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りぼんの付録全部カタログ～少女漫画誌 60 年の歴史～ 
烏兎沼 佳代 著 
集英社 
『りぼん』創刊以来、６０年の間についた約３７００点の付録を、あらゆる角度から分析

する。あの頃に一気にタイムトリップできるかわ 
産経新聞 2015/08/01 

2015:07. / 210p 
978-4-08-781570-2 
1,250 円〔本体〕+税 

*9784087815702*

 

このレシピがすごい!～伝説の名レシピを読み解く～(扶桑社新書 181) 
土屋 敦 著 
扶桑社 
土井善晴のサンマの塩焼き、辰巳芳子の煮サラダ…。料理研究家にしてレシピ本

研究家の著者が、これまでに出会った名レシピの数々を紹介し、名人たちがレシピ

に込めた思い、技、アイデアを考察する。 
産経新聞 2015/08/01 

2015:05. / 199p 
978-4-594-07254-4 
780 円〔本体〕+税 

*9784594072544*

 

ちょうかい～未犯調査室～ 
仁木 英之 著 
小学館 
構想 5 年！前代未聞の警察（?）小説 
産経新聞 2015/08/02 

2015:07. / 285p 
978-4-09-386416-9 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784093864169*

 

武士道ジェネレーション 
誉田 哲也 著 
文藝春秋 
大学を卒業した早苗は結婚。香織は、道場で指導しながら変わらぬ日々を過ごす

が、玄明先生が倒れ、桐谷道場に後継者問題が…。剣道女子を描く武士道シリー

ズ第 4 弾。『別冊文藝春秋』掲載に書き下ろしを加えて単行本化。 
産経新聞 2015/08/02 

2015:07. / 347p 
978-4-16-390300-2 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784163903002*

 

教えてくれたのは、植物でした～人生を花やかにするヒント～ 
西畠 清順 著 
徳間書店 
若きプラントハンターが、植物が教えてくれる人生のヒントや、植物が持っている衝

撃の真実、植物が物語る歴史から学べること、植物に見習うべき戦略を、植物と過

ごす毎日の中で経験したことや学んだことを通じて綴る。 
産経新聞 2015/08/02 

2015:04. / 150p 
978-4-19-863909-9 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784198639099*

 

秘島図鑑 
清水 浩史 著 
河出書房新社 
秘島とは日本の「超」孤島。無人島で交通手段のない遠く離れた 31 の秘島から、

今の日本が見える。本邦初の行けない島ガイド！ 
産経新聞 2015/08/02 

2015:07. / 221p 
978-4-309-27615-1 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784309276151*
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ワンダー 
R.J.パラシオ/ 中井 はるの 著 
ほるぷ出版 
オーガストはふつうの男の子。ただし顔以外は。生まれつき顔に障害があるオーガ

ストは 10 歳ではじめて学校に通うことになった。 
産経新聞 2015/08/02 

2015:07. / 421p 
978-4-593-53495-1 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784593534951*

 

スターリンと新疆～1931-1949 年～ 
寺山 恭輔 著 
社会評論社 
中国の統治下にありながら歴史的にロシア・ソ連の影響を強く受けてきた新疆地

方。特にソ連の影響力が強まった 1930 年代以降の時期に焦点をあて、スターリン

の対新疆政策を概観する。 
産経新聞 2015/08/02 

2015:03. / 638p 
978-4-7845-1352-9 
5,200 円〔本体〕+税 

*9784784513529*

 

抱く女 
桐野 夏生 著 
新潮社 
1972 年、吉祥寺、ジャズ喫茶、学生運動…。女性が生きづらかった時代に、切実に

自分の居場所を探し求め続ける 20 歳の直子の姿を描く、永遠の青春小説。『小説

新潮』掲載を単行本化。 
産経新聞 2015/08/02、朝日新聞 2015/08/09 

2015:06. / 284p 
978-4-10-466704-8 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784104667048*

 

金魚姫 
荻原 浩 著 
KADOKAWA 
勤め先はブラック企業、うつうつと暮らしていた潤。日曜日、近所の夏祭りで目に留

まった金魚を持ち帰ったら、部屋に妖しい美女が現れた!? それ以来、商談が成立

するようになり…。『小説野性時代』連載に加筆し単行本化。 
産経新聞 2015/08/02、日本経済新聞 2015/08/23 

2015:07. / 397p 
978-4-04-102528-4 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784041025284*

 

放哉と山頭火～死を生きる～(ちくま文庫 わ 11-1) 
渡辺 利夫 著 
筑摩書房 
業病を抱え国内外を転々、引きずる死の影を清澄に詩(うた)いあげる放哉。ただひ

たひたと各地を歩き、生きて在ることの孤独と寂寥を詩う山頭火。二人の自由律句

の中に人生の真実を読み解く、アジア研究の碩学による省察の旅。 
産経新聞 2015/08/02、日本経済新聞 2015/08/30 

2015:06. / 289p 
978-4-480-43277-3 
800 円〔本体〕+税 

*9784480432773*

 

トットひとり 
黒柳 徹子 著 
新潮社 
黒柳徹子が、向田邦子、森繁久彌、渥美清、沢村貞子たちとの友情、「ザ・ベストテ

ン」の日々、結婚未遂事件などを綴る。長年にわたって『小説新潮』等に発表してき

たエッセイを改稿し、大幅な加筆を施したものを中心に収録。 
産経新聞 2015/08/08、読売新聞 2015/08/09 

2015:04. / 301p 
978-4-10-355007-5 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784103550075*
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甲子園「観戦力」をツーレツに高める本(中公新書ラクレ 532) 
小野塚 康之 著 
中央公論新社 
野球実況 30 年超、NHK のハイテンションな名物アナが甲子園を“9 倍”楽しむ方

法を公開! 「怪物」「アイドル」「名監督」に対し言葉で勝負する著者ならではの秘話

が盛り沢山。選抜選考、球場整備などの舞台裏も明かす。 
産経新聞 2015/08/09 

2015:07. / 277p 
978-4-12-150532-3 
860 円〔本体〕+税 

*9784121505323*

 

寄港地のない船(竹書房文庫 お 4-1) 
ブライアン・オールディス/ 中村 融 著 
竹書房 
巨大な宇宙船の中で、文明は劣化し、人間は退歩する-。ある時、狩人のロイは司

祭マラッパーから、この船を支配するために世界の<前部>へ向かおうと誘われる。

だが、仲間たちと<死道>へ旅立ったロイを待っていたのは…。 
産経新聞 2015/08/09 

2015:07. / 398p 
978-4-8019-0355-5 
900 円〔本体〕+税 

*9784801903555*

 

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 
産経新聞 2015/08/09、毎日新聞 2015/08/09 

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

*9784041107317*

 

図解生き物が見ている世界～ココリコ田中×長沼毅 presents～ 
田中 直樹/ 長沼 毅 著 
学研パブリッシング 
生き物たちの目には、世界はどのように見えているのか? ココリコ田中と長沼毅准教

授がタッグを組み、ヒトの目のデータを参考に、生き物の目の構造や視細胞、視野

などを調べ、それぞれが見ている世界をイラストで紹介する。 
産経新聞 2015/08/16 

2015:07. / 194p 
978-4-05-406311-2 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784054063112*

 

戦争が遺した歌～歌が明かす戦争の背景～ 
長田 暁二 著 
全音楽譜出版社 
軍歌、軍国歌謡、少国民愛唱歌…。これら多くの歌はいかにして生まれ、人々にど

のような影響を与えたのか。現代社会が触れようとしない事実を音楽文化研究家・

長田暁二が明らかにする。253 曲の楽譜・歌詞も掲載。 
産経新聞 2015/08/16 

2015:06. / 781p,18p 
978-4-11-880232-9 
9,500 円〔本体〕+税 

*9784118802329*

 

會津八一(中公叢書) 
大橋 一章 著 
中央公論新社 
美術史家として、歌人・書家として、師なくして「学」と「藝」のふたつの世界を極め

た、求道の文人・會津八一。関係者の貴重な証言や肉声を伝える書簡などの資料

を博捜し、その思索と研鑽の生涯を描く。 
産経新聞 2015/08/16 

2015:05. / 280p 
978-4-12-004665-0 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784120046650*
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本当は戦争の歌だった童謡の謎(祥伝社黄金文庫 G こ 8-6) 
合田 道人 著 
祥伝社 
童謡や愛唱歌とされる歌には、背景に戦争が見え隠れしているものが実は多い。

「汽車ポッポ」「里の秋」「青い目の人形」「さとうきび畑」など全 22 曲の裏側に潜む、

戦争にまつわる秘密を明らかにする。 
産経新聞 2015/08/16 

2015:07. / 302p 
978-4-396-31672-3 
630 円〔本体〕+税 

*9784396316723*

 

記録された記憶～東洋文庫の書物からひもとく世界の歴史～ 
東洋文庫 編 
山川出版社 
設立 90 周年を迎えるにあたり所蔵の逸品を紹介 
産経新聞 2015/08/16 

2015:03. / 189p 
978-4-634-64075-7 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784634640757*

 

村山談話 20 年目の真実(イースト新書 054) 
和田 政宗/ 藤井 実彦/ 藤岡 信勝/ 田沼 隆志 著 
イースト・プレス 
「侵略」と「植民地支配」はこうして記された! 中国・韓国への土下座外交の要因とな

る「村山談話」の闇に、「新しい歴史教科書をつくる会」副会長の藤岡信勝はじめ

「村山談話」検証プロジェクトチームが迫る。 
産経新聞 2015/08/16 

2015:08. / 199p 
978-4-7816-5054-8 
861 円〔本体〕+税 

*9784781650548*

 

国連を読む～私の政務官ノートから～ 
田 仁揆 著 
ジャパンタイムズ 
25 年にわたり、国連の中枢部署で 4 人の事務総長に仕えた著者による体験的国

連論。総会、安全保障理事会と事務局、国連事務総長の役割など、国連が国際平

和と安全の維持という分野でどんな活動をしているかをまとめる。 
産経新聞 2015/08/16 

2015:08. / 346p,8p 
978-4-7890-1612-4 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784789016124*

 

歴史戦～世紀の冤罪はなぜ起きたか～ 
産経新聞社/ Yoshihisa Komori 著 
産経新聞出版 
「慰安婦問題」の核心をついた書。世界に広められた「日本=性奴隷の国」という冤

罪の構図を解き明かし、いわれなき中傷から日本を守る。前半に英語版、後半に日

本語版を収録。 
産経新聞 2015/08/16 

2015:08. / 181p 
978-4-8191-1267-3 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784819112673*

 

ノックノック～みらいをひらくドア～ 
ダニエル・ビーティー/ ブライアン・コリアー/ さくま ゆみこ 著 
光村教育図書 
愛する息子に向けた父からの手紙が心に響く 
産経新聞 2015/08/16 

2015:07. / [40p] 
978-4-89572-874-4 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784895728744*
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歴史認識とは何か～日露戦争からアジア太平洋戦争まで～(新潮選書) 
細谷 雄一 著 
新潮社 
なぜ日本の「正義」は世界に通じないか――国際社会との「ずれ」の根源に迫る歴

史シリーズ第一弾。五大国から転落するまでの三十年。 
産経新聞 2015/08/16、日本経済新聞 2015/08/23 

2015:07. / 314p 
978-4-10-603774-0 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784106037740*

 

考えられないこと 
河野 多惠子 著 
新潮社 
現代日本文学を切り拓いた作家の 後の作品集。独り身のまま戦死した兄の友人

をめぐる表題作はじめ、87 歳で書かれた短篇 3 作、初めての詩 3 篇、日記を収録

する。『新潮』ほか掲載を収録。 
産経新聞 2015/08/23 

2015:06. / 109p 
978-4-10-307811-1 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784103078111*

