎなかった

…。『毎日新聞』夕刊連載を加筆・調整し単行本化。 
読売新聞 2015/06/14 

2015:05. / 431p 
978-4-620-10817-9 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784620108179*

 

ナチスと精神分析官 
ジャック・エル=ハイ/ 高里 ひろ/ 桑名 真弓 著 
KADOKAWA 
ナチスの心は本当に病んでいたのか？ ニュルンベルク裁判に先立ちゲーリングな

ど 高幹部を診断した米軍医が見た「悪の正体」とは? 戦後 70 年間埋もれていた

記録を発掘した迫真のノンフィクション！ 映画化決定 
読売新聞 2015/06/14 

2015:03. / 340p 
978-4-04-731712-3 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784047317123*

 

夜より黒きもの 
高城 高 著 
東京創元社 
好景気に沸く昭和 60 年代の札幌・ススキノ。地上げ集団とそれに嘲弄される住民

たち、証券会社の支店長と企業舎弟の男の運命…。キャバレーの敏腕黒服・黒頭

悠介が出逢う、5 つの夜の物語。「夜明け遠き街よ」続編。 
読売新聞 2015/06/14 

2015:05. / 315p 
978-4-488-02747-6 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784488027476*

 

ナショジオが行ってみた究極の洞窟(NATIONAL GEOGRAPHIC) 
ナショナルジオグラフィック 著 
日経ナショナルジオグラフィック 
地球の内側をナショナルジオグラフィックが案内。ベトナムのソンドン洞窟、フランス

のベルジェ洞窟、南極のマクマード湾など、「究極の洞窟」の数々を紹介する。主要

洞窟には、構造や成り立ちがわかるイラスト付き。 
読売新聞 2015/06/14 

2015:04. / 111p 
978-4-86313-307-5 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784863133075*
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人はみな妄想する～ジャック・ラカンと鑑別診断の思想～ 
松本 卓也 著 
青土社 
ラカンの鑑別診断論の理論的変遷と、ポスト-鑑別診断の理論を検討。ラカンの理

論と臨床の全体が、神経症と精神病の鑑別診断論とポスト-鑑別診断論の両方の側

面をもつことを指摘し、現代におけるその意義を展望する。 
読売新聞 2015/06/14 

2015:04. / 447p,20p 
978-4-7917-6858-5 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784791768585*

 

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 2015/06/14 

2014:11. / 476p 
978-4-09-386388-9 
1,850 円〔本体〕+税 

*9784093863889*

 

生きとし生ける空白の物語 
姜 信子 著 
港の人 
新潟県柏崎に、今は亡き父の記憶をもとめて出かけた著者は、父世代の旅の記憶

を遡って、韓国・済州島にゆきつく。在日韓国人の詩人が語り起こす、行方の知れ

ぬ旅の物語。『新潟日報』『西日本新聞』連載に書き下ろしを追加。 
読売新聞 2015/06/14 

2015:03. / 212p 
978-4-89629-293-0 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784896292930*

 

ぼくの命は言葉とともにある～9 歳で失明 18 歳で聴力も失ったぼくが東大教授と

なり、考えてきたこと～ 
福島 智 著 
致知出版社 
18 歳で光と音を失った著者は、絶望の淵からいかにして希望を見出したのか-。生

きる力と勇気の多くを与えてくれた読書、再生を支えてくれた家族と友…。著者の盲

ろう者としての体験を通して考えたことや思ったことを述べる。 
読売新聞 2015/06/14 

2015:05. / 267p 
978-4-8009-1072-1 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784800910721*

 

職業は武装解除(朝日文庫 せ 9-1) 
瀬谷 ルミ子 著 
朝日新聞出版 
紛争地には兵士以外の職業がない。生き方を選べる環境を届けるために、私は武

器を回収するプロになった…。「武装解除」「平和構築」の専門家が、自らの軌跡を

綴る。文庫版あとがきも収録。 
読売新聞 2015/06/14、日本経済新聞 2015/06/21 

2015:05. / 230p 
978-4-02-261828-3 
580 円〔本体〕+税 

*9784022618283*

 

対華二十一カ条要求とは何だったのか～第一次世界大戦と日中対立の原点～ 
奈良岡 聰智 著 
名古屋大学出版会 
沸騰する世論、先鋭化する日中 
読売新聞 2015/06/14、毎日新聞 2015/06/14、日本経済新聞 2015/06/21 

2015:04. / 7p,445p,32p
978-4-8158-0805-1 
5,500 円〔本体〕+税 

*9784815808051*
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食べて、祈って、恋をして～女が直面するあるゆること探究の書～(ＲＨブックス＋

プラス)  
エリザベス・ギルバート/ 那波 かおり 著 
武田ランダムハウスジャパン 
読売新聞 2015/06/21 

2010:08. / ５６７ｐ 
978-4-270-10361-6 
895 円〔本体〕+税 

*9784270103616*

 

伊藤比呂美詩集(現代詩文庫)  
伊藤比呂美 著 
思潮社 
読売新聞 2015/06/21 

1988:11. / １６０ｐ 
978-4-7837-0849-0 
1,165 円〔本体〕+税 

*9784783708490*

 

歩道橋の魔術師(エクス・リブリス) 
呉 明益 著 
白水社 
台北の懐かしい匂いに満ちた連作短編集 
読売新聞 2015/06/21 

2015:05. / 212p 
978-4-560-09039-8 
2,100 円〔本体〕+税 

*9784560090398*

 

聴竹居～藤井厚二の木造モダニズム建築～(コロナ・ブックス 200) 
藤井 厚二/ 松隈 章/ 古川 泰造 著 
平凡社 
日本の気候と暮らし方に適った理想の住宅 
読売新聞 2015/06/21 

2015:03. / 143p 
978-4-582-63497-6 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784582634976*

 

ぼくはお金を使わずに生きることにした 
マーク・ボイル/ 吉田 奈緒子 著 
紀伊國屋書店出版部 
1 年間お金を使わずに生活した若者の体験記 
読売新聞 2015/06/21 

2011:11. / 286p 
978-4-314-01087-0 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784314010870*

 

重力との対話～記憶の海辺から山海塾の舞踏へ～ 
天児 牛大 著 
岩波書店 
世界的舞踏家がいま語る、半生と作品にこめた想い 
読売新聞 2015/06/21 

2015:03. / 10p,163p 
図版 16p 
978-4-00-061030-8 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784000610308*

 

介護士からプロ棋士へ～大器じゃないけど、晩成しました～ 
今泉 健司 著 
講談社 
調理師、証券会社勤務、介護士を経て、ついにプロ棋士へ！41 歳のオールドルー

キーの波乱万丈人生ドラマ。 
読売新聞 2015/06/21 

2015:03. / 233p 
978-4-06-219438-9 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784062194389*
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未闘病記～膠原病、「混合性結合組織病」の～ 
笙野 頼子 著 
講談社 
５０代後半、老猫との２人暮らし。ようやく訪れた平穏な日々、のはずが。「難病」患

者となった作家が描く疾風怒濤のハイパー闘病記！ 
読売新聞 2015/06/21 

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

*9784062190169*

 

老いへの歩み 
黒井 千次 著 
河出書房新社 
老いとは、豊潤な生の季節であり、まさに人生の収穫期でもある。80 歳を超えた著

者が描く、新しい「老い」のかたち、感動の 38 篇。 
読売新聞 2015/06/21 

2015:06. / 201p 
978-4-309-02386-1 
760 円〔本体〕+税 

*9784309023861*

 

雁の世 
川田 絢音 著 
思潮社 
喉声で鳴き 光らない眼差しを交わし 人をも聴いている 雁の群れを見ていると 人

の姿の視線をそそぐにたえないのが感じられる(「雁の世」より) たしかな声、珠玉の

18 篇。 
読売新聞 2015/06/21 

2015:05. / 79p 
978-4-7837-3465-9 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784783734659*

 

マシュマロ・テスト～成功する子・しない子～ 
ウォルター・ミシェル/ 柴田 裕之 著 
早川書房 
美味しいお菓子を食べるのを先のばしできる子は何が違う? 自制心に関する「マシ

ュマロ・テスト」の考案者が、被験者のその後を半世紀にわたって追跡調査し、人間

の本質の不思議を語る。 
読売新聞 2015/06/21 

2015:05. / 342p 
978-4-15-209541-1 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784152095411*

 

自分を知るための社会学入門 
岩本 茂樹 著 
中央公論新社 
人生を深く意味あるものとして味わうのに役立つ社会学。社会学に魅了された著者

が、自身の前に立ち現れた現実、そこで悩み苦しんだ若かりし日の体験を披露しつ

つ、社会学の知の世界を伝える。 
読売新聞 2015/06/21 

2015:04. / 230p 
978-4-12-004642-1 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784120046421*

 

辞書編纂者の、日本語を使いこなす技術(PHP 新書 983) 
飯間 浩明 著 
ＰＨＰ研究所 
あらゆる日本語を「用例採集」する日常を送っている「三省堂国語辞典」の編集委員

が、漢字と仮名の使い分け、読点の付け方、辞書の活用法等、ことばを使いこなす

方法を多岐にわたって提案する。 
読売新聞 2015/06/21 

2015:04. / 217p 
978-4-569-82484-0 
780 円〔本体〕+税 

*9784569824840*
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迷宮(新潮文庫 な-56-5) 
中村 文則 著 
新潮社 
「僕」がある理由で知り合った女性は殺人事件の遺児だった。両親と兄が殺され、小

学生だった彼女だけが生き残った迷宮事件。「僕」は事件へ、彼女へのめりこんで

いく。そして、謎が解かれるとき…。 
読売新聞 2015/06/21 

2015:04. / 205p 
978-4-10-128955-7 
460 円〔本体〕+税 

*9784101289557*

 

江代充詩集(現代詩文庫 212) 
江代 充 著 
思潮社 
萩原朔太郎賞を受賞した「梢にて」全篇をはじめ、第 1 詩集「公孫樹」から「隅角も

のかくひと」まで、全 7 詩集から代表作を網羅。江代充の飾りのない生の起伏を巡

り、書き置かれた途上の歩みをたどる。 
読売新聞 2015/06/21 

2015:04. / 158p 
978-4-7837-0990-9 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784783709909*

 

新薬の罠～子宮頸がん、認知症…10 兆円の闇～ 
鳥集 徹 著 
文藝春秋 
「子宮頸がん征圧をめざす専門家会議」は、製薬会社から多大な人的・金銭的支援

を受けていた。巨額のカネが医師に流れ込む! 日本 大のタブーとされてきた、製

薬会社、厚労省、大学病院の癒着を暴く。 
読売新聞 2015/06/21 

2015:05. / 246p 
978-4-16-390268-5 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784163902685*

 

求めない  
加島 祥造 著 
小学館 
求めない?すると 簡素な暮らしになる 求めない?すると いまじゅうぶんに持ってい

ると気づく 求めない?すると いま持っているものがいきいきとしてくる…。「求めな

い」という想念から生まれてきた詩集。 
読売新聞 2015/06/21 

2007:06. / １８８ｐ 
978-4-09-387722-0 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784093877220*

 

つむぎおり～しむらのいろ～ 
志村 ふくみ 著 
求龍堂 
紬織の人間国宝(重要無形文化財保持者)志村ふくみ自らが選んだ着物の代表作

と 新着物を紹介。それらの作品によせて詩や散文を書き下ろした「織と文」の集大

成といえる作品集。年譜も収録。パノラマページあり。 
読売新聞 2015/06/21 

2015:04. / 255p 
978-4-7630-1444-3 
36,000 円〔本体〕+税 

*9784763014443*

 

子宮頸がんワクチン事件 
斎藤 貴男 著 
集英社インターナショナル 
重い副反応が出たとして、論争を巻き起こしている子宮頸がんワクチン。医師たち

の 新の分析から、世界的なワクチン・ビジネスまで徹底取材し、事態の全体像を

追う。集英社インターナショナルの WEB 連載に加筆修正。 
読売新聞 2015/06/21 

2015:04. / 253p 
978-4-7976-7263-3 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784797672633*
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出身国(群像社ライブラリー 34) 
ドミトリイ・バーキン 著 
群像社 
肉体的にも精神的にも損なわれた男たちの極度の虚栄心、被害妄想、破壊衝動、

金銭への執着、孤立と傲慢……。それは現代人の癒しがたい病なのか。 文学賞の

授賞式にも姿をみせなかった「謎の作家」のデビュー短篇集。 
読売新聞 2015/06/21 

2015:05. / 181p 
978-4-903619-51-4 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784903619514*

 

十二月八日と八月十五日(文春文庫 は 8-27) 
半藤 一利 著 
文藝春秋 
太平洋戦争開始の 1941 年 12 月 8 日。終戦の玉音放送が流れた 1945 年 8 月 15
日。人々は何を考えたのか。日記や手記等をもとに「青天霹靂の二日」を再現。戦

争が日本人の精神構造にどんな影響を与えたのかをあぶり出す。 
読売新聞 2015/06/21 

2015:06. / 219p 
978-4-16-790390-9 
540 円〔本体〕+税 

*9784167903909*

 