 

私を通りすぎたマドンナたち 
佐々 淳行 著 
文藝春秋 
麻生和子、塩野七生、中山恭子、曽野綾子、櫻井よしこ…。人生の途上で遭遇した

「マドンナ」たちから学んだものとは。佐々淳行が、淑女・美女・猛女・女傑との交遊・

交友・交流関係を綴る。 
産経新聞 2015/08/23 

2015:07. / 249p 
978-4-16-390307-1 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784163903071*

 

久保田万太郎～その戯曲、俳句、小説～ 
中村 哮夫 著 
慶應義塾大学出版会 
小説家、戯曲作家、演出家、俳人として活躍し、大正・昭和の文壇・劇壇に一つの

時代を築いた久保田万太郎。没後五十年を越えて毀誉褒貶に満ちみちる万太郎

の人間を語り、その戯曲、俳句、小説の魅力の精髄に追る。 
産経新聞 2015/08/29 

2015:04. / 202p 
978-4-7664-2219-1 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784766422191*

 

潮の音、空の青、海の詩 
熊谷 達也 著 
ＮＨＫ出版 
仙台市内で被災した聡太が、被災の深刻さを実感していく現在。再度の大津波に

見舞われた仙河海市を舞台にした未来。現在と未来の視点を交錯させながら、復

興に生きる人々を迫真の筆致で描く。『河北新報』他連載を単行本化。 
産経新聞 2015/08/30 

2015:07. / 460p 
978-4-14-005668-4 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784140056684*

 

オールド・テロリスト 
村上 龍 著 
文藝春秋 
怒れる老人たち、粛々と暴走す! 経済の衰退した近未来の東京。「満州国の人間」

を自称する謎の老人たちが、次々に凄惨なテロを仕掛け始めるが…。『文藝春秋』

掲載に加筆し単行本化。 
産経新聞 2015/08/30 

2015:06. / 565p 
978-4-16-390239-5 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784163902395*
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メカニックデザイナーの仕事論～ヤッターマン、ガンダムを描いた職人～(光文社

新書 771) 
大河原 邦男 著 
光文社 
心掛けているのは、たとえアニメの世界であったとしても「?のないデザイン」をするこ

と-。「ヤッターマン」「ガンダム」などを手がけたメカニックデザイナー・大河原邦男が

語るデザイン論、職人論、営業論。 
産経新聞 2015/08/30 

2015:08. / 209p 
978-4-334-03874-8 
740 円〔本体〕+税 

*9784334038748*

 

日本の祭と神賑～京都・摂河泉の祭具から読み解く祈りのかたち～ 
森田 玲 著 
創元社 
日本の祭を神輿など、祭具の歴史から読み解く 
産経新聞 2015/08/30 

2015:07. / 223p 
978-4-422-23035-1 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784422230351*

 

戦後思想の「巨人」たち～「未来の他者」はどこにいるか～(筑摩選書 0117) 
高澤 秀次 著 
筑摩書房 
吉本隆明や江藤淳らによって担われた戦後は急速に色褪せてきている。一方で柄

谷行人以降、戦後の思想空間は変容しつつも漸く普遍性へ向かって解き放たれつ

つある。「未来の他者」をキーワードに戦後 70 年の思潮を再検証する。 
産経新聞 2015/08/30 

2015:07. / 299p 
978-4-480-01624-9 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784480016249*

 

写真のボーダーランド～X 線・心霊写真・念写～(写真叢書) 
浜野 志保 著 
青弓社 
流体写真、心霊写真、妖精写真、ダウジング、念写…。写真と現実、科学と疑似科

学の境界を示す 80 点以上の写真とエピソードをちりばめて、その不気味さ・奇妙さ

から写真の本質に迫る写真評論。 
産経新聞 2015/08/30 

2015:03. / 250p 
978-4-7872-7373-4 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784787273734*

 

アキとカズ～遙かなる祖国～ 
喜多 由浩 著 
集広舎 
このままでは拉致被害者を救えない！ その答えがここにある。昭和元年生まれの

双子の姉妹が主人公。2 人の物語を通して激動の昭和史を描く。産経新聞の連載

小説を単行本化。 
産経新聞 2015/08/30 

2015:08. / 388p 
978-4-904213-30-8 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784904213308*

 

生命とは何か～物理的にみた生細胞～(岩波文庫)  
シュレーディンガー/ 岡 小天/ 鎮目 恭夫 著 
岩波書店 
朝日新聞 2015/08/02 

2008:05. / ２１５ｐ 
978-4-00-339461-8 
660 円〔本体〕+税 

*9784003394618*
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未来への記憶～自伝の試み～<上>(岩波新書 新赤版)  
河合 隼雄 著 
岩波書店 
朝日新聞 2015/08/02 

2001:01. / ２００ｐ 
978-4-00-430707-5 
680 円〔本体〕+税 

*9784004307075*

 

未来への記憶～自伝の試み～<下>(岩波新書 新赤版)  
河合 隼雄 著 
岩波書店 
朝日新聞 2015/08/02 

2001:01. / １９１ｐ 
978-4-00-430708-2 
680 円〔本体〕+税 

*9784004307082*

 

河合隼雄の読書人生～深層意識への道～(岩波現代文庫) 
河合 隼雄 著 
岩波書店 
臨床心理学のパイオニアとして道を切り拓いてきた著者にとって、どの本がその思

考形成と人生に大きな影響を及ぼしたのか。自らの読書遍歴のなかで出会った本

を具体的に取り上げ、読書の醍醐味と意味について語る。 
朝日新聞 2015/08/02 

2015:04. / 4p,255p,9p 
978-4-00-603285-2 
920 円〔本体〕+税 

*9784006032852*

 

路地裏人生論 
平川 克美/ 高原 秀 著 
朝日新聞出版 
私たちの「現在」は、「過去」を捨て去ってまで獲得するに値するものであったのか-
。時代に追い越され、風景の片隅に取り残された路地裏の生活が語りかけてくるも

のを綴る。『朝日新聞 be』『ケトル』連載に加筆し書籍化。 
朝日新聞 2015/08/02 

2015:06. / 205p 
978-4-02-251287-1 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784022512871*

 

少年口伝隊一九四五 
井上 ひさし/ ヒラノ トシユキ 著 
講談社 
原爆投下後のヒロシマ。新聞のかわりにニュースを伝えて歩く「口伝隊」の少年たち

がいた-。戦争、災害、放射能の中で、懸命に生きようとした少年たちを描いた井上

ひさしの朗読劇を、印象的なイラストとともに単行本化。 
朝日新聞 2015/08/02 

2013:06. / 80p 
978-4-06-218362-8 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784062183628*

 

アウシュヴィッツを志願した男～ポーランド軍大尉、ヴィトルト・ピレツキは三度死

ぬ～ 
小林 公二 著 
講談社 
『夜と霧』も描けなかったアウシュヴィッツの真実。祖国のため自ら収容所へ潜入し、

脱出後は祖国に抹殺されたポーランド軍大尉の生涯 
朝日新聞 2015/08/02 

2015:05. / 269p 
978-4-06-219493-8 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784062194938*



 8  

 

血の弔旗 
藤田 宜永 著 
講談社 
男には一世一代の賭けに出る時がある。太平洋戦争のさなか、数奇な縁で結ばれ

た男たちが戦後を駆け抜ける「熱き犯罪小説」。 
朝日新聞 2015/08/02 

2015:07. / 580p 
978-4-06-219635-2 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784062196352*

 

10 ミニッツ メイド(KCx) 
水寺 葛 著 
講談社 
とあるジュースを開けるとやってくる“10 ミニッツ メイド”。10 分間だけ、なんでもあな

たの望みを叶える夢のようなメイド物語 
朝日新聞 2015/08/02 

2015:07. / 168p 
978-4-06-380776-9 
581 円〔本体〕+税 

*9784063807769*

 

河合隼雄自伝～未来への記憶～(新潮文庫 か-27-14) 
河合 隼雄 著 
新潮社 
「箱庭療法」など日本の臨床心理学の礎を築いた河合隼雄。その独創的で深い学

識や人間的魅力はいかに形づくられたのか。臨床家として人の心を支え続けた著

者の「魂の半生記」。生きるヒントに満ちた一冊。 
朝日新聞 2015/08/02 

2015:06. / 401p 
978-4-10-125234-6 
750 円〔本体〕+税 

*9784101252346*

 

波止場にて 
野中 柊 著 
新潮社 
関東大震災後の横浜に生まれた異母姉妹、慧子と蒼。ふたりは、ヨコハマ文化を存

分に味わいつつ成長し、恋を知る。だが、戦争の暗雲が美しい港町を覆い尽くし

…。『小説新潮』掲載を加筆修正し単行本化。 
朝日新聞 2015/08/02 

2015:06. / 439p 
978-4-10-399905-8 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784103999058*

 

老後破産～長寿という悪夢～ 
NHK スペシャル取材班 著 
新潮社 
「老後破産」はなぜ起きるのか。その予防策は? 2014 年 9 月放送の NHK スペシャ

ル「老人漂流社会?“老後破産”の現実?」ベースに、番組で紹介しきれなかった高齢

者の現実も含めて描き直したルポ。 
朝日新聞 2015/08/02 

2015:07. / 231p 
978-4-10-405606-4 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784104056064*

 

アメリカ文化外交と日本～冷戦期の文化と人の交流～ 
藤田 文子 著 
東京大学出版会 
講和から新安保まで、約 10 年間の日米関係を、文化と人の交流から振り返る。50
年代の対日アメリカ文化外交の形成と活動を概観し、芸術家の来日公演などの具

体例を取り上げ、それぞれの内容と日本人の対応、効果を考察。 
朝日新聞 2015/08/02 

2015:04. / 
14p,279p,63p 
978-4-13-020302-9 
5,900 円〔本体〕+税 

*9784130203029*
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ぼくは上陸している<上>～進化をめぐる旅の始まりの終わり～  328p 2011 
スティーヴン・ジェイ・グールド 著 
早川書房 
「ロリータ」の著者ナボコフは、蝶の分類の専門家としての顔も持っていたが、多くの

文芸評論家に誤解されている。その誤解とは? 人文学への深い造詣を織り交ぜ、

進化生物学の真髄を語り続けたグールドの 後の科学読み物。 
朝日新聞 2015/08/02 

2011:08. / 328p 
978-4-15-209231-1 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784152092311*

 

ぼくは上陸している<下>～進化をめぐる旅の始まりの終わり～ 344p 2011 
スティーヴン・ジェイ・グールド 著 
早川書房 
熱烈な進化論者ヘッケルのとてもわかりやすく大評判になった著書の余白に、進化

論の反対論者だったアガシが残した言葉とは? ヒューマニズムとサイエンスの可能

性を謳い上げてきた進化生物学者グールドの 後の科学読み物。 
朝日新聞 2015/08/02 

2011:08. / 344p 
978-4-15-209232-8 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784152092328*

 

イタリア「色悪党」列伝～カエサルからムッソリーニまで～(文春新書 1035) 
ファブリツィオ・グラッセッリ 著 
文藝春秋 
世界史を動かしてきた栄光の国、イタリアの英雄たちは権力欲ばかりか、性欲もす

ごかった! 色を好んだ史上 強の英雄カエサルから、セックスと権力に溺れた独裁

者ムッソリーニまで、7 人の色悪党の壮絶な人生を紹介する。 
朝日新聞 2015/08/02 

2015:07. / 283p 
978-4-16-661035-8 
780 円〔本体〕+税 

*9784166610358*

 

小説にすがりつきたい夜もある(文春文庫 に 18-2) 
西村 賢太 著 
文藝春秋 
芥川賞受賞の弁から、赤裸々な性体験を書いて話題を呼んだ「東スポ」連載まで。

「私小説の救世主」が世相に、政治に、文学にもの申す。常識外れな芥川賞作家の

闘争と祈りを綴った随筆集。 
朝日新聞 2015/08/02 

2015:06. / 248p 
978-4-16-790386-2 
630 円〔本体〕+税 

*9784167903862*

 

理不尽な進化～遺伝子と運のあいだ～ 
吉川 浩満 著 
朝日出版社 
絶滅の観点から生物の歴史を眺めてみると、進化の道筋は理不尽さに満ちている。

進化論が呼び覚ます「魅惑と混乱」の源泉を科学と人文知の接点で掘り当てる、進

化思想の冒険的考古学。朝日出版社第二編集部ブログ連載を書籍化。 
朝日新聞 2015/08/02 

2014:10. / 422p,24p 
978-4-255-00803-5 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784255008035*

 

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。 
朝日新聞 2015/08/02 

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

*9784305707482*
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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。 
朝日新聞 2015/08/02 

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

*9784305707499*

 

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。 
朝日新聞 2015/08/02 

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

*9784305707505*

 

生き延びるための作文教室(14 歳の世渡り術) 
石原 千秋 著 
河出書房新社 
作文とはウソを書くことである！ 学校では教えられない、「ふつうでない」作文のす

すめ。いつまでみんなと同じこと書いてるの? 
朝日新聞 2015/08/02 

2015:07. / 222p 
978-4-309-61696-4 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784309616964*

 

野坂昭如リターンズ<４> 一九四五・夏・神戸 東京十二契  
野坂 昭如 著 
国書刊行会 
著者の長編・エッセイから傑作を精選したシリーズが完結。空襲によって灰燼に帰

するまでの神戸を少年の視点から捉えた「一九四五・夏・神戸」（中央公論社刊を加

筆修正）と、敗戦後の東京を綴った「東京十二契」を収録。 
朝日新聞 2015/08/02 

2003:11. / ４５５ｐ 
978-4-336-04454-9 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784336044549*

 

東京Ｙ字路  
横尾 忠則 著 
国書刊行会 
横尾芸術の近年来の重要なモティーフであり続ける「Ｙ字路」を、２３区から都下、島

嶼部まで、東京をくまなく探訪し、写真という形で追究した、横尾忠則初の未曾有の

写真集！写真約２３０枚収録。序文＝椹木野衣。 
朝日新聞 2015/08/02 

2009:10. / ２６０ｐ 
978-4-336-05146-2 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784336051462*

 

善と悪の経済学～ギルガメシュ叙事詩、アニマルスピリット、ウォール街占拠～ 
トーマス・セドラチェク/ 村井 章子 著 
東洋経済新報社 
知の境界を越える 5 千年の旅。ギルガメシュ叙事詩、旧約聖書、プラトン、アリストテ

レス、キリスト教、デカルト、マンデヴィル、スミス、ケインズ、アニマルスピリット…。経

済思想のルーツと変遷をたどる。 
朝日新聞 2015/08/02 

2015:05. / 
17p,485p,91p 
978-4-492-31457-9 
3,400 円〔本体〕+税 

*9784492314579*
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スクープ(エクス・リブリス・クラシックス) 
イーヴリン・ウォー/ 高儀 進 著 
白水社 
アフリカの架空の国の政変と報道合戦の狂奔 
朝日新聞 2015/08/02 

2015:05. / 293p 
978-4-560-09907-0 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784560099070*

 

動物の環境と内的世界 
ヤーコプ・フォン・ユクスキュル/ 前野 佳彦 著 
みすず書房 
動物の「環境」は動物の身体という「内的世界」によってひとつの全体へと統合され

ている。自然淘汰による生物進化から、自然と生物を結ぶ機能の複雑化へ。生物

学に認識論的基礎を与えた書。 
朝日新聞 2015/08/02 

2012:05. / 491p,15p 
978-4-622-07688-9 
6,000 円〔本体〕+税 

*9784622076889*

 

海の美しい無脊椎動物 
スーザン・ミドルトン/ 武田 正倫/ 堀口 容子 著 
グラフィック社 
海の生物種の 98%を占める海産無脊椎動物の謎に満ちた世界を、アートと科学を

結びつけた新しい目線で解き明かした写真集。珍しい 150 点以上の海産無脊椎動

物を収録する。 
朝日新聞 2015/08/02 

2015:05. / 254p 
978-4-7661-2721-8 
3,500 円〔本体〕+税 

*9784766127218*

 

レノンとジョブズ～変革を呼ぶフール～(フィギュール彩 32) 
井口 尚樹 著 
彩流社 
父母に放棄された子、直感と変貌の人、既成のスタイルを打ち破るクリエイター。ゆ

えに失敗もするが、それが西洋原理の行き詰りを打破する。共通点が多いふたりの

変人、レノンとジョブズ。その広大な深層を探る。 
朝日新聞 2015/08/02 

2015:06. / 251p 
978-4-7791-7032-4 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784779170324*

 

樹は語る～芽生え・熊棚・空飛ぶ果実～ 
清和 研二 著 
築地書館 
発芽から芽生えの育ち、他の樹や病気との攻防、花を咲かせ花粉を運ばせ、種子

を蒔く戦略まで、80 点を超える緻密なイラストで紹介。 
朝日新聞 2015/08/02 

2015:06. / 266p 
978-4-8067-1496-5 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784806714965*

 

ぼくたちに、もうモノは必要ない。 
佐々木 典士 著 
ワニブックス 
モノを 小限に減らすミニマリストという生き方とは? モノを減らすための心構えやテ

クニックをルール形式でまとめ、モノを 小限に減らしたことで起こった著者の変化

について綴る。捨てる方法 終リスト 55 も収録。 
朝日新聞 2015/08/02 

2015:06. / 299p 
978-4-8470-9346-3 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784847093463*
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観ずに死ねるか!傑作絶望シネマ 88～総勢 70 人が語る極私的トラウマ映画論～ 
鉄人社 
これでもかと襲う不幸、理不尽な狂気、負の連鎖、死にまっしぐらな生き様、救われ

ない結末…。男と女の、家族の、人生の、世界の“絶望”を描いた映画を、クリエイタ

ー、パフォーマー、文筆家 70 人が個人的視点で語る。 
朝日新聞 2015/08/02 

2015:06. / 251p 
978-4-86537-035-5 
1,852 円〔本体〕+税 

*9784865370355*

 

暴力と適応の政治学～インドネシア民主化と地方政治の安定～(地域研究叢書 
30) 
岡本 正明 著, 岡本 正明/ 京都大学東南アジア研究所 編 
京都大学学術出版会 
「神秘的パワー」で若者を引きつけてきたインドネシアの暴力集団ジャワラ。民主化

の波に乗って、地方政治の新しい主役となった彼らの軌跡と実態を、身体を張った

フィールドワークで赤裸々に明らかにする。 
朝日新聞 2015/08/02 

2015:06. / 9p,293p 
978-4-87698-880-8 
3,600 円〔本体〕+税 

*9784876988808*

 

今日もいち日、ぶじ日記(新潮文庫 た-116-1) 
高山 なおみ 著 
新潮社 
街の暮らししか知らなかった料理家とその夫が、里山の古民家を手に入れた。街と

山を行き来する新しい日々は輝きを増し、震災の哀しみの向こうに照り映える。2010
年 1?12 月の日記と 2011 年 7 月の東北の旅日記を収録。 
朝日新聞 2015/08/02、読売新聞 2015/08/02 

2015:07. / 399p 
978-4-10-126051-8 
710 円〔本体〕+税 

*9784101260518*

 

もぞもぞしてよゴリラ/ほんの豚ですが(小学館文庫 さ 12-3) 
佐野 洋子 著 
小学館 
喫茶店から飛び出した<椅子>と海が見たかったゴリラのうつくしくも悲しい恋を描い

た中篇に、気取り屋の狐や傷ついている鰐など、動物たちを描いた皮肉でユーモラ

スな超短篇 30 篇を併せて一冊にした大人のための物語集。 
朝日新聞 2015/08/02、読売新聞 2015/08/16 

2015:07. / 173p 
978-4-09-406183-3 
480 円〔本体〕+税 

*9784094061833*

 

文学の空気のあるところ 
荒川 洋治 著 
中央公論新社 
読書は人を変え、風景を変え、空気まで変えるのかもしれない。豊かな陰影をもつ

作品と作家、印刷のこと、造本のこと-。現代詩作家がおくる、古くて新しい文学のは

なし。よみうりホール他での講演をもとに書籍化。 
朝日新聞 2015/08/02、読売新聞 2015/08/16 

2015:06. / 237p 
978-4-12-004731-2 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784120047312*

 

日本とドイツふたつの「戦後」(集英社新書 0793D) 
熊谷 徹 著 
集英社 
在ドイツ２５年の著者ならではの視点で、歴史認識・経済・エネルギー政策などをテ

ーマに日独について論考。ドイツの戦後の歩みを知る 
朝日新聞 2015/08/02、読売新聞 2015/08/30 

2015:07. / 221p 
978-4-08-720793-4 
740 円〔本体〕+税 

*9784087207934*
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アメリカのジレンマ～実験国家はどこへゆくのか～(NHK 出版新書 464) 
渡辺 靖 著 
ＮＨＫ出版 
貧困大国は本当か? オバマはどんな歴史を紡ごうとしているのか? アメリカ研究のト

ップランナーが、「歴史認識」「政治」「社会」「外交」からアメリカ社会が抱えるジレン

マもろとも、その実相とダイナミズムを描き出す。 
朝日新聞 2015/08/02、日本経済新聞 2015/08/02 

2015:07. / 238p 
978-4-14-088464-5 
780 円〔本体〕+税 

*9784140884645*

 

夜が来ると 
フィオナ・マクファーレン/ 北田 絵里子 著 
早川書房 
オーストラリアの海辺でひとり暮らす 75 歳のルースは、ある朝目覚めて、家にトラが

いると思った。荒々しく大きなトラが、確かにそこにいたのだ。同じ日にフリーダという

女性が訪ねてくる。彼女はヘルパーだと言い…。 
朝日新聞 2015/08/02、日本経済新聞 2015/08/30 

2015:06. / 316p 
978-4-15-209547-3 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784152095473*

 

下流老人～一億総老後崩壊の衝撃～(朝日新書 520) 
藤田 孝典 著 
朝日新聞出版 
「生活保護基準相当で暮らす高齢者、およびその恐れがある高齢者」である「下流

老人」が今、日本に大量に生まれている。下流老人の実状とその社会的な背景、貧

困に対する自己防衛策などを提示する。 
朝日新聞 2015/08/09 

2015:06. / 221p 
978-4-02-273620-8 
760 円〔本体〕+税 

*9784022736208*

 

スローカーブを、もう一球 改版(角川文庫 や 10-1) 
山際 淳司 著 
角川書店 
ホームランを打ったことのない選手が、甲子園で打った 16 回目の一球。九回裏、

後の攻撃で江夏が投げた 21 球。スポーツの燦めく一瞬を切りとった八篇を収録。 
朝日新聞 2015/08/09 

2012:06. / 285p 
978-4-04-100327-5 
560 円〔本体〕+税 

*9784041003275*

 

抱擁家族(講談社文芸文庫)  
小島信夫 著 
講談社 
朝日新聞 2015/08/09 

1988:02. / ２９５ｐ 
978-4-06-196008-4 
1,100 円〔本体〕+税 

*9784061960084*

 