美術の誘惑～オールカラー版～(光文社新書 761) 
宮下 規久朗 著 
光文社 
美術は、社会や文化全般に強く関係する。政治経済と深く関わり、生老病死を彩

り、人の欲望や理想を反映する。そんな美術の誘惑について様々なトピックによっ

て紹介する。図版 125 点収録。『産経新聞』連載等をもとに書籍化。 
読売新聞 2015/06/21 

2015:06. / 189p 
978-4-334-03864-9 
940 円〔本体〕+税 

*9784334038649*

 

ほんほん本の旅あるき 
南陀楼綾繁 著 
産業編集センター 
全国に広がるブックイベント「一箱古本市」の発案者である著者が、全国の個性的

な本屋さんや変わり種の本にまつわるスペースについて紹介。「ほん」を通じて、「ま

ち」「ひと」が見えてくる一冊。イラストマップ付き。 
読売新聞 2015/06/21 

2015:04. / 271p 
978-4-86311-112-7 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784863111127*

 

ニュルンベルク裁判～ナチ・ドイツはどのように裁かれたのか～(中公新書 2313) 
アンネッテ・ヴァインケ 著 
中央公論新社 
ナチ・ドイツによる第 2 次世界大戦中の戦争犯罪を裁いたニュルンベルク裁判。裁

きは「正義」だったか。ドイツ人研究者が、東京裁判のモデルとなった史上初の大規

模な戦争犯罪裁判の全貌を描く。 
読売新聞 2015/06/21、朝日新聞 2015/06/28 

2015:04. / 6p,230p 
978-4-12-102313-1 
820 円〔本体〕+税 

*9784121023131*

 

日本名詩選<2> 昭和戦前篇 
西原 大輔 著 
笠間書院 
詩人たちの魂の声に耳を傾ける-。時代順にならべ鑑賞と注釈を添えた近現代詩入

門。2 の昭和戦前篇は、戦争や社会問題が詩人たちに刺激をあたえ、詩の黄金期

ともいえる時期の 74 篇を収録する。 
読売新聞 2015/06/21、毎日新聞 2015/06/21 

2015:06. / 2p,220p 
978-4-305-70749-9 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784305707499*
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日本名詩選<3> 昭和戦後篇 
西原 大輔 著 
笠間書院 
人生の傍に詩という良き伴侶を-。時代順にならべ鑑賞と注釈を添えた近現代詩入

門。3 の昭和戦後篇は、敗戦から昭和の終わりまでの 40 年間の、近代詩と区別し

現代詩と呼ばれる 72 篇を収録する。 
読売新聞 2015/06/21、毎日新聞 2015/06/21 

2015:06. / 2p,260p 
978-4-305-70750-5 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784305707505*

 

日本名詩選<1> 明治・大正篇 
西原 大輔 著 
笠間書院 
何度でも出会いたい日本の名詩-。時代順にならべ鑑賞と注釈を添えた近現代詩

入門。1 の明治・大正篇は、西欧詩と日本古来の詞華の世界が融合し、日本の詩

のアイデンティティが確立した時代の 76 篇を収録する。 
読売新聞 2015/06/21、毎日新聞 2015/06/21 

2015:06. / 235p 
978-4-305-70748-2 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784305707482*

 

謹訳平家物語<1> 
林 望 著 
祥伝社 
「平家物語」の魅力をあますところなく甦らせる現代語訳の決定版。1 は、巻第一か

ら巻第三までを収録。どのページもきれいに開いて読みやすい、写本を彷彿とさせ

る糸綴じの「コデックス装」本。 
読売新聞 2015/06/21、毎日新聞 2015/06/28 

2015:04. / 317p 
978-4-396-61523-9 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784396615239*

 

火山入門～日本誕生から破局噴火まで～(NHK 出版新書 461) 
島村 英紀 著 
ＮＨＫ出版 
110 もの活火山が存在する火山大国・日本。列島誕生、地形形成、気候変動とのか

かわりから、東日本大震災をはるかに超える被害をもたらす超巨大噴火の可能性ま

で、第一人者が丁寧かつわかりやすく解説する。 
読売新聞 2015/06/21、毎日新聞 2015/06/28 

2015:05. / 205p 
978-4-14-088461-4 
740 円〔本体〕+税 

*9784140884614*

 

悪(講談社文庫)  
奥田英朗 著 
講談社 
読売新聞 2015/06/28 

2002:09. / ６５６ｐ 
978-4-06-273534-6 
876 円〔本体〕+税 

*9784062735346*

 

邪魔<上>(講談社文庫)  
奥田 英朗 著 
講談社 
読売新聞 2015/06/28 

2004:03. / ４１４ｐ 
978-4-06-273967-2 
629 円〔本体〕+税 

*9784062739672*
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邪魔<下>(講談社文庫)  
奥田 英朗 著 
講談社 
読売新聞 2015/06/28 

2004:03. / ３９０ｐ 
978-4-06-273968-9 
629 円〔本体〕+税 

*9784062739689*

 

ガール(講談社文庫)  
奥田 英朗 著 
講談社 
読売新聞 2015/06/28 

2009:01. / ３１２ｐ 
978-4-06-276243-4 
552 円〔本体〕+税 

*9784062762434*

 

家日和(集英社文庫)  
奥田 英朗 著 
集英社 
読売新聞 2015/06/28 

2010:05. / ２５８ｐ 
978-4-08-746552-5 
480 円〔本体〕+税 

*9784087465525*

 

空中ブランコ(文春文庫)  
奥田 英朗 著 
文芸春秋 
読売新聞 2015/06/28 

2008:01. / ２８２ｐ 
978-4-16-771102-3 
520 円〔本体〕+税 

*9784167711023*

 

ララピポ(幻冬舎文庫)  
奥田 英朗 著 
幻冬舎 
読売新聞 2015/06/28 

2008:08. / ３２５ｐ 
978-4-344-41166-1 
600 円〔本体〕+税 

*9784344411661*

 

アンドレ・バザン～映画を信じた男～ 
野崎 歓 著 
春風社 
新訳『映画とは何か』を深める待望の一冊 
読売新聞 2015/06/28 

2015:06. / 220p,7p 
978-4-86110-456-5 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784861104565*

 

紙幣肖像の近現代史 
植村 峻 著 
吉川弘文館 
神功皇后から福沢諭吉まで紙幣の歴史を描く 
読売新聞 2015/06/28 

2015:05. / 280p 
978-4-642-03845-4 
3,500 円〔本体〕+税 

*9784642038454*
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国語と教育 
柳田 国男 著 
河出書房新社 
柳田國男全集に未収録のエッセイ集を単行本に。おもに国語と教育について綴ら

れた戦後の文章を中心に。戦後 70 年記念出版。 
読売新聞 2015/06/28 

2015:05. / 215p 
978-4-309-02383-0 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784309023830*

 

モレル谷の奇蹟 
ディーノ・ブッツァーティ/ 中山 エツコ 著 
河出書房新社 
「聖女リータの奇蹟に感謝して捧げられた奉納画」という設定で創られた画文集。虚

実ないまぜのシュールなナンセンス世界が炸裂！ 
読売新聞 2015/06/28 

2015:04. / 126p 
978-4-309-20673-8 
2,700 円〔本体〕+税 

*9784309206738*

 

やまと言葉で<日本>を思想する 
竹内 整一 著 
春秋社 
「日本語の哲学」の可能性を求めて、「おのずから」と「みずから」の「あわい」という

斬新な視点から、やまと言葉の思索を通して、日本人の思想と感情を究明する。 
読売新聞 2015/06/28 

2015:03. / 6p,211p 
978-4-393-31300-8 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784393313008*

 

赦す人～団鬼六伝～(新潮文庫 お-67-3) 
大崎 善生 著 
新潮社 
夜逃げ、倒産、妻の不貞、栄華と浪費。「鬼」と名乗った男は、無限のやさしさです

べて受け入れた…。異端の文豪・団鬼六の出生から 期まで、波乱万丈の生涯を

描く。 
読売新聞 2015/06/28 

2015:06. / 570p 
978-4-10-126573-5 
790 円〔本体〕+税 

*9784101265735*

 

どちらとも言えません(文春文庫 お 38-7) 
奥田 英朗 著 
文藝春秋 
サッカー後進国の振る舞いに恥じ入り、プロ野球選手の名前をマジメに考え、大相

撲の八百長疑惑にはやや寛容? スポーツ大好き作家が、さまざまなスポーツを勝

手気ままに語る。 
読売新聞 2015/06/28 

2014:04. / 241p 
978-4-16-790076-2 
480 円〔本体〕+税 

*9784167900762*

 

我が家の問題(集英社文庫 お 57-4) 
奥田 英朗 著 
集英社 
「夫は、仕事ができないらしい」。会社のこと、実家のこと、ご近所づきあい……どん

な家庭にもある、ささやかだけれど悩ましい「問題」の数々をリアルかつ温かく描く短

編集。(解説/吉田伸子) 
読売新聞 2015/06/28 

2014:06. / 301p 
978-4-08-745197-9 
560 円〔本体〕+税 

*9784087451979*
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ヤバい LINE～日本人が知らない不都合な真実～(光文社新書 754) 
慎 武宏/ 河 鐘基 著 
光文社 
無料で、使い勝手もよく、なによりポップでかわいい-。日本人の 4 人に 1 人が毎日

使っている LINE。その複雑なビジネスモデルを徹底解説し、社会的インフラとして

の責任を問うノンフィクション。 
読売新聞 2015/06/28 

2015:05. / 254p 
978-4-334-03857-1 
780 円〔本体〕+税 

*9784334038571*

 

朝鮮王公族～帝国日本の準皇族～(中公新書 2309) 
新城 道彦 著 
中央公論新社 
1910 年 8 月、日本に併合された大韓帝国の皇帝一族は、異民族ながら「準皇族」

扱いされ、1945 年 8 月まで皇族同様の義務と役割を担った。帝国日本に翻弄され

た 26 人の朝鮮王公族の全貌を明らかにする。 
読売新聞 2015/06/28 

2015:03. / 3p,256p 
978-4-12-102309-4 
840 円〔本体〕+税 

*9784121023094*

 

お金に好かれる極意(祥伝社新書 418) 
大村 大次郎 著 
祥伝社 
お金に好かれればお金が貯まり、貯まったお金を働かせればさらにお金を稼いでく

れる。元国税調査官の著者が、お金の性質をよく理解し、お金と上手に付き合うこと

の出来る人になるための方法や考え方を紹介する。 
読売新聞 2015/06/28 

2015:06. / 205p 
978-4-396-11418-3 
780 円〔本体〕+税 

*9784396114183*

 

インドネシアの古代美術 
伊東 照司/ 田枝 幹宏 著 
柏書房 
インドネシアの人びとの心を知る上で も大切な鍵となる、古代ジャワ人の英知とは

何か? 世界遺産ボロブドールをはじめ、アンコール・ワットと双壁をなすジャワ古代

遺跡に刻まれた彫刻作品を本格的に解読する。 
読売新聞 2015/06/28 

2015:06. / 366p 
978-4-7601-4582-9 
20,000 円〔本体〕+税 

*9784760145829*

 

私の息子はサルだった 
佐野 洋子 著 
新潮社 
私は疑いもなく子供を愛しているが、その愛が充分で、適切であるかどうか、うろた

える-。「100 万回生きたねこ」の著者が自らの子供を見つめて描く心あたたまる物語

エッセイ。没後新発見、未発表作品を書籍化。 
読売新聞 2015/06/28 

2015:05. / 125p 
978-4-10-306842-6 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784103068426*

 

キム・フィルビー～かくも親密な裏切り～ 
ベン・マッキンタイアー/ 小林 朋則 著 
中央公論新社 
冷戦下の世界を震撼させた、英国史上 も悪名高い二重スパイ、キム・フィルビー。

そのソ連亡命までの 30 年に及ぶ離れ業を、MI6 同僚との血まみれの友情を軸に

描き出す。ジョン・ル・カレによるあとがきも収録。 
読売新聞 2015/06/28 

2015:05. / 447p 
978-4-12-004719-0 
2,700 円〔本体〕+税 

*9784120047190*
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無理<下>(文春文庫 お 38-6）  358p 2012 
奥田 英朗 著 
文藝春秋 
真面目に働くことの馬鹿馬鹿しさを知り、自分の地位が脅かされていることにおのの

き…。5 人の男女が心の軋みに耐え切れなくなった時、それぞれの人生は猛スピー

ドで崩壊してゆく。どん詰まり社会の現実を描いた群像劇。 
読売新聞 2015/06/28 

2012:06. / 358p 
978-4-16-771106-1 
590 円〔本体〕+税 

*9784167711061*

 

東海道 57 次 
志田 威 著 
ウェッジ 
ゴールは大坂、東海道は 57 次だった! 東海道の実態や宿場の状況、江戸期の生

活や文化、旅などについて解説する。おすすめ散策 12 コースガイド、東海道 57 次

の里程・宿駅概要も掲載。五街道宿場一覧の折込地図付き。 
読売新聞 2015/06/28 

2015:04. / 4p,169p 
978-4-86310-144-9 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784863101449*