限りなく透明に近いブルー(講談社文庫)  
村上 龍 著 
講談社 
デビュー作が待望の新装版として登場！米軍基地近くのハウスを舞台に、麻薬とセ

ックスに明け暮れる若者を描いて話題をさらった著者のデビュー作。群像新人賞、

芥川賞を受賞した鮮烈な文学が再び蘇る！ 
朝日新聞 2015/08/09 

2009:04. / １６４ｐ 
978-4-06-276347-9 
410 円〔本体〕+税 

*9784062763479*
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誰も戦争を教えられない(講談社+α 文庫 G256-1) 
古市 憲寿 著 
講談社 
社会学者が丹念なフィールドワークとともに考察した、戦後 70 周年に読む「戦争」と

「記憶」の現場をたどる旅 
朝日新聞 2015/08/09 

2015:07. / 393p 
978-4-06-281606-9 
850 円〔本体〕+税 

*9784062816069*

 

オン・ザ・ライン(小学館文庫 く 11-1) 
朽木 祥 著 
小学館 
体育会系だが活字中毒の少年・侃は、仲よくなった友だちに誘われてテニス部に入

ることになった。テニス三昧の明るく脳天気な高校生活が、いつまでも続くように思

えたが…。少年たちのあつい友情、そして明日への希望の物語。 
朝日新聞 2015/08/09 

2015:07. / 335p 
978-4-09-406184-0 
650 円〔本体〕+税 

*9784094061840*

 

秋山祐徳太子の母 
秋山 祐徳太子 著 
新潮社 
3 年連続芸大受験番号 1 番奪取計画の時も。ブリキ彫刻誕生のまさにその時も。常

に息子・秋山祐徳太子を励まし、尻を叩き、むしろそそのかした母・千代。母一人、

子一人の心豊かな日々を活写する、自伝的書下ろし長篇エッセイ。 
朝日新聞 2015/08/09 

2015:06. / 215p 
978-4-10-339321-4 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784103393214*

 

一路<上>(中公文庫 あ 59-4) 
浅田 次郎 著 
中央公論新社 
いざ、江戸見参の道中へ-。小野寺一路、19 歳。父の不慮の死を受け、小野寺家

代々の御役目・参勤道中御供頭を継いだ若者は、家伝の「行軍録」を唯一の手が

かりに、江戸への参勤交代を差配する。 
朝日新聞 2015/08/09 

2015:04. / 381p 
978-4-12-206100-2 
640 円〔本体〕+税 

*9784122061002*

 

一路<下>(中公文庫 あ 59-5) 
浅田 次郎 著 
中央公論新社 
雪の和田峠越え、御本陣差し合い、御殿様の急な病、行列のなかで進む御家乗っ

取りの企み。着到遅れの危機せまるなか、一行は江戸まで歩みきることができるの

か…。壇ふみによる解説も収録。 
朝日新聞 2015/08/09 

2015:04. / 378p 
978-4-12-206101-9 
640 円〔本体〕+税 

*9784122061019*

 

日韓関係史～1965-2015～<1> 政治 
木宮 正史/ 李 元徳 編 
東京大学出版会 
日本と韓国の協調と対立の外交関係を振り返り、未来を構想する。1 は政治の領域

での日韓関係の展開を検討。「日韓協力の軌跡とその諸相」「国際政治の中での日

韓関係」「歴史問題への取り組み」の 3 部構成。 
朝日新聞 2015/08/09 

2015:06. / 
12p,422p,12p 
978-4-13-025161-7 
3,600 円〔本体〕+税 

*9784130251617*
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日韓関係史～1965-2015～<2> 経済 
安倍 誠/ 金 都亨 編 
東京大学出版会 
日本と韓国の協調と対立の外交関係を振り返り、未来を構想する。2 は経済の領域

での日韓関係の展開を検討。「日韓経済関係 50 年の軌跡」「貿易・投資からみた

日韓関係」「金融からみた日韓協力」などの構成。 
朝日新聞 2015/08/09 

2015:07. / 12p,517p,9p
978-4-13-025162-4 
4,000 円〔本体〕+税 

*9784130251624*

 

ミニチュア作家 
ジェシー・バートン/ 青木 純子 著 
早川書房 
17 世紀オランダ。裕福な商人と結婚した 18 歳のネラは、辛辣な義妹、不在がちの

夫に落胆する。だが、夫からの結婚祝いの豪奢なドールハウスが彼女の生活を変

える。ネラは人形たちに導かれるように、屋敷が抱く秘密を知り…。 
朝日新聞 2015/08/09 

2015:05. / 495p 
978-4-15-209540-4 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784152095404*

 

武器の世界地図(文春新書 1034) 
21 世紀研究会 編 
文藝春秋 
戦いの中で武器は進化する。知られざる 強兵器、国の存亡をかけた開発競争、

アイデア倒れに終わった残虐兵器…。棍棒からドローンまで、軍事テクノロジーの世

界史をひもとく。 
朝日新聞 2015/08/09 

2015:07. / 271p 
978-4-16-661034-1 
780 円〔本体〕+税 

*9784166610341*

 

ぱらいそ 
今日 マチ子 著 
秋田書店 
朝日新聞 2015/08/09 

2015:06. / 157p 
978-4-253-10159-2 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784253101592*

 

アノネ、<上巻> 
今日 マチ子 著 
秋田書店 
朝日新聞 2015/08/09 

2012:12. / 207p 
978-4-253-10477-7 
950 円〔本体〕+税 

*9784253104777*

 

cocoon(秋田文庫 74-1) 
今日 マチ子 著 
秋田書店 
朝日新聞 2015/08/09 

2015:04. / 222p 
978-4-253-18138-9 
530 円〔本体〕+税 

*9784253181389*

 

野球太郎<No.015> 2015 夏の高校野球大特集号(廣済堂ベストムック 302) 
廣済堂出版 
高校生ドラフト候補名鑑 96 名をはじめ、夏の高校野球パーフェクトガイド 2015、全

国 49 地区別有望選手、ドラフトスカウティングレポート 2015 中間報告などを収録す

る。 
朝日新聞 2015/08/09 

2015:06. / 248p 
978-4-331-80307-3 
1,250 円〔本体〕+税 

*9784331803073*
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「聖戦」の残像～知とメディアの歴史社会学～ 
福間 良明 著 
人文書院 
著者 10 年間の主要論考を集成する 
朝日新聞 2015/08/09 

2015:06. / 432p 
978-4-409-24101-1 
3,600 円〔本体〕+税 

*9784409241011*

 

幻想の花園～図説美学特殊講義～ 
谷川 渥 著 
東京書籍 
なぜ、芸術は花を求めるのか? アルチンボルド、ゴッホ、酒井抱一、葛飾北斎、三

島由紀夫などの作品を取りあげ、哲学的・美学的・文学的言説のなかで「花」が演じ

てきた役割を探る。「肉体の迷宮」の姉妹篇。 
朝日新聞 2015/08/09 

2015:04. / 239p 
978-4-487-80924-0 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784487809240*

 

武器ビジネス～マネーと戦争の「最前線」～<上> 
アンドルー・ファインスタイン/ 村上 和久 著 
原書房 
これまで明かされなかった「闇の世界」をあばき、戦争の真の動機を解き明かしたド

キュメント問題大作。ワシントン・ポスト紙も絶賛！ 
朝日新聞 2015/08/09 

2015:06. / 367p 
978-4-562-05181-6 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784562051816*

 

武器ビジネス～マネーと戦争の「最前線」～<下> 
アンドルー・ファインスタイン/ 村上 和久 著 
原書房 
戦場の死とひきかえの莫大なマネーうごめく「シャドウ・ワールド」の全て！ワシント

ン・ポスト紙絶賛――調査し尽くした完璧な一冊。 
朝日新聞 2015/08/09 

2015:06. / 443p 
978-4-562-05182-3 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784562051823*

 

14 歳の水平線 
椰月 美智子 著 
双葉社 
14 歳の息子と、息子の気持ちがつかめない、かつて 14 歳だった父親。ふたりの少

年が過ごしたのは、「神様の島」-。思春期のきらめきとほろ苦さ、家族の温もりが溢

れる感動長編。『小説推理』連載を改題し、加筆・訂正。 
朝日新聞 2015/08/09 

2015:07. / 328p 
978-4-575-23910-2 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784575239102*

 

移民たちの「満州」～満蒙開拓団の虚と実～(平凡社新書 782) 
二松 啓紀 著 
平凡社 
戦争を知らない世代が描く“等身大の満州” 
朝日新聞 2015/08/09 

2015:07. / 273p 
978-4-582-85782-5 
840 円〔本体〕+税 

*9784582857825*

 

高校野球 100 年を読む(ポプラ新書 062) 
小野 祥之/ 『野球太郎』編集部 著 
ポプラ社 
高校野球の全てはここにある! 第 1 回大会から 100 年。野球関連書専門の古書店

主と「野球太郎」編集部が、高校野球本を通して甲子園の歴史と社会的背景を振り

返る試み。時代やトピックを象徴する約 50 冊の本を取り上げる。 
朝日新聞 2015/08/09 

2015:07. / 188p 
978-4-591-14605-7 
780 円〔本体〕+税 

*9784591146057*
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夜と霧～ドイツ強制収容所の体験記録～  
Ｖ．Ｅ．フランクル/ 霜山 徳爾 著 
みすず書房 
史上 大の地獄、ドイツ強制収容所における自らの体験を綴り、人間の偉大と悲惨

を静かに描く。 
朝日新聞 2015/08/09 

1985:01. / ２０８ｐ 図

版３２ｐ 
978-4-622-00601-5 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784622006015*

 

戦場カメラマン沢田教一の眼～SAWADA KYOICHI AOMORI・VIETNAM・

CAMBODIA 1955-1970～ 
沢田 教一/ 沢田 サタ 著, 沢田 教一/ 斉藤 光政 編 
山川出版社 
沢田教一の眼が撮らえた戦場の記録 
朝日新聞 2015/08/09 

2015:05. / 399p 
978-4-634-15073-7 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784634150737*

 

穂高に死す(ヤマケイ文庫) 
安川 茂雄 著 
山と渓谷社 
近代アルピニズムの黎明期、その揺籃の地となった槍・穂高連峰では数々の初登

攀の記録が打ち立てられたが、その陰で凄惨な遭難事故も起きていた。槍・穂高の

登山史を振り返り、若くして山に逝った登山家たちの青春群像を描く。 
朝日新聞 2015/08/09 

2015:07. / 430p 
978-4-635-04783-8 
900 円〔本体〕+税 

*9784635047838*

 

帰還兵はなぜ自殺するのか(亜紀書房翻訳ノンフィクション・シリーズ 1-16) 
デイヴィッド・フィンケル/ 古屋 美登里 著 
亜紀書房 
イラク・アフガン戦争から生還した兵士 200 万のうち、50 万人が精神的な傷害を負

い、毎年 250 人超が自殺する。戦争で壊れてしまった男たちとその家族の出口なき

苦悩に迫る衝撃のレポート。 
朝日新聞 2015/08/09 

2015:02. / 384p 
978-4-7505-1425-3 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784750514253*

 

<サーカス学>誕生～曲芸・クラウン・動物芸の文化誌～ 
大島 幹雄 著 
せりか書房 
ジュネが愛してやまなかった綱渡り、中原中也の詩「サーカス」の舞台裏のエピソー

ドなど、サーカスを切り口に、歴史・美術・映画・文学を横断しながら<サーカス学>と

いう新たな文化空間を切り拓く。桑野隆との対談も収録。 
朝日新聞 2015/08/09 

2015:06. / 278p 
978-4-7967-0342-0 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784796703420*

 

近衛文麿清談録 新版 
近衛 文麿 著, 近衛 文麿/ 伊藤 武 編 
千倉書房 
誘致・主催に携わる地元の方やツアーを造成する旅行業のための入門書。自治体

が注目する地域振興効果についても事例も加えて解説 
朝日新聞 2015/08/09 

2015:07. / 13p,240p 
978-4-8051-1065-2 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784805110652*
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ロック&キー<VOL.01> 
ジョー・ヒル/ ガブリエル・ロドリゲス/ 白石 朗 著 
飛鳥新社 
マサチューセッツ州ラヴクラフト。この小さな町に古くからある「鍵の館」には不思議

な力を秘めた鍵が隠されていた。ある家族が先祖伝来のその館に帰ってきたとき、

闇の力が蠢き出す…。ダーク・ファンタジー・コミック。 
朝日新聞 2015/08/09 

2015:08. / 309p 
978-4-86410-417-3 
4,167 円〔本体〕+税 

*9784864104173*

 

戦争画とニッポン 
椹木 野衣/ 会田 誠 著 
講談社 
日本絵画史から抜け落ちた「戦争画」とは何か。会田誠と椹木野衣が真摯に考え、

語り尽くした熱い記録。今、見るべき戦争画とは。 
朝日新聞 2015/08/09、産経新聞 2015/08/23 

2015:06. / 143p 
978-4-06-219554-6 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784062195546*

 

チャップリンとヒトラー～メディアとイメージの世界大戦～ 
大野 裕之 著 
岩波書店 
わずか 4 日違いで生まれ、時代を制した 2 人のモンスター、チャップリンとヒトラー。

チャップリンがヒトラーに真っ向から対決を挑んた映画「独裁者」をめぐるメディア戦

争の実相を、知られざる資料を駆使し、スリリングに描く。 
朝日新聞 2015/08/09、読売新聞 2015/08/09、日本経済新聞 2015/08/09、産経新

聞 2015/08/23 

2015:06. / 14p,293p,7p
978-4-00-023886-1 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784000238861*

 

アメリカひじき・火垂るの墓 改版(新潮文庫)  
野坂 昭如 著 
新潮社 
朝日新聞 2015/08/09、読売新聞 2015/08/23 

2003:07. / ２７２ｐ 
978-4-10-111203-9 
520 円〔本体〕+税 

*9784101112039*

 

戦後史入門(河出文庫 な 33-1) 
成田 龍一 著 
河出書房新社 
占領、55 年体制、高度経済成長、バブル、沖縄や在日コリアンから見た戦後、そし

て今――「戦後」を学ぶには、まずこの一冊から！ 
朝日新聞 2015/08/09、読売新聞 2015/08/30 

2015:07. / 235p 
978-4-309-41382-2 
680 円〔本体〕+税 

*9784309413822*

 

この世界が消えたあとの科学文明のつくりかた 
ルイス・ダートネル/ 東郷 えりか 著 
河出書房新社 
文明が滅びたあと、どう生き残るのか? 穀物の栽培から鉄の精錬、医薬品の作り方

など、さまざまな科学技術について知る！ 
朝日新聞 2015/08/09、日本経済新聞 2015/08/23 

2015:06. / 347p 
978-4-309-25325-1 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784309253251*
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ALLIANCE～人と企業が信頼で結ばれる新しい雇用～ 
リード・ホフマン/ ベン・カスノーカ/ クリス・イェ/ 篠田 真貴子/ 倉田 幸信 著 
ダイヤモンド社 
リンクトイン創業者が提唱する「人と企業」の新しい関係とは? シリコンバレーの企業

が成功をおさめた要因である「会社と個人とのパートナーシップ」を、他の地域や業

種にも応用できるよう、具体的な考え方と手段をまとめる。 
朝日新聞 2015/08/09、日本経済新聞 2015/08/23 

2015:07. / 201p 
978-4-478-06257-9 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784478062579*

 

労働組合運動とはなにか～絆のある働き方をもとめて～ 
熊沢 誠 著 
岩波書店 
｢悪評｣にさらされる労働組合の存在意義とは 
朝日新聞 2015/08/16 

2013:01. / 10p,225p 
978-4-00-002596-6 
2,100 円〔本体〕+税 

*9784000025966*

 

不確かな正義～BC 級戦犯裁判の軌跡～ 
戸谷 由麻 著 
岩波書店 
史料を渉猟し戦犯裁判の法理の確立過程を解明する 
朝日新聞 2015/08/16 

2015:06. / 
12p,295p,19p 
978-4-00-061046-9 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784000610469*

 

歴史とは何か(岩波新書 青版 D-1)  
エドワ－ド・ハレット・カ－/ 清水幾太郎 著 
岩波書店 
歴史とは現在と過去との対話である。現在に生きる私たちは、過去を主体的にとら

えることなしに未来への展望をたてることはできない-。歴史的事実とは、法則とは、

個人の役割は、など歴史における主要な問題を明快に論じる。 
朝日新聞 2015/08/16 

1962:03. / 252p 
978-4-00-413001-7 
820 円〔本体〕+税 

*9784004130017*

 

日本財政転換の指針(岩波新書 新赤版 1403) 
井手 英策 著 
岩波書店 
財政を「再建」することが、本当に社会に共通の善なのか? 赤字の原因を日本社会

の構造から解き明かし、「ユニバーサリズム」の視点から、受益と負担の望ましいあり

方、新しい財政のグランドデザインを提言する。 
朝日新聞 2015/08/16 

2013:01. / 2p,228p 
978-4-00-431403-5 
800 円〔本体〕+税 

*9784004314035*

 

戦下のレシピ～太平洋戦争下の食を知る～(岩波現代文庫) 
斎藤 美奈子 著 
岩波書店 
配給食材の工夫レシピから防空壕での携帯食まで、一五年戦争下の婦人雑誌に

掲載された料理記事は、銃後の暮らしをリアルに伝える。「食」を通して「戦争」を考

えるための「読めて使える」ガイドブック。再現料理もカラーで紹介。 
朝日新聞 2015/08/16 

2015:07. / 9p,185p,10p 
図版 16p 
978-4-00-603291-3 
860 円〔本体〕+税 

*9784006032913*



 20  

 

たまたまザイール、またコンゴ 
田中 真知 著 
偕成社 
丸木舟で下り、輸送船でもみくちゃになりながら、過酷な日々の中で見たものとは-。
アフリカ中央部のジャングルを流れるコンゴ河(ザイール河)を、1991 年と 2012 年の

2 度、船で下った道中記。見返しにイラストあり。 
朝日新聞 2015/08/16 

2015:06. / 303p 
978-4-03-003420-4 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784030034204*

 

野坂昭如戦争童話集<沖縄篇〔２〕> 石のラジオ  
野坂 昭如/ 黒田 征太郎 著 
講談社 
昭和２０年８月１５日の正午過ぎ、大日本帝国南のはずれの島の、太平洋に面した

洞穴の中で少年が死んだ。死ぬ間際に聞いた玉音放送の意味もわからないまま

…。沖縄戦の悲劇を今に伝える、渾身の戦争童話。 
朝日新聞 2015/08/16 

2010:05. / ５４ｐ 
978-4-06-216190-9 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784062161909*

 

吉村昭昭和の戦争<1> 開戦前夜に 
吉村 昭 著 
新潮社 
戦争の本当の姿を文字で刻んだ記念碑。対米戦争に向けて大本営の緊迫は頂点

に達し、堀越二郎たちは新たな戦闘機作りに全力を尽くす-。「零式戦闘機」「「零式

戦闘機」取材ノート」などを収録。軍隊・戦時用語注、解説付き。 
朝日新聞 2015/08/16 

2015:07. / 639p 
978-4-10-645021-1 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784106450211*

 

吉村昭昭和の戦争<2> 武蔵と陸奥と 
吉村 昭 著 
新潮社 
戦争の本当の姿を文字で刻んだ記念碑。厖大な数の日本人の熱情と歳月を費や

した巨大な戦艦は、やがて悲劇的な末路を迎える-。「戦艦武蔵」「城下町の夜」など

を収録。軍隊・戦時用語注、解説付き。 
朝日新聞 2015/08/16 

2015:07. / 732p 
978-4-10-645022-8 
2,700 円〔本体〕+税 

*9784106450228*

 

戦争童話集 改版(中公文庫)  
野坂 昭如 著 
中央公論新社 
朝日新聞 2015/08/16 

2003:02. / １８５ｐ 
978-4-12-204165-3 
514 円〔本体〕+税 

*9784122041653*

 

高度成長～日本を変えた六〇〇〇日～(中公文庫 よ 46-1) 
吉川 洋 著 
中央公論新社 
高度成長は、わずかの期間に日本の姿を根本から変えた。洗濯機、冷蔵庫、カラ

ーテレビなど、現代生活の必需品は、この時代に生まれたが、甘い果実だけがもた

らされた訳ではない。現代日本の原点に、歴史と経済の両面から迫る。 
朝日新聞 2015/08/16 

2012:04. / 269p 
978-4-12-205633-6 
800 円〔本体〕+税 

*9784122056336*
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ブラックアウト<上>(ハヤカワ文庫 SF 2020) 
コニー・ウィリス/ 大森 望 著 
早川書房 
2060 年、オックスフォード大学の史学生 3 人は、現地調査のために、第二次大戦

下のイギリスにタイムトラベルする。ところが、3 人はそれぞれ思いもよらぬ事態にま

きこまれてしまい…。サスペンスとユーモアあふれる長編。 
朝日新聞 2015/08/16 

2015:07. / 463p 
978-4-15-012020-7 
960 円〔本体〕+税 

*9784150120207*

 

ブラックアウト<下>(ハヤカワ文庫 SF 2021) 
コニー・ウィリス/ 大森 望 著 
早川書房 
1940 年のイギリスで現地調査中の 3 人の史学生たちを、降下点のトラブルが襲う。

もとの時代に帰るすべを模索する 3 人の運命は? サスペンスとユーモアあふれる長

編。 
朝日新聞 2015/08/16 

2015:07. / 478p 
978-4-15-012021-4 
960 円〔本体〕+税 

*9784150120214*

 

ホワット・イフ?～野球のボールを光速で投げたらどうなるか～ 
ランドール・マンロー/ 吉田 三知世 著 
早川書房 
人類総がかりでレーザーポインターで照らしたら月の色は変わる? インターネットコ

ミック作家が、ウェブサイトに投稿された突拍子もない、空想的な質問に、物理と数

学とマンガで答える。見返しに地図あり。 
朝日新聞 2015/08/16 

2015:06. / 383p 
978-4-15-209545-9 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784152095459*

 

新生(河出文庫 タ 2-4) 
ダンテ/ 平川 祐弘 著 
河出書房新社 
『神曲』の永遠の女性ベアトリ―チェとの出会いから死別までを描いた、文学史上に

輝く名著。『神曲』の名訳者による口語訳決定版。 
朝日新聞 2015/08/16 

2015:07. / 253p 
978-4-309-46411-4 
720 円〔本体〕+税 

*9784309464114*

 

昆虫はすごい(光文社新書 710) 
丸山 宗利 著 
光文社 
恋愛、戦争、奴隷、共生…。虫はなんでもやっている! 人間たちの思考を覆す、小

さな生物のあっぱれな生き方を紹介し、地球上で も多種多様な昆虫の生態に迫

る。写真も多数収録。 
朝日新聞 2015/08/16 

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

*9784334038137*

 

ツノゼミ～ありえない虫～ 
丸山 宗利 著 
幻冬舎 
ツノゼミはセミじゃない! とんがって、ふくらんで、透き通って、三日月形…。奇想天

外、ユニークすぎる姿をもつ世界中のツノゼミ 138 種類をオールカラーで紹介。衣

食住などを解説したコラムも収録。 
朝日新聞 2015/08/16 

2011:06. / 79p 
978-4-344-02011-5 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784344020115*
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モンプチ 嫁はフランス人(フィールコミックス) 
じゃんぽ～る西 著 
祥伝社 
朝日新聞 2015/08/16 