 

額縁からみる絵画～古代ローマのフレスコ画から 19 世紀の肖像画へ～ 
小笠原 尚司 著 
八坂書房 
古代ローマの住居壁画から中世の宗教イコンや祭壇画、ルネサンス、バロック、ロコ

コの時代、さらには 19 世紀新古典主義の肖像画まで、みせるための手段として額

装が作品にどのようにかかわってきたかを綴る。図版多数。 
読売新聞 2015/06/28 

2015:05. / 189p 
978-4-89694-190-6 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784896941906*

 

噂の女 
奥田 英朗 著 
新潮社 
田舎町に現われたちょっと艶っぽいイイ女、美幸。キナ臭い話は数知れず、泣いた

男も星の数。夜ごと語られるは彼女にまつわる黒い噂…。愛と悲哀と欲望渦巻く連

作長編小説。『yom yom』『小説新潮』掲載を単行本化。 
読売新聞 2015/06/28 

2012:11. / 310p 
978-4-10-300352-6 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784103003526*

 

無理<上>(文春文庫 お 38-5）  362p 2012 
奥田 英朗 著 
文藝春秋 
合併で生まれた地方都市・ゆめので、鬱屈を抱えた 5 人の男女。暴走族あがりのセ

ールスマン、新興宗教にすがる中年女性、もっと大きな仕事がしたい市議会議員

…。それぞれの人生が交錯し、思いもよらない事態を引き起こす。 
読売新聞 2015/06/28 

2012:06. / 362p 
978-4-16-771105-4 
590 円〔本体〕+税 

*9784167711054*

 

オリンピックの身代金<下>(講談社文庫 お 84-9) 
奥田 英朗 著 
講談社 
五輪開催を妨害すると宣言していた連続爆破事件の犯人、東大生・島崎国男が動

き出した。国家の名誉と警察の威信をかけ、島崎逮捕に死力を尽くす捜査陣。息詰

まる攻防の末、開会式当日の国立競技場で、 後の闘いが始まる…。 
読売新聞 2015/06/28 

2014:11. / 420p 
978-4-06-277967-8 
700 円〔本体〕+税 

*9784062779678*
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東日本大震災を詠む 
俳句四協会 編 
朝日新聞出版 
わたしたちは忘れない-。17 文字に託された東日本大震災の記憶。国際俳句交流

協会、日本伝統俳句協会、俳人協会、現代俳句協会という、日本を代表する四協

会の協会員たちによる俳句 2667 句を、制作年・季節に分けて掲載。 
読売新聞 2015/06/28 

2015:03. / 327p,3p 
978-4-02-251270-3 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784022512703*

 

オリンピックの身代金<上>(講談社文庫 お 84-8) 
奥田 英朗 著 
講談社 
兄の死を契機に、過酷な労働現場を知った東大生・島崎国男。彼にとって、五輪開

催に湧く東京は富を独占する諸悪の根源でしかなかった。昭和 39 年夏、東京五輪

を人質に爆破テロをほのめかし、国家に挑んだ青年の行き着く先は? 
読売新聞 2015/06/28 

2014:11. / 468p 
978-4-06-277966-1 
700 円〔本体〕+税 

*9784062779661*

 

闇からの贈り物<上>(集英社文庫 シ 21-1) 
V.M.ジャンバンコ/ 谷垣 暁美 著 
集英社 
シアトル郊外の高級住宅地でシンクレア一家が惨殺された。被害者のシンクレア

は、やがて容疑者として浮かぶキャメロン、その弁護人クインとともに、悲惨な過去を

共有する仲だった。女性刑事マディスンはキャメロンを追うが…。 
読売新聞 2015/06/28 

2015:05. / 387p 
978-4-08-760704-8 
800 円〔本体〕+税 

*9784087607048*

 

闇からの贈り物<下>(集英社文庫 シ 21-2) 
V.M.ジャンバンコ/ 谷垣 暁美 著 
集英社 
一家惨殺事件の犯人はキャメロンではない。そう確信した女性刑事マディスンは捜

査方針の変更を願い出るが、捜査から外される。単身、真相究明を決意するマディ

スン。やがて浮かび上がる猟奇的な事件の全容。犯人の目的とは…。 
読売新聞 2015/06/28 

2015:05. / 381p 
978-4-08-760705-5 
800 円〔本体〕+税 

*9784087607055*

 

マドンナ(講談社文庫)  
奥田 英朗 著 
講談社 
40 代が分別盛りなんて、誰が言った？見た目は中年、中身はいまだ少年……。直

木賞作家がユーモアたっぷりに描く新オフィス小説集。四十にして、大いに惑う。 
読売新聞 2015/06/28 

2005:12. / ３２９ｐ 
978-4-06-275263-3 
590 円〔本体〕+税 

*9784062752633*

 

文明論之概略(岩波文庫)  
福沢 諭吉/ 松沢 弘陽 著 
岩波書店 
日本経済新聞 2015/06/07 

1995:03. / ３９１ｐ 
978-4-00-331021-2 
940 円〔本体〕+税 

*9784003310212*
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自省録 改版(岩波文庫)  
マルクス・アウレーリウス/ 神谷 美恵子 著 
岩波書店 
日本経済新聞 2015/06/07 

2007:02. / ３２７ｐ 
978-4-00-336101-6 
840 円〔本体〕+税 

*9784003361016*

 

私の好きな悪い癖(講談社文庫)  
吉村 昭 著 
講談社 
日本経済新聞 2015/06/07 

2003:11. / ２４１ｐ 
978-4-06-273897-2 
495 円〔本体〕+税 

*9784062738972*

 

米内光政 改版(新潮文庫)  
阿川 弘之 著 
新潮社 
日本経済新聞 2015/06/07 

2002:12. / ６３０ｐ 
978-4-10-111006-6 
840 円〔本体〕+税 

*9784101110066*

 

暗い波涛<上巻>(新潮文庫)  
阿川弘之 著 
新潮社 
日本経済新聞 2015/06/07 

1984:11. / ６２３ｐ 
978-4-10-111011-0 
781 円〔本体〕+税 

*9784101110110*

 

暗い波涛<下巻>(新潮文庫)  
阿川弘之 著 
新潮社 
日本経済新聞 2015/06/07 

1984:11. / ６４３ｐ 
978-4-10-111012-7 
819 円〔本体〕+税 

*9784101110127*

 

わたしの流儀(新潮文庫)  
吉村 昭 著 
新潮社 
日本経済新聞 2015/06/07 

2001:04. / ２４６ｐ 
978-4-10-111740-9 
430 円〔本体〕+税 

*9784101117409*

 

デミアン 改版(新潮文庫)  
ヘッセ/ 高橋 健二 著 
新潮社 
日本経済新聞 2015/06/07 

2007:05. / ２５４ｐ 
978-4-10-200102-8 
430 円〔本体〕+税 

*9784102001028*
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メルヒェン 改版(新潮文庫)  
ヘルマン・ヘッセ/ 高橋健二 著 
新潮社 
日本経済新聞 2015/06/07 

1992:12. / １９９ｐ 
978-4-10-200117-2 
400 円〔本体〕+税 

*9784102001172*

 

陸軍省軍務局と日米開戦(中公文庫)  
保阪 正康 著 
中央公論新社 
日本経済新聞 2015/06/07 

1989:06. / ３３２ｐ 
978-4-12-201625-5 
724 円〔本体〕+税 

*9784122016255*

 

終戦争論(中公文庫)  
石原 莞爾 著 
中央公論新社 
日本経済新聞 2015/06/07 

2001:09. / １２４ｐ 
978-4-12-203898-1 
552 円〔本体〕+税 

*9784122038981*

 

昭和文学盛衰史(文春文庫)  
高見順 著 
文藝春秋 
日本経済新聞 2015/06/07 

1987:08. / ６１４ｐ 
978-4-16-724904-5 
641 円〔本体〕+税 

*9784167249045*

 

尖閣問題の起源～沖縄返還とアメリカの中立政策～ 
ロバート・D.エルドリッヂ/ 吉田 真吾/ 中島 琢磨 著 
名古屋大学出版会 
東アジアを揺るがす危機の核心 
日本経済新聞 2015/06/07 

2015:04. / 
10p,338p,25p 
978-4-8158-0793-1 
5,500 円〔本体〕+税 

*9784815807931*

 

ナポレオンに背いた「黒い将軍」～忘れられた英雄アレックス・デュマ～ 
トム・リース/ 高里 ひろ 著 
白水社 
文豪デュマの父、知られざる「黒人将軍」の生涯 
日本経済新聞 2015/06/07 

2015:04. / 346p,87p 
978-4-560-08426-7 
3,600 円〔本体〕+税 

*9784560084267*

 

近代茶人の肖像(淡交新書) 
依田 徹 著 
淡交社 
皇族・政治家・実業家・料理人・僧侶など、近代日本人 20 名の人生と茶の湯を、豊

富な逸話とともに紹介。 
日本経済新聞 2015/06/07 

2015:02. / 215p 
978-4-473-03992-7 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784473039927*
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加藤周一を記憶する(講談社現代新書 2310) 
成田 龍一 著 
講談社 
戦後の代表的知識人、加藤周一の改憲論議・文明評論・文化論等の功績は、世界

も日本も混迷する現在だからこそ再確認する必然がある。 
日本経済新聞 2015/06/07 

2015:04. / 458p 
978-4-06-288310-8 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784062883108*

 

戦争はどのように語られてきたか 
河出書房新社集部 編 
河出書房新社 
戦中・戦後を通じ、戦争についてどのような思想的・哲学的考察がなされてきたの

か。過去の戦争をめぐる言論を歴史を追ってまとめる。 
日本経済新聞 2015/06/07 

2015:05. / 247p 
978-4-309-24708-3 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784309247083*

 

中国のスティーブ・ジョブズと呼ばれる男～雷軍伝～ 
陳 潤/ 永井 麻生子 著 
東洋経済新報社 
世界シェアでサムソン、アップルに次ぐ第 3 位のスマホメーカーに大躍進したシャオ

ミ(小米科技)。「中国のジョブズ」と讃えられる、シャオミの創業トップ雷軍の半生を描

く。 
日本経済新聞 2015/06/07 

2015:05. / 343p 
978-4-492-50271-6 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784492502716*

 

京のまつりと祈り～みやこの四季をめぐる民俗～ 
八木 透 著 
昭和堂 
春には春の、秋には秋の、季節ごとのまつりに込められた願いとは。京都の伝統行

事と民俗信仰を研究する傍ら、祇園祭や送り火の担い手として活動する民俗学者

が、ディープな京都をご案内。 
日本経済新聞 2015/06/07 

2015:05. / 226p 
978-4-8122-1511-1 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784812215111*

 

日常に侵入する自己啓発～生き方・手帳術・片づけ～ 
牧野 智和 著 
勁草書房 
近年活況を呈する自己啓発書は、私たちの日常生活をどう変容させ、どのような生

き方へ誘おうとするのか。各年代における過ごし方、手帳術、掃除・片づけ関連書

籍を取り上げ、社会学の観点から考える。 
日本経済新聞 2015/06/07 

2015:04. / 9p,303p,31p
978-4-326-65393-5 
2,900 円〔本体〕+税 

*9784326653935*

 

持たざる者 
金原 ひとみ 著 
集英社 
離婚、移住、子供の急死、他者の介入…。思いがけない事故や事件で、平穏な日

常や予想されたはずの未来が捻じ曲げられていく。30 代男女 4 人の混沌、屈託、

葛藤を鮮やかに描く。『すばる』掲載を書籍化。 
日本経済新聞 2015/06/07 

2015:04. / 241p 
978-4-08-771606-1 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784087716061*
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イノベーションの誤解 
鷲田 祐一 著 
日本経済新聞出版社 
日本企業でなぜ大きなイノベーションが発生しにくくなっているのか。動機を失った

「カイゼン」、ユーザーの「アイデア」を活かせない商品開発…。日本企業苦戦の構

造要因と、競争力回復に必要な視座を明示する。 
日本経済新聞 2015/06/07 

2015:03. / 259p 
978-4-532-31973-1 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784532319731*

 

大地震と株式投資～「イベント X」をどう乗り越えるか～ 
菊池 誠一 著 
日経ＢＰ社 
元格付けアナリストによる個人投資家のためのリスク入門の書。株式投資を中心に

資産運用の視点を意識しながら、大地震、津波、火山噴火という 3 つの自然現象を

取り上げ、「株価大暴落」への備えを投資家に訴える。 
日本経済新聞 2015/06/07 

2015:04. / 263p 
978-4-8222-5084-3 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784822250843*

 

車輪の下(文庫へ   １－ ３) 
Ｈ．ヘッセ 著 
新潮社 
ひたむきな自然児であるだけに傷つきやすい少年ハンスは、勉強にうちこみ、神学

校の入学試験に通るが、そこでの生活は少年の心理を踏みにじる規則ずくめなも

のだった。彼は学校を去って見習い工として出なおそうとし…。 
日本経済新聞 2015/06/07 

2015:06. / 291p 
978-4-10-200103-5 
340 円〔本体〕+税 

*9784102001035*

 