2015:07. / 168p 
978-4-396-76645-0 
880 円〔本体〕+税 

*9784396766450*

 

なぜ「あの場所」は犯罪を引き寄せるのか～見てすぐわかる犯罪地図～(青春新

書 INTELLIGENCE PI-457) 
小宮 信夫 著 
青春出版社 
「景色解読力」で危険な場所を見抜き、身を守るための 新防犯科学を、図とイラス

トを使ってわかりやすく解説する。 
朝日新聞 2015/08/16 

2015:06. / 173p 
978-4-413-04457-8 
880 円〔本体〕+税 

*9784413044578*

 

小さい潜水艦に恋をしたでかすぎるクジラの話～戦争童話集?忘れてはイケナイ

物語り?～ 
野坂 昭如/ 黒田 征太郎 著 
世界文化社 
戦争によって常に弱いものの命が無残にも奪われ、もてあそばれていく様を伝え

る、戦争を知らない子どもだちに伝えたい戦争童話集。 
朝日新聞 2015/08/16 

2015:07. / 255p 
978-4-418-15512-5 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784418155125*

 

成長の限界～ロ－マ・クラブ「人類の危機」レポ－ト～  
ドネラ・Ｈ．メドウズ/ 大来佐武郎 著 
ダイヤモンド社 
朝日新聞 2015/08/16 

1972:05. / 203p 
978-4-478-20001-8 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784478200018*

 

いつも同じお題なのに、なぜ落語家の話は面白いのか 
立川 談慶 著 
大和書房 
一般人にこそ使ってほしい面白い話術の神髄 
朝日新聞 2015/08/16 

2015:07. / 206p 
978-4-479-39280-4 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784479392804*

 

series 田園回帰<1> 田園回帰 1%戦略 
藤山 浩 著 
農山漁村文化協会 
地域に人口と仕事を取り戻す展望と総合戦略 
朝日新聞 2015/08/16 

2015:06. / 227p 
978-4-540-14243-7 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784540142437*

 

女性画家たちの戦争(平凡社新書 780) 
吉良 智子 著 
平凡社 
戦時中、絵筆をとった女性画家たちの物語 
朝日新聞 2015/08/16 

2015:07. / 215p 
978-4-582-85780-1 
840 円〔本体〕+税 

*9784582857801*
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ヴェール論争～リベラリズムの試練～(サピエンティア 40) 
クリスチャン・ヨプケ 著 
法政大学出版局 
増えるヨーロッパとイスラムの政治的・社会的軋轢。英独仏 3 か国による移民政策

や受容と排除の現状を示し、アイデンティティを映す鏡としてヴェールを考察する。 
朝日新聞 2015/08/16 

2015:06. / 
13p,245p,21p 
978-4-588-60340-2 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784588603402*

 

漫画で読む「戦争という時代」～戦後 70 周年記念ムック～(白泉社ムック) 
太平洋戦争研究会/ 須本 壮一 著 
白泉社 
朝日新聞 2015/08/16 

2015:08. / 445p 
978-4-592-84302-3 
815 円〔本体〕+税 

*9784592843023*

 

山怪～山人が語る不思議な話～ 
田中 康弘 著 
山と渓谷社 
日本の山には何かがいる。その何かは古今東西さまざまな形で現れ、老若男女を

脅かす。狐火があふれる地、マタギの臨死体験、山塊に蠢くもの…。山で働き暮ら

す人々が実際に遭遇した奇妙な体験を紹介する。現代版遠野物語。 
朝日新聞 2015/08/16 

2015:06. / 252p 
978-4-635-32004-7 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784635320047*

 

大江戸科学捜査八丁堀のおゆう(宝島社文庫 C や-5-1) 
山本 巧次 著 
宝島社 
江戸の両国橋近くに住むおゆうが、薬種問屋をめぐる殺人事件と闇薬の裏流しに

ついて調査を開始する…が、彼女の正体はアラサー元 OL・関口優佳。家の扉をく

ぐって江戸と現代を行き来しながら事件の真相に迫る! 
朝日新聞 2015/08/16 

2015:08. / 414p 
978-4-8002-4441-3 
680 円〔本体〕+税 

*9784800244413*

 

どっとこどうぶつえん(こどものとも絵本) 
中村 至男 著 
福音館書店 
世にも不思議な動物園へようこそ！ 
朝日新聞 2015/08/16 

2014:05. / [32p] 
978-4-8340-8102-2 
800 円〔本体〕+税 

*9784834081022*

 

日めくりまいにち、ポジティヴ！(［実用品］) 
井上裕介 著 
ワニブックス 
朝日新聞 2015/08/16 

2015:03. /  
978-4-8470-9328-9 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784847093289*

 

腐ったリンゴをどうするか?～手抜きを防ぐ方策はある～ 
釘原 直樹 著 
三五館 
社会的手抜きは人間の活動と切っても切れない関係にある。手抜きとはなんであ

り、どうして起こり、どうやったら防げるのか? その原因やメカニズムについて、数多く

の実験や研究をもとに究明していく。 
朝日新聞 2015/08/16 

2015:07. / 202p,4p 
978-4-88320-640-7 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784883206407*
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はにかみの国～石牟礼道子全詩集～  
石牟礼 道子 著 
石風社 
石牟礼作品の底流に響く神話的世界が詩という蒸留器で清冽に結露。１９５０年代

作品から近作まで、３０編の全詩集。 
朝日新聞 2015/08/16 

2002:08. / １６９ｐ 
978-4-88344-085-6 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784883440856*

 

医者、用水路を拓く～アフガンの大地から世界の虚構に挑む～  
中村 哲 著 
石風社 
百の診療所より一本の用水路を！ パキスタン・アフガニスタンで１９８４年から診療

を続ける医者が、戦乱と大旱魃の中、１５００本の井戸を掘り、１３キロの用水路を拓

く。真に世界の実相を読み解くために記された渾身の報告。 
朝日新聞 2015/08/16 

2007:11. / ３７５ｐ 
978-4-88344-155-6 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784883441556*

 

出版屋(ほんや)の考え休むににたり 
福元 満治 著 
石風社 
出版屋のオヤジがどじょうやなまずのように川の底から世界を眺むれば、そこには

何が見えるのか。地方都市福岡で志も見通しもなく創業して 30 年。能天気にして

苦くおもろい出版社の楽屋話が満載。 
朝日新聞 2015/08/16 

2012:07. / 284p 
978-4-88344-215-7 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784883442157*

 

声～千年先に届くほどに～ 
姜 信子 著 
ぷねうま舎 
いのちを燃やすための〈声〉は、いまどこに・・・国境を越え、言葉の壁、生死の境を

も越えて、本当のいのちの歌を探した漂泊の記録 
朝日新聞 2015/08/16 

2015:06. / 213p 
978-4-906791-46-0 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784906791460*

 

1945←2015～若者から若者への手紙～ 
室田 元美/ 北川 直実/ 落合 由利子 著, 室田 元美/ 北川 直実/ 落合 由利

子/ 北川 直実 編 
ころから 
アジア・太平洋戦争の時代に若者だった戦争体験者たちの証言と、2015 年の今を

生きる若者たちがその証言を読んで綴った手紙を収録する。もっと「戦争」を知りた

い人のためのブックリスト等も掲載。 
朝日新聞 2015/08/16 

2015:07. / 221p 
978-4-907239-15-2 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784907239152*

 

日経連～もうひとつの戦後史～  
ジョン・クランプ/ 渡辺 雅男/ 洪 哉信 著 
桜井書店 
「階級闘争」が闘われていた時代、日経連は資本の前衛として振る舞っていた。財

界とは、階級とは、労働組合とは、そして戦後日本資本主義とは？ 日経連につい

ての実証研究。 
朝日新聞 2015/08/16 

2006:01. / ２８３，８ｐ 
978-4-921190-33-0 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784921190330*
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生きて帰ってきた男～ある日本兵の戦争と戦後～(岩波新書 新赤版 1549) 
小熊 英二 著 
岩波書店 
とある一人のシベリア抑留者がたどった軌跡から、戦前・戦中・戦後の日本の生活

模様がよみがえる。戦争とは、平和とは、いったい何だったのか。著者が自らの父・

謙二の人生を通して、「生きられた 20 世紀の歴史」を描き出す。 
朝日新聞 2015/08/16、東京・中日新聞 2015/08/30、毎日新聞 2015/08/30 

2015:06. / 389p 
978-4-00-431549-0 
940 円〔本体〕+税 

*9784004315490*

 

世界の果てのこどもたち 
中脇 初枝 著 
講談社 
あの戦争は、誰のためのものだったのだろうか。戦時中に満洲で出会った三人の女

の子。『きみはいい子』著者の、新たな代表作。 
朝日新聞 2015/08/16、読売新聞 2015/08/16 

2015:06. / 381p 
978-4-06-219539-3 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784062195393*

 

映画は絵画のように～静止・運動・時間～ 
岡田 温司 著 
岩波書店 
絵画と映画との関係を多面的に描きだす 
朝日新聞 2015/08/23 

2015:06. / 9p,297p,16p
978-4-00-022294-5 
2,900 円〔本体〕+税 

*9784000222945*

 

暴力は絶対だめ! 
アストリッド・リンドグレーン/ 石井 登志子 著 
岩波書店 
「長くつ下のピッピ」を生んだ児童文学作家、アストリッド・リンドグレーンが、暴力と

権威主義、とくに、子どもたちが も被害を受ける家庭内暴力の問題について強く

訴えた、ドイツ書店協会平和賞の受賞スピーチを収録する。 
朝日新聞 2015/08/23 

2015:08. / 38p 
978-4-00-024789-4 
900 円〔本体〕+税 

*9784000247894*

 

自由という牢獄～責任・公共性・資本主義～ 
大澤 真幸 著 
岩波書店 
現代社会を覆う閉塞感の正体とは何か。「自由の牢獄」「責任論」「<公共性>の条

件」という 3 つの重要論考と資本主義と人間の自由をめぐる書き下ろしで構成し、<
自由>の新たなる概念を探究する書。 
朝日新聞 2015/08/23 

2015:02. / 13p,325p 
978-4-00-061019-3 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784000610193*

 

長くつ下のピッピ 新版(岩波少年文庫)  
アストリッド・リンドグレーン/ 大塚 勇三 著 
岩波書店 
世界一強い女の子ピッピのとびきりゆかいな物語。となりの家に住むトミーとアンニ

カは、ごたごた荘でサルと一緒に自由気ままに暮らしているピッピがうらやましくてな

りません。９０年刊の新版。 
朝日新聞 2015/08/23 

2000:06. / ２３９ｐ 
978-4-00-114014-9 
680 円〔本体〕+税 

*9784001140149*
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不可能性の時代(岩波新書 新赤版)  
大沢 真幸 著 
岩波書店 
「現実から逃避」するのではなく、「現実へと逃避」する者たち。彼らはいったい何を

求めているのか。９５年を境に迎えたこの特異な時代を、戦後精神史の中に位置づ

け、現代社会における普遍的な連帯の可能性を理論的に探る。 
朝日新聞 2015/08/23 

2008:04. / ２８９，７ｐ 
978-4-00-431122-5 
860 円〔本体〕+税 

*9784004311225*

 

ルポにっぽんのごみ(岩波新書 新赤版 1555) 
杉本 裕明 著 
岩波書店 
日本のごみは年間約 4 億 2 千万トン。日々の「ごみの行方」はどうなっているのか。

先端のリサイクル施設、不法投棄の現場、海を渡った中古品、関連法施行の背

景、拡大するリユース事情などを長年取材してきた著者が活写する。 
朝日新聞 2015/08/23 

2015:07. / 2p,247p,3p 
978-4-00-431555-1 
800 円〔本体〕+税 

*9784004315551*

 