社会と健康～健康格差解消に向けた統合科学的アプローチ～ 
近藤 尚己 編 
東京大学出版会 
社会疫学的な視点に留まらず、より学際的で普遍的な視野で俯瞰する立場で「社

会と健康」というテーマを扱ったテキスト。日本のデータを豊富に紹介するとともに、

背景理論・測定・実証研究の成果・政策への示唆を記述する。 
日本経済新聞 2015/06/07 

2015:04. / 9p,326p 
978-4-13-060411-6 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784130604116*

 

戦後世界経済史～自由と平等の視点から～(中公新書)  
猪木 武徳 著 
中央公論新社 
経済の政治化、グローバリゼーションの進行、所得分配の変容、世界的な統治機構

の関与、そして「自由」と「平和」の相剋?。「市場化」を軸にこの半世紀を概観し、市

場システムがもたらした歴史的変化の本質を明らかにする。 
日本経済新聞 2015/06/07 

2009:05. / ４０６ｐ 
978-4-12-102000-0 
940 円〔本体〕+税 

*9784121020000*

 

ハイジャック犯は空の彼方に何を夢見たのか(亜紀書房翻訳ノンフィクション・シリ

ーズ 2-2) 
ブレンダン・I.コーナー/ 高月 園子 著 
亜紀書房 
11 年間で 159 機がハイジャックされた理由とは? 国外逃亡を成功させた黒人帰還

兵と白人女性のカップルを主人公に、社会の中で居場所を失くした人間たちの魂

のうめきを描きだす。全米各紙で激賞されたノンフィクション。 
日本経済新聞 2015/06/07 

2015:03. / 376p 
978-4-7505-1432-1 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784750514321*
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中南海～知られざる中国の中枢～(岩波新書 新赤版 1540) 
稲垣 清 著 
岩波書店 
中国共産党と政府の所在地、中南海。この地図さえない空間を訪れたことのある著

者が、主要な建物とそこで繰り広げられた歴史、現在の党と政府の仕組みや人事を

解説し、2017 年以降の習近平指導部の動向を予測する。 
日本経済新聞 2015/06/07 

2015:04. / 3p,209p,14p
978-4-00-431540-7 
780 円〔本体〕+税 

*9784004315407*

 

歴史と私～史料と歩んだ歴史家の回想～(中公新書 2317) 
伊藤 隆 著 
中央公論新社 
若き日の共産党体験、歴史観をめぐる論争、伊藤博文から佐藤栄作にいたる史料

収集と編纂…。日本近現代史研究を牽引してきた大家が、80 年以上にわたる自ら

の歩みを語る。『中央公論』連載に加筆訂正をして単行本化。 
日本経済新聞 2015/06/07、産経新聞 2015/06/28 

2015:04. / 3p,294p 
978-4-12-102317-9 
880 円〔本体〕+税 

*9784121023179*

 

登山と日本人(角川ソフィア文庫 I127-1) 
小泉 武栄 著 
KADOKAWA 
日本人にとって山は聖地であり、レジャーとしての登山が日本で一般化するのは明

治末期だった。日本とヨーロッパを比較しつつ、山と人間との関わりの歴史をたど

り、山の魅力に迫る。『登山の誕生』を加筆のうえ改題。 
日本経済新聞 2015/06/07、読売新聞 2015/06/21 

2015:05. / 271p 
978-4-04-409221-4 
880 円〔本体〕+税 

*9784044092214*

 

ニ－チェ全集<４> 反時代的考察(ちくま学芸文庫)  
フリ－ドリヒ・ヴィルヘルム・ニ－チェ 著 
筑摩書房 
日本経済新聞 2015/06/14 

1993:10. / ５７１，ｐ 
978-4-480-08074-5 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784480080745*

 

韓国知識人との対話<1> 日韓の未来をつくる 
若宮 啓文 著 
慶應義塾大学出版会 
対話により日韓の相互理解への糸口をさぐる 
日本経済新聞 2015/06/14 

2015:05. / 10p,295p 
978-4-7664-2226-9 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784766422269*

 

江藤淳の言い分 
斎藤 禎 著 
書籍工房早山 
「戦後 70 年」を言うなら、江藤淳こそ も思い出されてしかるべき人ではないのか?
無視同然の状態にある彼の文業を再び世に問う 
日本経済新聞 2015/06/14 

2015:05. / 384p 
978-4-904701-44-7 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784904701447*

 

まず教育論から変えよう～5 つの論争にみる、教育語りの落とし穴～ 
児美川 孝一郎 著 
太郎次郎社エディタス 
道徳教育をはじめ、現在進行形の 5 つの論争を整理し、「大人のための教育語り」

から「子どものための教育論」に転換する方法を提示。 
日本経済新聞 2015/06/14 

2015:05. / 266p 
978-4-8118-0781-2 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784811807812*
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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 2015/06/14 

2015:01. / 211p 
978-4-16-661007-5 
730 円〔本体〕+税 

*9784166610075*

 

アンダーグラウンド・マーケット 
藤井 太洋 著 
朝日新聞出版 
2018 年、移民であふれる東京で、デジタル仮想通貨での取引は、日本政府の手が

及ばない無税の地下経済圏を生んだ…。驚愕の近未来小説。電子書籍に加筆修

正し書籍化。 
日本経済新聞 2015/06/14 

2015:03. / 249p 
978-4-02-251243-7 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784022512437*

 

ほっこりおうちごはん～どうぞ飯あがれ～(小学館文庫 さ 20-1) 
柴門 ふみ 著 
小学館 
人気漫画家として超多忙な日々を送りながら、家族のために毎日食事をつくり続け

た柴門ふみの“おうちごはん”エッセイ&レシピ集。食を通しての家族の絆に改めて

気づかされるエピソードが満載。 
日本経済新聞 2015/06/14 

2015:04. / 253p 
978-4-09-406148-2 
570 円〔本体〕+税 

*9784094061482*

 

変わるコーポレートガバナンス～コード・監査等委員会・グループ内部統制～ 
森・濱田松本法律事務所 編 
日本経済新聞出版社 
2015 年 6 月適用のコーポレートガバナンス・コード。10 のキーワードからコーポレ

ートガバナンスの潮流を紐解くとともに、監査等委員会設置会社への移行、グルー

プ内部統制などについて解説する。 
日本経済新聞 2015/06/14 

2015:05. / 348p,4p 
978-4-532-31998-4 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784532319984*

 

メモリアル病院の 5 日間～生か死か-ハリケーンで破壊された病院に隠された真

実～ 
シェリ・フィンク/ 高橋 則明/ 匝瑳 玲子 著 
KADOKAWA 
ハリケーン・カトリーナにより電源を喪失した病院では、医師たちによって患者たち

の命の選別が行われた。その判断は正しかったのだろうか。ピュリッツァー賞作家に

よる詳細な取材により真実が明らかになる。 
日本経済新聞 2015/06/14 

2015:04. / 495p 
978-4-04-731653-9 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784047316539*

 

逆流するグローバリズム～ギリシャ崩壊、揺らぐ世界秩序～(PHP 新書 984) 
竹森 俊平 著 
ＰＨＰ研究所 
国境を越えた金融取引の消失、不安定化する安全保障…日本もその流れに巻き

込まれる! グローバル化の象徴たる共通通貨ユーロの「失敗の本質」を解き明かし

ながら、限界に近づく IMF 体制の行方を見通す。 
日本経済新聞 2015/06/14 

2015:05. / 249p 
978-4-569-82532-8 
800 円〔本体〕+税 

*9784569825328*
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騒音の歴史 
マイク・ゴールドスミス/ 泉 流星/ 府川 由美恵 著 
東京書籍 
騒音問題に明日はあるのか? そもそも騒音とは何か? 音に関する科学技術の進歩

と騒音問題との歴史的かかわりを活写し、やっかいな騒音問題をさまざまな視点か

ら解説。騒音に関する知見や考察をまとめた書。 
日本経済新聞 2015/06/14 

2015:04. / 318p 
978-4-487-80811-3 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784487808113*

 

内閣総理大臣の日本経済 
塩田 潮 著 
日本経済新聞出版社 
内閣総理大臣の経済観・経済政策は、この国にどのような影響を与えてきたのか。

富国軽軍備、所得倍増計画、列島改造論、消費税増税、構造改革、そしてアベノミ

クス。戦後日本経済の歩みを政治の視点から検証する。 
日本経済新聞 2015/06/14 

2015:04. / 373p 
978-4-532-16951-0 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784532169510*

 

キラキラネームの大研究(新潮新書 618) 
伊東 ひとみ 著 
新潮社 
苺苺苺と書いて「まりなる」、愛夜姫で「あげは」…。日本を席巻する「キラキラネー

ム」は、漢字を取り入れた瞬間に背負った宿命の落とし穴だった。豊富な実例で思

い込みの“常識”を覆す、驚きと発見に満ちた日本語論。 
日本経済新聞 2015/06/14 

2015:05. / 250p 
978-4-10-610618-7 
780 円〔本体〕+税 

*9784106106187*

 

戦争記憶の政治学～韓国軍によるベトナム人戦時虐殺問題と和解への道～ 
伊藤 正子 著 
平凡社 
ベトナム戦争で韓国軍が虐殺行為を行っていた-。自国が加害者であったとの告発

から韓国社会を鋭く分裂させた言論の対立の構造を、当事者への取材を通じて検

証。自国の負の歴史を直視することの困難さについて考察する。 
日本経済新聞 2015/06/14 

2013:09. / 290p 
978-4-582-44120-8 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784582441208*

 

雇用の変容と公的年金～法学と経済学のコラボレーション研究～ 
西村 淳 著 
東洋経済新報社 
失業率の上昇と非正規雇用労働者の増大、依然として残る女性労働力の M 字カ

ーブ…。年金制度は、雇用の不安定化にいかに対応できるのか。実証研究・比較

研究・課題別研究により、年金と雇用に関する課題を総合的に検討する。 
日本経済新聞 2015/06/14 

2015:04. / 19p,272p 
978-4-492-70141-6 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784492701416*

 

遺骨～戦没者三一〇万人の戦後史～(岩波新書 新赤版 1545) 
栗原 俊雄 著 
岩波書店 
沖縄で、硫黄島で、シベリアで、今も親族の遺骨を探し続ける人々がいる。空襲や

原爆では身元不明のまま多くの市民が仮埋葬されたが、その後どうなったのか。戦

争の結果、遺骨となった人々の「未完の戦後」を現地に探ったルポ。 
日本経済新聞 2015/06/14 

2015:05. / 6p,203p,2p 
978-4-00-431545-2 
740 円〔本体〕+税 

*9784004315452*
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帝国か民主か～中国と東アジア問題～(SQ 選書 01) 
子安 宣邦 著 
社会評論社 
帝国的再編が進むアジアにおいて「自由」や「民主主義」という普遍的価値を真に

人類的な価値として輝かしていくことは可能か。東アジアにおける市民運動の中で

考察する。日本、韓国、台湾、アメリカでの講演、講義をまとめる。 
日本経済新聞 2015/06/14 

2015:04. / 205p 
978-4-7845-1538-7 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784784515387*

 

外交ドキュメント歴史認識(岩波新書 新赤版 1527) 
服部 龍二 著 
岩波書店 
歴史教科書、靖国参拝、慰安婦問題と河野談話、村山談話…。日本は歴史認識を

めぐる問題といかに向き合い、中国や韓国とどのように交渉してきたのか。その過程

を丹念にたどり、日本の立脚点を模索する。 
日本経済新聞 2015/06/14 

2015:01. / 5p,251p 
978-4-00-431527-8 
820 円〔本体〕+税 

*9784004315278*

 

中国の反外国主義とナショナリズム～アヘン戦争から朝鮮戦争まで～ 
佐藤 公彦 著 
集広舎 
近現代の中国を突き動かした反外国主義とは? アヘン戦争後の反キリスト教運動、

義和団事変、20 世紀の排外運動、現代の「反日デモ」に通底する「中華民族」のナ

ショナリズムの構造を解明し、新たな中国近現代史像を描く。 
日本経済新聞 2015/06/14、産経新聞 2015/06/28 

2015:04. / 369p,10p 
978-4-904213-26-1 
3,600 円〔本体〕+税 

*9784904213261*

 

シフト&ショック～次なる金融危機をいかに防ぐか～ 
マーティン・ウルフ/ 遠藤 真美 著 
早川書房 
2007 年以前から進んでいた世界経済の「シフト」、そして金融危機が各国にもたら

した「ショック」。金融業界は次のバブルを防ぐために何をすべきなのか。『フィナン

シャル・タイムズ』の経済論説主幹が徹底検証する。 
日本経済新聞 2015/06/14、毎日新聞 2015/06/14 

2015:04. / 494p 
978-4-15-209535-0 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784152095350*

 

忘れられた詩人の伝記～父・大木惇夫の軌跡～ 
宮田 毬栄 著 
中央公論新社 
北原白秋に稟質を絶讃された詩集「風・光・木の葉」で鮮烈なデビューを果たしなが

ら、戦争の時代に遭遇し、後半生を狂わされて行った抒情詩人・大木惇夫の悲痛な

生涯を追う評伝。 
日本経済新聞 2015/06/14、毎日新聞 2015/06/28 

2015:04. / 480p 
978-4-12-004704-6 
4,600 円〔本体〕+税 

*9784120047046*

 

法律事務所(小学館文庫)  
ジョン・グリシャム/ 白石 朗 著 
小学館 
日本経済新聞 2015/06/21 

2003:02. / ８５６ｐ 
978-4-09-405402-6 
952 円〔本体〕+税 

*9784094054026*
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華麗なる一族<上巻> 改版(新潮文庫)  
山崎 豊子 著 
新潮社 
日本経済新聞 2015/06/21 

2003:08. / ６５７ｐ 
978-4-10-110412-6 
890 円〔本体〕+税 

*9784101104126*

 

白い巨塔<１>(新潮文庫)  
山崎 豊子 著 
新潮社 
日本経済新聞 2015/06/21 

2002:11. / ４２２ｐ 
978-4-10-110433-1 
670 円〔本体〕+税 

*9784101104331*

 

ザ・フィフティーズ～１９５０年代アメリカの光と影～<第１部>(新潮ＯＨ！文庫)  
デイヴィッド・ハルバースタム/ 金子 宣子 著 
新潮社 
日本経済新聞 2015/06/21 

2002:08. / ５５１ｐ 
978-4-10-290168-7 
981 円〔本体〕+税 

*9784102901687*

 

世界地図の中で考える(新潮選書)  
高坂正尭 著 
新潮社 
日本経済新聞 2015/06/21 

1988:05. / ２７９ｐ 
978-4-10-600112-3 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784106001123*

 

初秋(ハヤカワ・ミステリ文庫 HM 110-6) 
ロバート・B.パーカー/ 菊池 光 著 
早川書房 
日本経済新聞 2015/06/21 

1988:04. / 309p 
978-4-15-075656-7 
800 円〔本体〕+税 

*9784150756567*

 

薔薇の名前<上>  
ウンベルト・エ－コ/ 河島英昭 著 
東京創元社 
日本経済新聞 2015/06/21 

1990:01. / ４１３ｐ 
978-4-488-01351-6 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784488013516*

 

童謡はどこへ消えた～子どもたちの音楽手帖～(平凡社新書 778) 
服部 公一 著 
平凡社 
子どもと歌をめぐって縦横無尽に綴る 
日本経済新聞 2015/06/21 

2015:06. / 245p 
978-4-582-85778-8 
820 円〔本体〕+税 

*9784582857788*
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ベスト＆ブライテスト<上巻> 栄光と興奮に憑かれて(Ｎｉｇｅｎｓｈａ Ｓｉｍｕｌｔａｎｅｏｕｓ 

Ｗｏｒｌｄ Ｉｓｓｕｅｓ)  
デイヴィッド・ハルバースタム/ 浅野 輔 著 
二玄社 
ハルバースタムの名声を確立した傑作の復刊 
日本経済新聞 2015/06/21 

2009:12. / ３３５ｐ 
978-4-544-05306-7 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784544053067*

 

ベスト＆ブライテスト<中巻> ベトナムに沈む星条旗(Ｎｉｇｅｎｓｈａ Ｓｉｍｕｌｔａｎｅｏｕｓ 

Ｗｏｒｌｄ Ｉｓｓｕｅｓ)  
デイヴィッド・ハルバースタム/ 浅野 輔 著 
二玄社 
ハルバースタムの名声を確立した傑作の復刊 
日本経済新聞 2015/06/21 

2009:12. / ３３６ｐ 
978-4-544-05307-4 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784544053074*

 

ベスト＆ブライテスト<下巻> アメリカが目覚めた日(Ｎｉｇｅｎｓｈａ Ｓｉｍｕｌｔａｎｅｏｕｓ 

Ｗｏｒｌｄ Ｉｓｓｕｅｓ)  
デイヴィッド・ハルバースタム/ 浅野 輔 著 
二玄社 
ハルバースタムの名声を確立した傑作の復刊 
日本経済新聞 2015/06/21 

2009:12. / ３４９ｐ 
978-4-544-05308-1 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784544053081*

 

球技の誕生～人はなぜスポーツをするのか～ 
松井 良明 著 
平凡社 
球技を軸に近代スポーツの発祥と発展を解説 
日本経済新聞 2015/06/21 

2015:05. / 335p 
978-4-582-62703-9 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784582627039*

 

世界のなかの日本経済～不確実性を超えて～<7> 拡大する直接投資と日本企

業 
清田 耕造 著 
ＮＴＴ出版 
日本経済が生き残るために、企業はグローバル化しなければならない! 
日本経済新聞 2015/06/21 

2015:05. / 224p 
978-4-7571-2319-9 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784757123199*

 

寺院消滅～失われる「地方」と「宗教」～ 
鵜飼 秀徳 著 
日経ＢＰ社 
全国のお寺が危機に瀕している。地方の寺院ビジネスの現状を徹底ルポし地方創

生のカギを探る。お寺やお墓は本当に不要なのか？ 
日本経済新聞 2015/06/21 

2015:05. / 278p 
978-4-8222-7917-2 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784822279172*

 

三重スパイ～イスラム過激派を監視した男～ 
小倉 孝保 著 
講談社 
モスクに潜入し、テロリストを壊滅せよ！アルジェリアからフランス、そしてイギリスの

MI5 へ―3 ヵ国の諜報機関を渡り歩いた男 
日本経済新聞 2015/06/21 

2015:05. / 334p 
978-4-06-219484-6 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784062194846*
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<未来>のつくり方～シリコンバレーの航海する精神～(講談社現代新書 2315) 
池田 純一 著 
講談社 
なぜ IT のイノベーションはアメリカで起こるのか？グーグルの見据える未来とは？

未来を描き、たぐり寄せる力の源泉を解き明かす 
日本経済新聞 2015/06/21 

2015:05. / 317p 
978-4-06-288315-3 
840 円〔本体〕+税 

*9784062883153*

 

「旅」の誕生～平安-江戸時代の紀行文学を読む～(河出ブックス 083) 
倉本 一宏 著 
河出書房新社 
辛苦の移動から笑いと好奇心の旅へ！古記録研究の第一人者がさまざまな紀行文

学を読み解き浮かび上がらせる、日本人の「旅」の歴史。 
日本経済新聞 2015/06/21 

2015:06. / 230p 
978-4-309-62483-9 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784309624839*

 

柄谷行人論～<他者>のゆくえ～(筑摩選書 0111) 
小林 敏明 著 
筑摩書房 
犀利な文芸批評から始まり、やがて共同体間の「交換」を問うに至った思想家・柄谷

行人。その中心にあるものは何か。彼の思想の全貌をはじめて解き明かす。 
日本経済新聞 2015/06/21 

2015:04. / 302p 
978-4-480-01617-1 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784480016171*

 

フューチャー・デザイン～七世代先を見据えた社会～ 
西條 辰義 著 
勁草書房 
環境問題やエネルギー問題など、将来にも多大な影響を及ぼすような政策や意思

決定をどのように行うべきか。将来世代を考慮に入れ、将来をデザインする画期的

な方法を提唱する。 
日本経済新聞 2015/06/21 

2015:03. / 
14p,274p,19p 
978-4-326-55073-9 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784326550739*

 

こうして魔女は生きることにした。(NOVELiDOL) 
文野 はじめ/ 蜂八 憲/ 山本 すずめ 著 
ディスカヴァー・トゥエンティワン 
真矢月乃は、中学卒業間際の春に塾の同クラスの男子から交際を申し込まれる。

彼、滝鯉太郎は「魔女」と呼ばれる現役作家であり、自身の恋愛小説の題材として

月乃を選んだのだといい…。 
日本経済新聞 2015/06/21 

2015:05. / 379p 
978-4-7993-1681-8 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784799316818*

 

巨龍の苦闘～中国、GDP 世界一位の幻想～(角川新書 K-22) 
津上 俊哉 著 
KADOKAWA 
世界中が信じた「中国の高成長は長く続き、GDP で世界一になる」という幻想によっ

て、経済も安全保障も大きく撹乱されてしまった。幻想に踊らされる状態から早く脱

却するための、実用的な中国経済・社会論。 
日本経済新聞 2015/06/21 

2015:05. / 249p 
978-4-04-102748-6 
800 円〔本体〕+税 

*9784041027486*
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氷河期以後～紀元前二万年からはじまる人類史～<上> 
スティーヴン・ミズン/ 久保 儀明 著 
青土社 
有史以前の世界をあきらかにする考古学者の挑戦。私たちの祖先は、いまにつづく

文化・文明の礎をどのように築いたのか。西アジア、ヨーロッパ、南北アメリカの遺跡

をつぶさに検討しながら、人類史の謎に挑む。 
日本経済新聞 2015/06/21 

2015:04. / 658p 図版
16p 
978-4-7917-6859-2 
4,500 円〔本体〕+税 

*9784791768592*

 

ケインズと株式投資 
西野 武彦 著 
日本経済新聞出版社 
経済学者ケインズが実践した投資法は、今日でも十分通用する。プロの株式投資

家としてのケインズにスポットを当てて、彼が投資や投機に関心を持つようになった

背景から、具体的な投資法、その運用成績まで幅広く解説。 
日本経済新聞 2015/06/21 

2015:05. / 241p 
978-4-532-35647-7 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784532356477*

 

クインシー・ジョーンズ自叙伝  
クインシー・ジョーンズ/ 中山 啓子 著 
河出書房新社 
ジャズ界のみならずアメリカ音楽界 大の巨匠である著者が、その生い立ちから音

楽との出会い、多くのアーティストとの交流等を自ら語る音楽愛好家必読の書。友

人／知人による回想を交え、口絵、ディスコグラフィも収録。 
日本経済新聞 2015/06/21 

2002:12. / ３３５，１５ｐ 
978-4-309-26610-7 
2,900 円〔本体〕+税 

*9784309266107*

 

名編集者パーキンズ<下>(草思社文庫 バ 1-2) 
A.スコット・バーグ/ 鈴木 主税 著 
草思社 
「偉大なるギャツビー」などの名作をつぎつぎと世に送り出し、一時代を築き上げた

名編集長パーキンズ。第二次世界大戦、家庭の不和や悲劇に直面しながらも出版

に情熱のすべてを賭けたパーキンズの仕事と人間像を描き出す。 
日本経済新聞 2015/06/21 

2015:06. / 484p 
978-4-7942-2133-9 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784794221339*

 

氷河期以後～紀元前二万年からはじまる人類史～<下> 
スティーヴン・ミズン/ 久保 儀明 著 
青土社 
有史以前の世界をあきらかにする考古学者の挑戦。狩猟から農耕、そして都市の

形成へ。オーストラリア、中国、インド、アフリカを探検し、わずかに遺された痕跡か

ら、独自の手法で「ヒト」が人になる瞬間を鮮やかにとらえる。 
日本経済新聞 2015/06/21 

2015:04. / 468p,80p 
978-4-7917-6860-8 
4,500 円〔本体〕+税 

*9784791768608*

 

名編集者パーキンズ<上>(草思社文庫 バ 1-1) 
A.スコット・バーグ/ 鈴木 主税 著 
草思社 
ヘミングウェイなどアメリカの文学史に名を残すことになる若き作家たちを発掘し、そ

の才能を引き出した伝説の編集者パーキンズの評伝。熱意溢れる仕事ぶりを支え

たのは「この世に書物ほど大切なものはない」という信念だった。 
日本経済新聞 2015/06/21 

2015:06. / 499p 
978-4-7942-2132-2 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784794221322*
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昭和残影～父のこと～ 
目黒 考二 著 
KADOKAWA 
書評家として活躍する著者が、ふとしたことで知った父の意外な過去…。活字や俳

句を愛し、自分の信念を貫き、運動家として活動した亀治郎。その足跡を辿りなが

ら、激動の時代と家族の姿を描きあげる、傑作評伝。 
日本経済新聞 2015/06/21、東京・中日新聞 2015/06/28 

2015:05. / 303p 
978-4-04-103034-9 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784041030349*

 

私とは何か(岩波新書 新赤版)  
上田 閑照 著 
岩波書店 
日本経済新聞 2015/06/28 

2000:04. / １９９ｐ 
978-4-00-430664-1 
700 円〔本体〕+税 

*9784004306641*

 

ホンネの五行歌～だから女はやめられナイ!～(オレンジ世代新書) 
草壁 ?太 編 
明治書院 
女ごころが凝縮！笑いあり涙あり感動あり！ 
日本経済新聞 2015/06/28 

2015:04. / 174p 
978-4-625-68491-3 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784625684913*

 

三つの新体制～ファシズム,ナチズム,ニューディール～ 
W.シヴェルブシュ 著 
名古屋大学出版会 
ファシズム対民主主義をこえて。待望の邦訳 
日本経済新聞 2015/06/28 

2015:04. / 4p,187p,47p
978-4-8158-0806-8 
4,500 円〔本体〕+税 

*9784815808068*

 