自我の起原～愛とエゴイズムの動物社会学～(岩波現代文庫)  
真木 悠介 著 
岩波書店 
朝日新聞 2015/08/23 

2008:11. / ２２４ｐ 
978-4-00-600205-3 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784006002053*

 

中国狂乱の「歓楽街」 
富坂 聰 著 
KADOKAWA 
世界の“性都”と呼ばれた東莞市(広東省)で行われた大規模な摘発。東莞の現状を

レポートするほか、愛人事情、売春、死体の結婚、母乳ビジネスなど、“欲望”に乱

れ狂う中国社会の闇に迫る。 
朝日新聞 2015/08/23 

2015:06. / 222p 
978-4-04-601084-1 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784046010841*

 

世界の共同主観的存在構造(講談社学術文庫)  
広松渉 著 
講談社 
朝日新聞 2015/08/23 

1991:11. / ４２６ｐ 
978-4-06-158998-8 
1,250 円〔本体〕+税 

*9784061589988*

 

探究<１>(講談社学術文庫)  
柄谷行人 著 
講談社 
朝日新聞 2015/08/23 

1992:03. / ２６５ｐ 
978-4-06-159015-1 
960 円〔本体〕+税 

*9784061590151*

 

探究<２>(講談社学術文庫)  
柄谷行人 著 
講談社 
朝日新聞 2015/08/23 

1994:04. / ３７０ｐ 
978-4-06-159120-2 
1,150 円〔本体〕+税 

*9784061591202*
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SNS って面白いの?～何が便利で、何が怖いのか～(ブルーバックス B-1926) 
草野 真一 著 
講談社 
Facebook や Twitter、LINE といった「SNS」を使ったことがない人でも、しくみやメリ

ット、リスクを理解できる 
朝日新聞 2015/08/23 

2015:07. / 254p 
978-4-06-257926-1 
900 円〔本体〕+税 

*9784062579261*

 

苦海浄土～わが水俣病～(講談社文庫)  
石牟礼 道子 著 
講談社 
朝日新聞 2015/08/23 

2004:07. / ４１１ｐ 
978-4-06-274815-5 
690 円〔本体〕+税 

*9784062748155*

 

雲の王(集英社文庫 か 49-4) 
川端 裕人 著 
集英社 
気象台に勤務する美晴は、息子とふたり暮らし。ある日、自分たち一族には、天気

を「よむ」不思議な能力があることを知る。美晴にも天気を予知する能力が出現し、

特別研究チームへの参加を任命され…。気象エンタメ小説。 
朝日新聞 2015/08/23 

2015:07. / 418p 
978-4-08-745340-9 
720 円〔本体〕+税 

*9784087453409*

 

存在論的、郵便的～ジャック・デリダについて～  
東 浩紀 著 
新潮社 
ハイデガーの存在論とフロイトの精神分析を継承するジャック・デリダ。その謎めい

た脱構築哲学を解読し、来るべき「郵便空間」を開示する。ロジックの速度・情報の

圧縮・知的テンション…。２７歳の俊英が挑む未知の哲学空間。 
朝日新聞 2015/08/23 

1998:10. / ３３８，４ｐ 
978-4-10-426201-4 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784104262014*

 

プロパガンダ戦史(中公文庫 い 122-1) 
池田 徳眞 著 
中央公論新社 
太平洋戦争中に、米英などの軍事捕虜を用いてアメリカに対する謀略放送「日の丸

アワー」を行った池田徳眞による実践に裏づけられたインテリジェンスの指南書。宣

伝(プロパガンダ)を通して、各国の宣伝の特徴を読み解く。 
朝日新聞 2015/08/23 

2015:07. / 249p 
978-4-12-206144-6 
820 円〔本体〕+税 

*9784122061446*

 

上海 36 人圧死事件はなぜ起きたのか 
加藤 隆則 著 
文藝春秋 
2014 年末、上海 大の観光名所・外灘で、多数の若者が死亡する大惨事が起き

た。政府は被害者の出身地を隠し、公安当局は遺族を監視下においた。それはな

ぜなのか-。習近平政権のタブーに迫る! 
朝日新聞 2015/08/23 

2015:06. / 255p 
978-4-16-390291-3 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784163902913*
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零戦少年(ヤングチャンピオンコミックス) 
葛西りいち 著 
秋田書店 
朝日新聞 2015/08/23 

2015:08. / 206p 
978-4-253-14203-8 
562 円〔本体〕+税 

*9784253142038*

 

スウィート・ソウル・ミュージック～リズム・アンド・ブルースと南部の自由への夢～  
ピーター・ギュラルニック/ 新井 崇嗣 著 
シンコーミュージック・エンタテイメント 
ソウル・ミュージックの古典としてファンの間では知られていた、幻の名著が遂に邦

訳化。５年間にわたる取材を通して、サザン・ソウルが生まれた時代、社会、アーティ

スト、ソングライターなど関係者をヴィヴィッドに描く。 
朝日新聞 2015/08/23 

2005:04. / ４６７，４２ｐ 
978-4-401-61918-4 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784401619184*

 

曽呂利!～秀吉を手玉に取った男～ 
谷津 矢車 著 
実業之日本社 
秀吉は、なぜ誑かされたのか? そろりそろりと気づかれないうちに人に近づき、そろ

りそろりと人の心の中に少しずつ入り込んでくる-。頓知の天才、茶の湯の達人、人

たらし。秀吉幕下を翻弄する謎の男・曽呂利新左衛門に迫る。 
朝日新聞 2015/08/23 

2015:07. / 365p 
978-4-408-53669-9 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784408536699*

 

戦後日本の宗教史～天皇制・祖先崇拝・新宗教～(筑摩選書 0116) 
島田 裕巳 著 
筑摩書房 
敗戦がもたらした混乱と、その後の復興。それは宗教の世界にも大きな影響を与え

た。天皇制・祖先崇拝・新宗教という 3 つの柱を立て、どのように今の大きな転換期

に至ったかをたどり、戦後日本社会の精神の変容を明らかにする。 
朝日新聞 2015/08/23 

2015:07. / 328p 
978-4-480-01623-2 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784480016232*

 

忠誠と反逆(ちくま学芸文庫)  
丸山 真男 著 
筑摩書房 
朝日新聞 2015/08/23 

1998:02. / ４９９ｐ 
978-4-480-08398-2 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784480083982*

 

限界芸術論(ちくま学芸文庫)  
鶴見 俊輔 著 
筑摩書房 
朝日新聞 2015/08/23 

1999:11. / ４６２ｐ 
978-4-480-08525-2 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784480085252*
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敗戦後論(ちくま学芸文庫 カ 38-1) 
加藤 典洋 著 
筑摩書房 
新しい大戦の死者の弔い方、憲法の「選び直し」など、ラディカルな問題提起により

大論争を巻き起こした、戦後問題の基本書を再刊。内田樹・伊東祐吏による解説を

付す。 
朝日新聞 2015/08/23 

2015:07. / 381p 
978-4-480-09682-1 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784480096821*

 

玉の井という街があった(ちくま文庫 ま 49-1) 
前田 豊 著 
筑摩書房 
私娼窟から赤線地帯へ-。永井荷風の「?東綺譚」で知られる玉の井。しかし、その実

態はほとんど伝えられていない。同時代に生きた著者が、自らの体験と取材をもと

に、人と街の姿を書き残した貴重な記録。 
朝日新聞 2015/08/23 

2015:07. / 267p 
978-4-480-43281-0 
800 円〔本体〕+税 

*9784480432810*

 

「居場所」のない男、「時間」がない女 
水無田 気流 著 
日本経済新聞出版社 
家庭で孤立する中高年、生涯未婚者増、年約 3 万人の孤独死、産みたくても産め

ない「社会的不妊」…。「普通の幸せ」は、今なぜこれほどハードルが高いのか? 気

鋭の社会学者が、「時空間の歪み」をキーワードに読み解く。 
朝日新聞 2015/08/23 

2015:06. / 274p 
978-4-532-16955-8 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784532169558*

 

性からよむ中国史～男女隔離・纏足・同性愛～ 
スーザン・マン/ 小浜 正子/ リンダ・グローブ/ 秋山 洋子/ 板橋 暁子/ 大橋 史

恵 著 
平凡社 
儒教思想に基づく性制度の変遷と特殊な歴史 
朝日新聞 2015/08/23 

2015:06. / 316p 
978-4-582-48221-8 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784582482218*

 

カール・ポランニーの経済学入門～ポスト新自由主義時代の思想～(平凡社新書 
784) 
若森 みどり 著 
平凡社 
市場原理主義批判から人間のための経済へ 
朝日新聞 2015/08/23 

2015:08. / 314p 
978-4-582-85784-9 
880 円〔本体〕+税 

*9784582857849*

 

動物たちの武器～闘いは進化する～ 
ダグラス・J.エムレン/ 山田 美明/ デイヴィッド・J.タス 著 
エクスナレッジ 
剣歯虎、カブトムシ、シオマネキ…。「軍拡」の道を選んだ生物たちと、人間の武器と

の共通点とは? 豊富な写真とイラストも駆使して進化の謎に迫るポピュラー・サイエ

ンス。 
朝日新聞 2015/08/23 

2015:06. / 325p 図版
16p 
978-4-7678-2028-6 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784767820286*



 30  

 

永続敗戦論～戦後日本の核心～(at プラス叢書 04) 
白井 聡 著 
太田出版 
1945 年以来、われわれはずっと「敗戦」状態にある-。政治哲学や社会思想が専門

の著者が、一種の義務感や切迫感に駆られて綴った時事的政論。戦争責任をきわ

めて不十分にしか問うていない戦後日本の問題を改めて指摘する。 
朝日新聞 2015/08/23 

2013:03. / 221p 
978-4-7783-1359-3 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784778313593*

 

森浩一著作集<1> 古墳時代を考える 
森 浩一 著, 森浩一著作集集委員会 編 
新泉社 
「森浩一著作集」全 5 巻刊行開始！ 歩き、自身の目で見ることを重んじ活動した

考古学者、森浩一氏の膨大な著述から主要論考を選び、氏の考古学研究の軌跡

を辿る。 
朝日新聞 2015/08/23 

2015:08. / 303p 
978-4-7877-1521-0 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784787715210*

 

「学力」の経済学 
中室 牧子 著 
ディスカヴァー・トゥエンティワン 
子どもをご褒美で釣ってはいけないの? 子どもはほめて育てるべきなの? ゲームは

子どもに悪い影響があるの? 教育経済学者がデータを用いて、教育や子育てに関

する思い込みを覆す。 
朝日新聞 2015/08/23 

2015:06. / 199p 
978-4-7993-1685-6 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784799316856*

 

世界の辺境案内～観光ガイドではたどりつけない!?“世界の果て”の歩き方～ 
蔵前 仁一/ 金子 貴一/ 鎌倉 文也/ 山本 高樹 著 
洋泉社 
世界 悪の放射能汚染湖、遺体の腐敗状況を観察する死体農場…。立入禁止エ

リアや秘境、廃墟、未承認国家など、様々な理由により一般人がなかなか訪れるこ

とのできない、アクセス困難なスポットを「辺境」として紹介する。 
朝日新聞 2015/08/23 

2015:07. / 143p 
978-4-8003-0700-2 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784800307002*

 

にっぽん氷の図鑑～かき氷ジャーニー～(ぴあ MOOK) 
原田 泉 著 
ぴあ 
ゴーラー(かき氷フリーク)たちの聖地、埼玉・熊谷の滋げんをはじめ、北海道から沖

縄までのかき氷店とメニューを、豊富な写真で紹介します。本書をお店に持ってい

った人だけが注文できる裏メニューも掲載。 
朝日新聞 2015/08/23 

2015:07. / 159p 
978-4-8356-2490-7 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784835624907*