サイバーセキュリティと国際政治 
土屋 大洋 著 
千倉書房 
市民社会の自由は国際安全保障の下に制限されるべきなのか 
日本経済新聞 2015/06/28 

2015:04. / 21p,264p 
978-4-8051-1056-0 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784805110560*

 

スタジオの音が聴こえる～名盤を生んだスタジオ、コンソール&エンジニア～ 
高橋 健太郎 著 
DU BOOKS 
プロエンジニアでもある音楽評論家、高橋健太郎が、名盤のサウンドの秘密を解

説。 
日本経済新聞 2015/06/28 

2015:06. / 236p 
978-4-907583-51-4 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784907583514*

 

恋と夏(ウィリアム・トレヴァー・コレクション) 
ウィリアム・トレヴァー/ 谷垣 暁美 著 
国書刊行会 
孤児の娘エリーは、ある夏、一人の青年と出会い、恋に落ちる――名匠トレヴァー

による極上のラブ・ストーリー、 新長篇作登場。 
日本経済新聞 2015/06/28 

2015:05. / 294p 
978-4-336-05915-4 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784336059154*
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農業経営～新時代を切り開くビジネスデザイン～ 
上原 征彦/ 折笠 俊輔 著 
丸善出版 
地域の食文化をベースとしたブランドを、いかに構築することが重要かを提示し、地

域を活性化させるブランド戦略とは何かについて詳説。 
日本経済新聞 2015/06/28 

2015:04. / 10p,170p 
978-4-621-08919-4 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784621089194*

 

火花 
又吉 直樹 著 
文藝春秋 
奇想の天才である一方で人間味溢れる神谷、彼を師と慕う後輩徳永。芸人の 2 人

が運命のように出会ってから劇は始まった-。笑いとは何か、人間が生きるとは何な

のか。『文學界』掲載を書籍化。 
日本経済新聞 2015/06/28 

2015:03. / 148p 
978-4-16-390230-2 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784163902302*

 

歌丸極上人生(祥伝社黄金文庫 G か 24-1) 
桂 歌丸 著 
祥伝社 
放送五十年を迎える「笑点」。初回からの唯一のレギュラーであり、五代目司会者の

桂歌丸が、これまでの人生、自身の落語、そして大喜利メンバーや先代圓楽師匠、

立川談志師匠との交流を明かす。 
日本経済新聞 2015/06/28 

2015:06. / 305p 
978-4-396-31668-6 
640 円〔本体〕+税 

*9784396316686*

 

禁忌～taboo～ 
浜田 文人 著 
幻冬舎 
元刑事でいまは人材派遣会社 SLN の調査員として働く星村真一。彼はある日、社

長から交渉役を頼まれる。銀座のクラブへ派遣した女性が自殺し、クラブ側から損

害賠償を要求されているというが…。 
日本経済新聞 2015/06/28 

2015:04. / 333p 
978-4-344-02756-5 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784344027565*

 

経済学のセンスを磨く(日経プレミアシリーズ 274) 
大竹 文雄 著 
日本経済新聞出版社 
軽減税率導入は逆効果、レタスの価格が原価割れすると出荷しないという農家の選

択は間違い…。常識に反しているような話を“経済学の考え方”を交えながら読み解

く。経済学のセンスが身につく一冊。 
日本経済新聞 2015/06/28 

2015:05. / 216p 
978-4-532-26274-7 
890 円〔本体〕+税 

*9784532262747*

 

デービッド・アトキンソン新・観光立国論～イギリス人アナリストが提言する 21 世紀

の「所得倍増計画」～ 
デービッド・アトキンソン 著 
東洋経済新報社 
長年アナリストとして活動をしてきたイギリス人の著者が、日本の人口減を吸収して、

かつ GDP の絶対額を増やしていくための施策として「観光立国」が有効だと主張。

さまざまな数字に基づいて説明する。 
日本経済新聞 2015/06/28 

2015:06. / 275p 
978-4-492-50275-4 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784492502754*
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経済データと政策決定～速報値と確定値の間の不確実性を読み解く～ 
小巻 泰之 著 
日本経済新聞出版社 
日々扱う経済データの速報はいずれ改定される。状況に応じてデータの不確実性

をどう見抜き、妥当な判断をどう行うべきか。1990 年代以降の経済政策の分析を通

じて、数値データの解釈と読み方を検証する。 
日本経済新聞 2015/06/28 

2015:05. / 20p,314p 
978-4-532-13461-7 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784532134617*

 

原爆供養塔～忘れられた遺骨の 70 年～ 
堀川 惠子 著 
文藝春秋 
広島の平和記念公園にある原爆供養塔には、7 万人もの被爆者の遺骨がひっそり

とまつられている。氏名や住所がわかっていながら、なぜ無縁仏とされたのか。引き

取り手なき遺骨の謎をたどる本格ノンフィクション。 
日本経済新聞 2015/06/28 

2015:05. / 359p 
978-4-16-390269-2 
1,750 円〔本体〕+税 

*9784163902692*

 

悪の製薬～製薬業界と新薬開発がわたしたちにしていること～ 
ベン・ゴールドエイカー/ 忠平 美幸/ 増子 久美 著 
青土社 
規制機関と業界の癒着、治験結果の改ざんと隠ぺい、研究論文の代筆とねつ造、

臨床試験のアウトソーシング化、巧妙なマーケティング戦略…。製薬業界の闇と医

療の裏切りの実態に、気鋭のジャーナリストが切り込む。 
日本経済新聞 2015/06/28 

2015:05. / 507p,7p 
978-4-7917-6864-6 
3,400 円〔本体〕+税 

*9784791768646*

 

地域に希望あり～まち・人・仕事を創る～(岩波新書 新赤版 1547) 
大江 正章 著 
岩波書店 
「地方創生」の掛け声より早く、魅力ある地域を創ってきた取り組みがある。山村の

可能性、復活した商店街、協働の場を拓く地元の人材…。地元愛と環境共生型の

ビジネスマインド、そして「豊かさ」の新しいモデルの現在をルポ。 
日本経済新聞 2015/06/28 

2015:05. / 8p,244p 
978-4-00-431547-6 
800 円〔本体〕+税 

*9784004315476*

 

ジハーディストのベールをかぶった私 
アンナ・エレル 著 
日経ＢＰ社 
若者たちはなぜ「イスラム国」を目指すのか? その答えを見つけるため、「イスラム

国」の大物幹部とネット上で接触した著者は、求婚され、シリア国境に向かうが…。

フランス人女性ジャーナリストによる戦慄のルポルタージュ。 
日本経済新聞 2015/06/28 

2015:05. / 334p 
978-4-8222-5091-1 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784822250911*

 

どくとるマンボウ青春記(新潮文庫)  
北 杜夫 著 
新潮社 
毎日新聞 2015/06/07 

2000:09. / ３２６ｐ 
978-4-10-113152-8 
550 円〔本体〕+税 

*9784101131528*
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光の雨(新潮文庫)  
立松 和平 著 
新潮社 
毎日新聞 2015/06/07 

2001:08. / ６１５ｐ 
978-4-10-134202-3 
781 円〔本体〕+税 

*9784101342023*

 

ロシアについて～北方の原形～(文春文庫)  
司馬 遼太郎 著 
文芸春秋 
毎日新聞 2015/06/07 

1989:06. / ２５９ｐ 
978-4-16-710558-7 
520 円〔本体〕+税 

*9784167105587*

 

文芸ラジオ<１>(［テキスト］) 
日販アイ・ピー・エス 
毎日新聞 2015/06/07 

2015:05. /  
978-4-86505-023-3 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784865050233*

 

ゾンビ・アパート 
飯野 文彦 著, 飯野 文彦/ 日下 三蔵 編 
河出書房新社 
ねえ、四号室の山本さんって、何者なの――いつかあなたは「それ」に出会う。モダ

ン・ホラーの鬼才が描く、9 つの恐怖！ 
毎日新聞 2015/06/07 

2015:05. / 315p 
978-4-309-02380-9 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784309023809*

 

石牟礼道子全句集～泣きなが原～ 
石牟礼 道子 著 
藤原書店 
祈るべき天とおもえど天の病む さくらさくらわが不知火はひかり凪 詩人であり、作

家である石牟礼道子が、この半世紀に創作した全俳句を収録する。 
毎日新聞 2015/06/07 

2015:05. / 252p 
978-4-86578-026-0 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784865780260*

 

シベリア抑留～日本人はどんな目に遭ったのか～(新潮選書) 
長勢 了治 著 
新潮社 
抑留者 70 万人、死亡者 10 万人。シベリア抑留とは何だったのか-。飢餓・重労働・

酷寒の“シベリア三重苦”、ソ連の暴虐、そして冷戦の東西対立の中で「人質」となっ

た歴史の真相を徹底検証する。 
毎日新聞 2015/06/07 

2015:05. / 438p 
978-4-10-603767-2 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784106037672*

 

やちまた<上>(中公文庫 あ 17-2)  
足立 巻一 著 
中央公論新社 
本居宣長の長男に生まれ、30 代半ばで失明した本居春庭。文法学者として日本語

の動詞活用を研究、「詞の八衢」を著し国語学史上に不滅の業績を残した春庭の

生涯に魅せられた著者が紡ぐ、評伝文学。 
毎日新聞 2015/06/07 

2015:03. / 509p 
978-4-12-206097-5 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784122060975*
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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。 
毎日新聞 2015/06/07 

2015:01. / 427p 
978-4-86488-063-3 
4,300 円〔本体〕+税 

*9784864880633*

 

完本天の蛇～ニコライ・ネフスキーの生涯～ 
加藤 九祚 著 
河出書房新社 
日本民俗・言語・文化研究に大きな業績を残し、西夏語研究などに前人未踏の境

地を拓きながら、「粛清」の犠牲となったニコライ・ネフスキー。永年調査・研究をもと

に、悲劇の天才の学問と生涯を描き出す。 
毎日新聞 2015/06/07 

2011:04. / 367p 
978-4-309-22543-2 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784309225432*

 

北方から来た交易民～絹と毛皮とサンタン人～(ＮＨＫブックス)  
佐々木 史郎 著 
ＮＨＫ出版 
１８?１９世紀。ロシア、中国、北海道へと続くファーロードで絹と毛皮の交易にあたっ

たサンタン人ら先住民族。彼らは大国に搾取されるどころか、文明人の二大商品へ

の欲望を逆手にとり、したたかに生きた。 
毎日新聞 2015/06/07 

1996:06. / ２８０ｐ 
978-4-14-001772-2 
1,068 円〔本体〕+税 

*9784140017722*

 

霊性の哲学(角川選書 555) 
若松 英輔 著 
KADOKAWA 
生きることを根源から支える霊性とは。仏教者・鈴木大拙。詩人哲学者・井筒俊彦。

民藝の発見者・柳宗悦……。生と死の意味を真正面から問うた哲人たちの言葉を

たどり、近代日本を貫く霊性の探究を鮮やかに描きだす。 
毎日新聞 2015/06/07 

2015:03. / 255p 
978-4-04-703555-3 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784047035553*

 

やちまた<下>(中公文庫 あ 17-3)  
足立 巻一 著 
中央公論新社 
本居春庭とその著作の探究を志して 40 年。師友との出会いと別れ、春庭をめぐる

新資料の発掘…。戦前から戦後にいたるなかで浮かび上がる盲目の語学者の人物

像とは? 春庭の生涯と著者の魂の彷徨が織りなす評伝文学。 
毎日新聞 2015/06/07 

2015:03. / 524p 
978-4-12-206098-2 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784122060982*

 

書棚から歌を 
田中 綾 著 
深夜叢書社 
川端康成「美しい日本の私」、町田康「人間小唄」、村上一郎「歌のこころ」など、戦

後 70 年の今だからこそ読みたい、短歌に関わる本 153 冊を紹介したブックガイド。

『北海道新聞』日曜文芸欄の連載コラムを書籍化。 
毎日新聞 2015/06/07 

2015:06. / 327p,6p 
978-4-88032-422-7 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784880324227*
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毛の力～ロシア・ファーロードをゆく～ 
山口 ミルコ 著 
小学館 
極寒のシベリア、先住民族・ウデヘの住む村と「毛皮のために命を狙われた獣」クロ

テンを追う中で、「人間と自然」「人間と動物」の関係に思いを巡らせ…。ガン闘病

後、「再生の旅」に出た著者が、ロシアでの日々を綴る。 
毎日新聞 2015/06/07 

2014:12. / 171p 
978-4-09-379866-2 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784093798662*

 

春や春 
森谷 明子 著 
光文社 
須崎茜は俳句好きの女子高生。俳句の趣味を理解してくれる初めての友人ができ

たことをきっかけに、「俳句甲子園」を目指し、俳句同好会設立を決意する。出場に

必要な人数は 5 人だが…。『小説宝石』掲載をもとに書籍化。 
毎日新聞 2015/06/07 

2015:05. / 345p 
978-4-334-91025-9 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784334910259*

 

未来世代の権利～地球倫理の先覚者、J-Y・クストー～ 
服部 英二 著 
藤原書店 
海の驚異を映像を通じて人類に伝えたクストー。「生物多様性」と同様、「文化の多

様性」が人類に不可欠と看破したクストーが訴え続けた「未来世代の権利」とは何

か。世界的海洋学者・映像作家クストーの全体像を紹介する。 
毎日新聞 2015/06/07 

2015:04. / 360p 
978-4-86578-024-6 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784865780246*

 

希望の資本論～私たちは資本主義の限界にどう向き合うか～ 
池上 彰/ 佐藤 優 著 
朝日新聞出版 
行き詰まりを見せる資本主義。先の見通しが持てない不安な時代をどう生きるか。マ

ルクスの「資本論」を、資本主義を相対化し、過酷な現代社会を生き延びるための

実践の書として読み解く。『AERA』掲載をもとに単行本化。 
毎日新聞 2015/06/07 

2015:03. / 173p 
978-4-02-331394-1 
1,100 円〔本体〕+税 

*9784023313941*

 

ニューヨークで考え中 
近藤 聡乃 著 
亜紀書房 
2008 年の秋に単身ニューヨークへ。パワフルな大都会にもまれつつも、少しずつ自

分の居場所を築いていった日々のあれこれを綴るコミックエッセイ。前日譚を描いた

リーフレット付き。『マトグロッソ』等掲載に加筆・修正。 
毎日新聞 2015/06/07 

2015:04. / 160p 
978-4-7505-1429-1 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784750514291*

 

夢の夜から口笛の朝まで 
丸山 健二 著 
左右社 
父と子の葛藤、兄妹の運命。過去に幸福の記憶はなく、未来に希望を見つけられ

ない人たち。風雨と孤立にさらされ続けた、「渡らず橋」と呼ばれる一本の古い吊り

橋を舞台に、圧倒的な文体で人生の救済を描く、渾身の書き下ろし。 
毎日新聞 2015/06/07 

2015:04. / 418p 
978-4-86528-114-9 
3,600 円〔本体〕+税 

*9784865281149*
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流 
東山 彰良 著 
講談社 
青春は、謎と輝きに満ちている―。台湾生まれ、日本育ち。超弩級の才能が放つ書

き下ろし長編。友情と恋、流浪と決断の圧倒的物語。 
毎日新聞 2015/06/07、産経新聞 2015/06/28 

2015:05. / 403p 
978-4-06-219485-3 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784062194853*

 

日本海ものがたり～世界地図からの旅～ 
中野 美代子 著 
岩波書店 
日本海がはらむ、豊かな他者の物語=歴史へ。「西遊記」「ガリヴァー旅行記」、ラペ

ルーズの大航海…。多彩な資料から浮かび上がる、身近な海の新たな姿。思考を

広やかな地平へと誘う、トポグラフィック・エッセイ。 
毎日新聞 2015/06/07、朝日新聞 2015/06/14 

2015:04. / 7p,187p 
978-4-00-061040-7 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784000610407*

 

フイチンさん 上 復刻愛蔵版(ビッグコミックススペシャル) 
上田 としこ 著 
小学館 
毎日新聞 2015/06/14 

2015:05. / 488p 
978-4-09-187120-6 
2,222 円〔本体〕+税 

*9784091871206*

 

ブンナよ、木からおりてこい 改版(新潮文庫)  
水上 勉 著 
新潮社 
毎日新聞 2015/06/14 

1988:01. / ２２９ｐ 
978-4-10-114114-5 
490 円〔本体〕+税 

*9784101141145*

 

飢餓海峡<上> 改版(新潮文庫 み-7-24) 
水上 勉 著 
新潮社 
毎日新聞 2015/06/14 

2011:11. / 511p 
978-4-10-114124-4 
710 円〔本体〕+税 

*9784101141244*

 

飢餓海峡<下> 改版(新潮文庫 み-7-25) 
水上 勉 著 
新潮社 
毎日新聞 2015/06/14 

2011:11. / 498p 
978-4-10-114125-1 
710 円〔本体〕+税 

*9784101141251*

 

結婚のアマチュア(文春文庫)  
アン・タイラー/ 中野 恵津子 著 
文芸春秋 
毎日新聞 2015/06/14 

2005:05. / ４８１ｐ 
978-4-16-766198-4 
857 円〔本体〕+税 

*9784167661984*
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近世仏教の制度と情報(日本大学法学部叢書 第 39 巻) 
朴澤 直秀 著 
吉川弘文館 
江戸幕府の宗教統制の通説を再検討する 
毎日新聞 2015/06/14 

2015:05. / 
12p,383p,10p 
978-4-642-03470-8 
11,000 円〔本体〕+税 

*9784642034708*

 

近世の仏教～華ひらく思想と文化～(歴史文化ライブラリー)  
末木 文美士 著 
吉川弘文館 
近世はほんとうに儒教の時代だったのか？ 
毎日新聞 2015/06/14 

2010:06. / ２１９ｐ 
978-4-642-05700-4 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784642057004*

 

愛はなぜ終わるのか～結婚・不倫・離婚の自然史～  
ヘレン・Ｅ・フィッシャー/ 吉田 利子 著 
草思社 
生物学的にみれば不倫や離婚・再婚をくり返すことも自然だと，著名な人類学者が

説く衝撃の書。 
毎日新聞 2015/06/14 

1993:05. / ３０９ｐ 
978-4-7942-0508-7 
1,845 円〔本体〕+税 

*9784794205087*

 

ニッポン・アートの躍動 
高階 秀爾 著 
講談社 
混沌のなかで多様な展開をみせ続ける日本の現代アート。その魅力を、迫力の画

面と著者の繊細かつ感性にあふれた鑑賞で味わい尽くす！ 
毎日新聞 2015/06/14 

2015:04. / 165p 
978-4-06-219460-0 
2,700 円〔本体〕+税 

*9784062194600*

 

軍人皇帝のローマ～変貌する元老院と帝国の衰亡～(講談社選書メチエ 599) 
井上 文則 著 
講談社 
教養ある富裕層＝元老院からバルカン半島出身の軍人皇帝へ。三世紀の支配者

層の激変を描き、ローマ帝国と文明衰亡の原因を探る一冊。 
毎日新聞 2015/06/14 

2015:05. / 222p 
978-4-06-258602-3 
1,550 円〔本体〕+税 

*9784062586023*

 

お客様満足を求めて 
福地 茂雄 著 
毎日新聞出版 
全ては「お客様満足」の経営理念のもとに…。アサヒビール、NHK、新国立劇場、東

京芸術劇場のトップを歴任した、日本を代表する専門的経営者が経営哲学の真髄

を語る。 
毎日新聞 2015/06/14 

2015:03. / 204p 
978-4-620-32302-2 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784620323022*

 

憲法改正問題資料（全 2 巻） 
渡辺 治 著, 渡辺 治 編 
旬報社 
【戦後 70 年特別企画】私たちは「日本の平和」をどう守り、世界の平和に貢献する

のか。『憲法九条』と『安全保障』を焦点に、戦後 70 年にわたる改正論議の全体像

と変遷がつかめる！ 
毎日新聞 2015/06/14 

2015:04. / 1740p 
978-4-8451-1371-2 
18,000 円〔本体〕+税 

*9784845113712*
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結婚 
橋本 治 著 
集英社 
28 歳の倫子は結婚を意識し始めていた。卵子老化の話題も気になっている。兄が

結婚し、会社の同僚の花蓮が結婚するなか、結婚に結びつかない関係しかなかっ

た倫子はついに具体的に動くことを決意する。 
毎日新聞 2015/06/14 

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

*9784087715668*

 

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

した孤独な怨念の凝集を見詰める「雁の寺」と、はかない愛の姿を越前の竹林を背

景に描く「越前竹人形」。水上勉の代表的名作 2 編を収める。 
毎日新聞 2015/06/14 

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

*9784101141039*

 

鉄道遺構再発見(LIXIL BOOKLET) 
ＬＩＸＩＬ出版 
橋梁、隧道、線路…。廃線後の鉄道構造物は、私たちに何を語りかけるだろう。北

海道・士幌線、栃木県・足尾線、兵庫県・羽淵鋳鉄橋など、日本の鉄道遺構を紹介

する。LIXIL ギャラリーにおける同名企画展と併せて刊行。 
毎日新聞 2015/06/14 

2015:06. / 75p 
978-4-86480-511-7 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784864805117*

 

人間のしわざ 
青来 有一 著 
集英社 
戦場カメラマンの男が、女との逢瀬先で語りだしたのは、長崎の町で掘り出された喉

仏の骨、黒こげの殉教者の慟哭、そして 30 年前の、爆心地での教皇の祈りだった

…。殺戮と紛争の世紀を問う衝撃作。『すばる』掲載を加筆修正。 
毎日新聞 2015/06/14 

2015:04. / 182p 
978-4-08-771601-6 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784087716016*

 

ルポ保育崩壊(岩波新書 新赤版 1542) 
小林 美希 著 
岩波書店 
時間内に食べ終えるのが至上命題の食事風景。バーンアウトする保育士たち。ひ

たすら利益追求に汲々とする企業立保育所の経営陣…。知られざる厳しい現状を

余すところなく描き出し、「保育の質」の低下に警鐘を鳴らす。 
毎日新聞 2015/06/14 

2015:04. / 11p,239p 
978-4-00-431542-1 
800 円〔本体〕+税 

*9784004315421*

 

女たち三百人の裏切りの書 
古川 日出男 著 
新潮社 
怨霊として甦った紫式部が「本もの」の宇治十帖を語りだす。海賊たち、武士たち、

孤島の異族たちが集結して結晶する、瞠目の古川日出男版源氏物語。『新潮』掲

載を書籍化。 
毎日新聞 2015/06/14、朝日新聞 2015/06/28 

2015:04. / 499p 
978-4-10-306076-5 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784103060765*
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世論調査とは何だろうか(岩波新書 新赤版 1546) 
岩本 裕 著 
岩波書店 
どれが本当の数字なのか? どの数字が信頼できるのか? そんな疑問に答えなが

ら、世論調査の仕組みと働きを紹介。国民の意思や意見のありかを伝え、権力を監

視する強力な手段としての重要性を説く。 
毎日新聞 2015/06/14、日本経済新聞 2015/06/28 

2015:05. / 10p,234p 
978-4-00-431546-9 
800 円〔本体〕+税 

*9784004315469*

 

カンタベリー物語～完訳～<上> 改版(岩波文庫)  
チョーサー/ 桝井 迪夫 著 
岩波書店 
毎日新聞 2015/06/21 

1995:01. / ３５０ｐ 
978-4-00-322031-3 
840 円〔本体〕+税 

*9784003220313*

 

カンタベリー物語～完訳～<中>(岩波文庫)  
チョーサー/ 桝井 迪夫 著 
岩波書店 
毎日新聞 2015/06/21 

1995:01. / ４７２ｐ 
978-4-00-322032-0 
960 円〔本体〕+税 

*9784003220320*

 

カンタベリー物語～完訳～<下>(岩波文庫)  
チョーサー/ 桝井 迪夫 著 
岩波書店 
毎日新聞 2015/06/21 

1995:01. / ３２６ｐ 
978-4-00-322033-7 
780 円〔本体〕+税 

*9784003220337*

 

カンタベリー物語(角川文庫)  
チョーサー/ 金子 健二 著 
角川書店 
毎日新聞 2015/06/21 

1979:01. / ２０３ｐ 
978-4-04-234701-9 
420 円〔本体〕+税 

*9784042347019*

 

入沢康夫詩集<続>(現代詩文庫)  
入沢 康夫 著 
思潮社 
毎日新聞 2015/06/21 

2005:01. / １６０ｐ 
978-4-7837-0952-7 
1,165 円〔本体〕+税 

*9784783709527*

 

アメリカ大陸のナチ文学(ボラーニョ・コレクション) 
ロベルト・ボラーニョ/ 野谷 文昭 著 
白水社 
おぞましくも切なく滑稽な「架空の文学事典」 
毎日新聞 2015/06/21 

2015:06. / 272p 
978-4-560-09265-1 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784560092651*
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本当は憲法より大切な「日米地位協定入門」(「戦後再発見」双書 2) 
前泊 博盛 著 
創元社 
戦後日本 大のタブーである日米地位協定に迫る 
毎日新聞 2015/06/21 

2013:03. / 397p,16p(図
版) 
978-4-422-30052-8 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784422300528*

 

臨床医が語る認知症と生きるということ 
岩田 誠 著 
日本評論社 
根治が極めてむずかしい認知症。なりにくい生き方、なった人が心緩やかに過ごせ

るヒント・方法を明快にアドバイス。 
毎日新聞 2015/06/21 

2015:02. / 10p,142p 
978-4-535-98423-3 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784535984233*

 

国防政策が生んだ沖縄基地マフィア 
平井 康嗣/ 野中 大樹 著 
七つ森書館 
なせ安倍首相は新基地建設を進めようとするのか。その裏で蠢く「基地マフィア」の

実態を、『週刊金曜日』編集長と若き記者が暴く。 
毎日新聞 2015/06/21 

2015:05. / 253p 
978-4-8228-1533-2 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784822815332*

 

GO～チップ・キッドのグラフィックデザイン・ガイド～ 
チップ・キッド/ 中村 有以 著 
ＣＣＣメディアハウス 
形から色、タイポグラフィまで。世界で も有名なブックデザイナー、チップ・キッド

が、デザインの基本すべてを、子どもにもわかるくらい簡潔に説明する。 
毎日新聞 2015/06/21 

2015:06. / 159p 
978-4-484-15115-1 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784484151151*

 

モンローが死んだ日 
小池 真理子 著 
毎日新聞出版 
なぜ生きるのか? なぜ愛するのか? 孤独の中を生きてきた男女が辿りついた場所と

は…。現代人の心の襞の奥底に踏む込む、濃密な心理サスペンス。『サンデー毎

日』掲載を単行本化。 
毎日新聞 2015/06/21 

2015:06. / 500p 
978-4-620-10815-5 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784620108155*

 

天風～西宮舞句集～(角川 21 世紀俳句叢書) 
西宮 舞 著 
KADOKAWA 
鷹羽狩行主宰の「狩」の実力派による第 4 句集。2007 年から 2013 年までの作品の

中から、354 句を収録。変わりつつある日本の自然に深い思いを込める。美しい描

写が光る作品集。 
毎日新聞 2015/06/21 

2015:05. / 195p 
978-4-04-652235-1 
2,700 円〔本体〕+税 

*9784046522351*

 

不健康は悪なのか～健康をモラル化する世界～ 
細澤 仁/ 大塚 紳一郎/ 増尾 徳行/ 宮畑 麻衣 著, アンナ・カークランド 編 
みすず書房 
今日、新たな規範やイデオロギーによって「健康」という言葉が示すものは変容しつ

つある。「健康」という概念に含まれるさまざまな想定を批判的に検討し、「健康」の

あるべき姿を思索する。 
毎日新聞 2015/06/21 

2015:04. / 250p,34p 
978-4-622-07894-4 
5,000 円〔本体〕+税 

*9784622078944*
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新川和江詩集<続続>(現代詩文庫 210) 
新川 和江 著 
思潮社 
「ひきわり麦抄」「はね橋」「潮の庭から」「ブック・エンド」…。80 年代から現在までの

代表作を網羅。女性詩人たちを牽引し続けてきた新川和江の現在を伝える詩集。

インタビューも収録。 
毎日新聞 2015/06/21 

2015:04. / 158p 
978-4-7837-0988-6 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784783709886*

 

止まり木ブルース<2014> 
塩崎 利雄 著 
UMAJIN 
シンザン記念、京成杯、アメリカ JCC…。馬券無頼の遊び人・健坊をはじめ、健坊の

筆頭舎弟のサブ、競馬のデータに詳しい赤シャツら、「馬キチ」たちの大勝負に挑

む生き様を描く馬券小説。 
毎日新聞 2015/06/21 

2015:06. / 271p 
978-4-907284-02-2 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784907284022*

 

改憲と国防～混迷する安全保障のゆくえ～ 
柳澤 協二/ 半田 滋/ 屋良 朝博 著 
旬報社 
安倍政権がめざす憲法改正、集団的自衛権、国防軍、日米同盟強化…。憲法を変

えなければ国は守れないのか? 現場を知りつくした元官僚とジャーナリストが、しら

れざる日本防衛の実態を明かす。 
毎日新聞 2015/06/21 

2013:07. / 185p 
978-4-8451-1321-7 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784845113217*

 

日本復帰と反復帰～戦後沖縄ナショナリズムの展開～(早稲田大学学術叢書 43) 
小松 寛 著 
早稲田大学出版部 
戦後沖縄の帰属論争を「日本復帰」と「反復帰」との対立構造と捉え、その対立の構

造を分析。それぞれの主張を詳らかにし、検討することをもって、国家と民族との関

係性について、ひとつの考察を加える。 
毎日新聞 2015/06/21 

2015:05. / 6p,338p 
978-4-657-15707-2 
6,900 円〔本体〕+税 

*9784657157072*

 

共に歩む～横山白虹・房子俳句鑑賞～ 
寺井 谷子 著 
飯塚書店 
新興俳句九州の旗手と言われた横山白虹により昭和 12 年に創刊され、戦時に休

刊を経た俳誌『自鳴鐘』の復刊 800 号を記念した書。『自鳴鐘』連載の「白虹・房子

十二カ月」「房子春秋」などをまとめる。 
毎日新聞 2015/06/21 

2015:05. / 149p 
978-4-7522-2075-6 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784752220756*

 

孔子と魯迅～中国の偉大な「教育者」～(筑摩選書 0114) 
片山 智行 著 
筑摩書房 
古代の混沌を生きた思想家・孔子と、近代の矛盾に立ち向かった魯迅。中国史の

素養を背景に、彼らの活動に共通する「教育」という側面に着目し、国家と社会の

「教育」に生涯を掛けたその思想と行動を浮き彫りにする。 
毎日新聞 2015/06/21 

2015:06. / 414p 
978-4-480-01620-1 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784480016201*
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文学の淵を渡る 
大江 健三郎/ 古井 由吉 著 
新潮社 
?外から中上健次まで百年にわたる日本の短篇、ギリシア悲劇、ムージルら世界の

近現代文学…。半世紀を超えて、小説の 前線を走り続けてきた大江健三郎と古

井由吉が語る、文学の過去・現在・未来。スリリングな対談集。 
毎日新聞 2015/06/21 

2015:04. / 237p 
978-4-10-303620-3 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784103036203*

 

従属国家論～日米戦後史の欺瞞～(PHP 新書 988) 
佐伯 啓思 著 
ＰＨＰ研究所 
戦後 70 年、日本人は 2 つの大きなディレンマを抱え続けてきた。戦後日本を読み

解くために「日米の非対称的な二重構造」という補助線をひき、戦後日本を規定す

る構造を鮮やかに描き出す。我々が進むべき方向を指し示す戦後論。 
毎日新聞 2015/06/21 

2015:05. / 253p 
978-4-569-82539-7 
780 円〔本体〕+税 

*9784569825397*

 

旅する八百屋 
青果ミコト屋 著 
ＫＴＣ中央出版 
自然栽培の野菜を中心に販売する青果ミコト屋の初エッセイ。八百屋をはじめたき

っかけ、農家めぐりの旅や料理家との対談を収載。心地よく自然とともに生きるきっ

かけを野菜を通じて届けたいという熱い思いの詰まった一冊です。 
毎日新聞 2015/06/21 

2015:05. / 175p 
978-4-87758-736-9 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784877587369*

 

海霧<上>(講談社文庫)  
原田 康子 著 
講談社 
毎日新聞 2015/06/28 

2005:10. / ４４３ｐ 
978-4-06-275215-2 
667 円〔本体〕+税 

*9784062752152*

 

海霧<中>(講談社文庫)  
原田 康子 著 
講談社 
毎日新聞 2015/06/28 

2005:10. / ４４２ｐ 
978-4-06-275216-9 
667 円〔本体〕+税 

*9784062752169*

 

海霧<下>(講談社文庫)  
原田 康子 著 
講談社 
毎日新聞 2015/06/28 

2005:10. / ４４１ｐ 
978-4-06-275230-5 
667 円〔本体〕+税 

*9784062752305*

 

永遠の０(講談社文庫)  
百田 尚樹 著 
講談社 
毎日新聞 2015/06/28 

2009:07. / ５８９ｐ 
978-4-06-276413-1 
876 円〔本体〕+税 

*9784062764131*
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夜の辛夷(小学館文庫)  
山本 周五郎/ 竹添 敦子 著 
小学館 
毎日新聞 2015/06/28 

2010:10. / ３７２ｐ 
978-4-09-408555-6 
657 円〔本体〕+税 

*9784094085556*

 

集金旅行 改版(新潮文庫)  
井伏鱒二 著 
新潮社 
毎日新聞 2015/06/28 

1982:06. / ２０４ｐ 
978-4-10-103404-1 
362 円〔本体〕+税 

*9784101034041*

 

陸前高田～2011-2014～ 
畠山 直哉 著 
河出書房新社 
震災による津波で母を失った写真家が、震災直後から撮り続けてきた故郷・陸前高

田の写真を集大成。カラー71 点とエッセイを収録。 
毎日新聞 2015/06/28 

2015:05. / 155p 
978-4-309-27595-6 
3,900 円〔本体〕+税 

*9784309275956*

 

できたての地球～生命誕生の条件～(岩波科学ライブラリー 238) 
廣瀬 敬 著 
岩波書店 
地球の水はどこから来たのか。水も炭素もなかった「できたての地球」になぜ生命は

生まれたのか。地球惑星科学から生物学まで、統合的にアプローチする。 
毎日新聞 2015/06/28 

2015:05. / 9p,116p 
978-4-00-029638-0 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784000296380*

 

無意味の祝祭 
ミラン・クンデラ/ 西永 良成 著 
河出書房新社 
ねえ、きみ、無意味とは人生の本質なんだよ-。冗談の黄昏の時代を嘆く登場人物

たちを中心に、20?21 世紀の歴史、政治、社会風俗を徹頭徹尾、不真面目に笑い

のめした小説。 
毎日新聞 2015/06/28 

2015:03. / 139p 
978-4-309-20672-1 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784309206721*

 

葬送の仕事師たち 
井上 理津子 著 
新潮社 
尊厳をもって「送る」とは? 葬儀社社員、納棺師、エンバーマー、火葬場職員…。自

らを語ることがあまりなかった職種を通し、死を見つめる。『新潮 45』等掲載をもとに

書籍化。 
毎日新聞 2015/06/28 

2015:04. / 253p 
978-4-10-339191-3 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784103391913*

 

皇太子の窓(文春学藝ライブラリー) 
E.G.ヴァイニング/ 小泉 一郎 著 
文藝春秋 
戦後まもなく、当時の皇太子(現在の天皇)の英語家庭教師となったヴァイニング夫

人が、ともに過ごした日々を綴った回想録。敗戦後の日本の姿が皇室の日常ととも

に描き出された書。 
毎日新聞 2015/06/28 

2015:04. / 493p 
978-4-16-813044-1 
1,550 円〔本体〕+税 

*9784168130441*
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佐々木敏の栄養データはこう読む!～疫学研究から読み解くぶれない食べ方～ 
佐々木 敏 著 
女子栄養大学出版部 
「和食」は本当に健康食か? ダイエットは糖質か脂質か? さまざまな栄養疫学研究

によって明らかにされた食べ物と健康についての話題を紹介する。『栄養と料理』連

載をもとに単行本化。 
毎日新聞 2015/06/28 

2015:04. / 335p 
978-4-7895-5442-8 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784789554428*

 

少年皇族の見た戦争～宮家に生まれ一市民として生きた我が生涯～ 
久邇 邦昭 著 
ＰＨＰ研究所 
皇族・久邇宮家に生まれ、海軍兵学校に学び、戦後、一企業人を経て、伊勢神宮

宮司を務めた著者。幼少時代、海軍生活、皇籍離脱、海外駐在の思い出、伊勢の

神宮…。激動の日々、そして思いの丈を語り尽くす。 
毎日新聞 2015/06/28 

2015:06. / 343p 
978-4-569-82428-4 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784569824284*

 

葬式は、要らない(幻冬舎新書)  
島田 裕巳 著 
幻冬舎 
巨大な祭壇、生花、高額の戒名…。日本の葬儀はいつからかくも豪華になったの

か。古代から現代に至る葬儀様式を鑑みて日本人の死生観の変遷をたどりつつ、

葬式の 新事情から、葬式無用の効用までを考察する。 
毎日新聞 2015/06/28 

2010:01. / １８６ｐ 
978-4-344-98158-4 
740 円〔本体〕+税 

*9784344981584*

 

小室直樹 日本人のための経済原論 
小室 直樹 著 
東洋経済新報社 
21 世紀の経済では、役人が主役ではなく、あなたが主役である-。経済学における

人間の行動原則や心理、歴史的経緯、基礎知識としての必須事項を盛り込み、日

本の経済、社会の矛盾を読み解く。真山仁の解説も収録。 
毎日新聞 2015/06/28 

2015:05. / 7p,694p 
978-4-492-39616-2 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784492396162*

 

楳図かずお論～マンガ表現と想像力の恐怖～ 
高橋 明彦 著 
青弓社 
総合的な「楳図かずお論」。作品リスト、伝記研究を根本に、「恐怖」「子ども」「想像

力」など楳図作品に共通する基本的な概念を概観。代表的な作品を注釈的に読解

し主題論を展開するとともに、マンガ表現に関しても論究する。 
毎日新聞 2015/06/28 

2015:06. / 516p 
978-4-7872-9228-5 
3,600 円〔本体〕+税 

*9784787292285*

 

環～歴史・環境・文明～<vol.61(2015Spring)> 第�期終刊 
藤原書店 
毎日新聞 2015/06/28 

2015:05. / 279p,159p 
978-4-86578-028-4 
3,600 円〔本体〕+税 

*9784865780284*

 