 

ルイ・ヴィトン元 CEO が教える出世の極意 
マーク・ウェバー/ 須川 綾子 著 
飛鳥新社 
カネ無し。コネ無し。前職もクビ。それでもルイ・ヴィトン CEO に上りつめた男が綴っ

た、あらゆる業種・地位のビジネスマンの「伸び悩み」を解決する心得集。組織で出

世し、圧倒的な成功を手に入れる術を伝える。 
朝日新聞 2015/08/23 

2015:08. / 238p 
978-4-86410-424-1 
1,389 円〔本体〕+税 

*9784864104241*
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JAPAN～ロバート・ブルーム画集～ 
ロバート・ブルーム/ 岡部 昌幸 著 
芸術新聞社 
日本を愛した明治初期の画家ロバート・フレデリック・ブルームの画集。「飴屋」「花

売り」「絹物商」「歌舞伎役者」「芸者」や、来日前の絵を含めた 45 点を収録する。 
朝日新聞 2015/08/23 

2015:08. / 119p 
978-4-87586-454-7 
3,300 円〔本体〕+税 

*9784875864547*

 

明仁天皇と平和主義(朝日新書 526) 
斉藤 利彦 著 
朝日新聞出版 
少年期に芽生えたと思われる「非権力」志向、疎開体験、リベラルな米国人女性教

師と小泉信三の薫陶、そして「平和の同志」美智子さまとの出会い-。平和を希求す

る天皇陛下の足跡をたどる。 
朝日新聞 2015/08/23、読売新聞 2015/08/23 

2015:07. / 237p 
978-4-02-273626-0 
760 円〔本体〕+税 

*9784022736260*

 

大転換～新しいエネルギー経済のかたち～ 
レスター・R.ブラウン/ ジャネット・ラーセン/ J.マシュー・ローニー/ エミリー・E.アダム

ズ/ 枝廣 淳子 著 
岩波書店 
五〇年分の変化が圧縮された形で次の一〇年間に起こる。ウォール街の投資家た

ちや抜け目ない各国政府は、この基本的な真実に気づきつつある。太陽と風力に

基づく、より民主的で新しいエネルギー経済のかたちを知ろう。 
朝日新聞 2015/08/30 

2015:07. / 
13p,202p,20p 
978-4-00-061060-5 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784000610605*

 

せいめいのれきし～地球上にせいめいがうまれたときからいままでのおはなし～ 
改訂版 
バージニア・リー・バートン/ いしい ももこ/ まなべ まこと 著 
岩波書店 
地球が生まれてから今この瞬間までの壮大な命のリレーを、劇場仕立てで物語る名

作絵本が半世紀ぶりに生まれ変わりました。現在の知見を元に本文をアップデー

ト。監修は恐竜研究の第一人者・真鍋真氏。 
朝日新聞 2015/08/30 

2015:07. / 76p 
978-4-00-111250-4 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784001112504*

 

鈴木さんにも分かるネットの未来(岩波新書 新赤版 1551) 
川上 量生 著 
岩波書店 
ネットの世界では何が起きているのか。ネットの世論はどのようにつくられるのか。リ

アルとの関係は。パイオニアとしてさまざまな試みを実現してきた著者が、縦横無尽

に綴る。スタジオジブリの機関誌『熱風』連載に加筆。 
朝日新聞 2015/08/30 

2015:06. / 3p,343p 
978-4-00-431551-3 
900 円〔本体〕+税 

*9784004315513*

 

日本で 100 年、生きてきて(朝日新書 523) 
むの たけじ 著 
朝日新聞出版 
敗戦の日に新聞社を辞めて秋田で週刊新聞『たいまつ』を創刊。社会の矛盾や不

正を訴え続けてきた著者が、戦争、原発や差別などの問題を考えぬき、大切なこと

は何かを語りつくす。『朝日新聞』秋田県版等掲載をもとに書籍化。 
朝日新聞 2015/08/30 

2015:07. / 254p 
978-4-02-273623-9 
780 円〔本体〕+税 

*9784022736239*
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神さまのいる書店～まほろばの夏～ 
三萩 せんや 著 
KADOKAWA 
本好きの高校 2 年生、紙山ヨミが、夏休みのバイト先として紹介された「まほろば屋

書店」。そこは魂の宿る生きた本「まほろ本」を扱う、世にも不思議な書店だった。ヨミ

はそこでまほろ本の「中の人」サクヤと出会う。 
朝日新聞 2015/08/30 

2015:07. / 233p 
978-4-04-067703-3 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784040677033*

 

日本再発見～芸術風土記～(角川ソフィア文庫 J111-1) 
岡本 太郎 著 
KADOKAWA 
人間の生活があるところ、どこでも第一級の芸術があり得る――。秋田、岩手、京

都、大阪、出雲、四国、長崎を歩き、その風土に失われた原始日本の面影を見いだ

していく太郎の旅。著者撮影の写真を完全収録。 
朝日新聞 2015/08/30 

2015:07. / 293p 
978-4-04-409488-1 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784044094881*

 

氷菓(角川文庫)  
米沢 穂信 著 
角川書店 
朝日新聞 2015/08/30 

2001:11. / ２１７ｐ 
978-4-04-427101-5 
457 円〔本体〕+税 

*9784044271015*

 

死刑弁護人～生きるという権利～(講談社＋α 文庫)  
安田 好弘 著 
講談社 
朝日新聞 2015/08/30 

2008:04. / ４３０ｐ 
978-4-06-281199-6 
933 円〔本体〕+税 

*9784062811996*

 

仮往生伝試文(講談社文芸文庫 ふ A8) 
古井 由吉 著 
講談社 
現在もなお、 先端をひた走る古井文学の 高峰、初の文庫化。言葉とは、生と

は、死とは何か。日本語の可能性を極限まで広げた傑作！ 
朝日新聞 2015/08/30 

2015:07. / 505p 
978-4-06-290278-6 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784062902786*

 

細雪<上> 改版(新潮文庫)  
谷崎 潤一郎 著 
新潮社 
朝日新聞 2015/08/30 

1997:04. / ２８４ｐ 
978-4-10-100512-6 
550 円〔本体〕+税 

*9784101005126*

 

細雪<中巻> 改版(新潮文庫)  
谷崎 潤一郎 著 
新潮社 
朝日新聞 2015/08/30 

1989:01. / ３１３ｐ 
978-4-10-100513-3 
630 円〔本体〕+税 

*9784101005133*
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細雪<下巻> 改版(新潮文庫)  
谷崎 潤一郎 著 
新潮社 
朝日新聞 2015/08/30 

1997:04. / ４２０ｐ 
978-4-10-100514-0 
710 円〔本体〕+税 

*9784101005140*

 

国家の罠～外務省のラスプーチンと呼ばれて～(新潮文庫)  
佐藤 優 著 
新潮社 
朝日新聞 2015/08/30 

2007:10. / ５５０ｐ 
978-4-10-133171-3 
750 円〔本体〕+税 

*9784101331713*

 

満願 
米澤 穂信 著 
新潮社 
人を殺め、静かに刑期を終えた妻の本当の動機とは――。表題作はじめ、日常の

謎の名手が、人生の岐路に起きる切ない謎を描く。待望のミステリ短編集。 
朝日新聞 2015/08/30 

2014:03. / 330p 
978-4-10-301474-4 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784103014744*

 

あの家に暮らす四人の女 
三浦 しをん 著 
中央公論新社 
謎の老人の活躍としくじり。ストーカー男の闖入。いつしか重なりあう、生者と死者の

声-古びた洋館に住む女四人の日常は、今日も豊かでかしましい。ざんねんな女た

ちの、現代版「細雪」。『婦人公論』連載を単行本化。 
朝日新聞 2015/08/30 

2015:07. / 307p 
978-4-12-004739-8 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784120047398*

 

正しい保健体育(文春文庫 み 23-3) 
みうら じゅん 著 
文藝春秋 
「保健体育」の教科書の体裁で、「性とは何か?」「生きるとは何か?」から、結婚後

次々と訪れる「夫婦生活」「子育て」「介護」への心構えまでを説く。下ネタの隙間か

ら、深い人生哲学と人間の真理が見えてくる爆笑講義録。 
朝日新聞 2015/08/30 

2015:08. / 291p 
978-4-16-790431-9 
670 円〔本体〕+税 

*9784167904319*

 

14 歳からの戦争のリアル(14 歳の世渡り術) 
雨宮 処凛 著 
河出書房新社 
戦争へ行くってどういうことなの？第二次大戦経験者やイラク帰還兵、韓国兵役拒

否亡命者、元自衛隊員 etc。様々な戦争のリアル。 
朝日新聞 2015/08/30 

2015:07. / 243p 
978-4-309-61695-7 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784309616957*

 

下流社会～新たな階層集団の出現～(光文社新書)  
三浦 展 著 
光文社 
「いつかはクラウン」から「毎日百円ショップ」の時代へ。もはや「中流」ではなく「下

流」化している若い世代の価値観、生活、消費を豊富なデータから分析。「下流社

会」とはどんな社会なのか？ 階層問題における消費社会論。 
朝日新聞 2015/08/30 

2005:09. / ２８４ｐ 
978-4-334-03321-7 
780 円〔本体〕+税 

*9784334033217*
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黒猫の小夜曲(セレナーデ) 
知念 実希人 著 
光文社 
不本意ながら黒猫の体を借りて地上に降りた“死神”。生前の記憶を失った地縛霊

のレディ。2 人で未練を持つ魂を救う中、ミステリアスな事件に遭遇して…。「優しい

死神の飼い方」に続く、ファンタジックミステリー第 2 弾。 
朝日新聞 2015/08/30 

2015:07. / 397p 
978-4-334-91039-6 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784334910396*

 

格差固定～下流社会 10 年後調査から見える実態～ 
三浦 展 著 
光文社 
衝撃のベストセラー「下流社会」から 10 年。日本は新しい「身分社会」に突入してい

た! 全国の男女へのアンケート調査をもとに、現代の階層意識を 10 年前と比較・検

証し、その実像と日本の将来の姿を描き出す。 
朝日新聞 2015/08/30 

2015:07. / 263p 
978-4-334-97831-0 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784334978310*

 

下山事件 暗殺者たちの夏 
柴田 哲孝 著 
祥伝社 
戦後間もない GHQ 占領下の日本。昭和 24 年 7 月 5 日、初代国鉄総裁が失踪。

翌 6 日未明、線路上で礫死体となって発見された-。昭和史 大の謎「下山事件」

の真実を描く。『小説 NON』連載を加筆、訂正し単行本化。 
朝日新聞 2015/08/30 

2015:06. / 506p 
978-4-396-63470-4 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784396634704*

 

誘拐(ちくま文庫)  
本田 靖春 著 
筑摩書房 
朝日新聞 2015/08/30 

2005:10. / ３６１ｐ 
978-4-480-42154-8 
800 円〔本体〕+税 

*9784480421548*

 

おとなになるってどんなこと?(ちくまプリマー新書 238) 
吉本 ばなな 著 
筑摩書房 
勉強のこと、友だちとのこと、死、そして生きること…。若者たちが抱える、人生の根

幹に関わる 8 つの問いに、吉本ばなながやさしく答えます。大人も考えさせられる

珠玉の言葉が満載。 
朝日新聞 2015/08/30 

2015:07. / 125p 
978-4-480-68942-9 
680 円〔本体〕+税 

*9784480689429*

 

王とサーカス 
米澤 穂信 著 
東京創元社 
2001 年、雑誌の仕事でネパールに向かった太刀洗万智。王宮で王族殺害事件が

勃発し、彼女はジャーナリストとして取材を開始するが…。疑問と苦悩の果てに、太

刀洗が辿り着いた痛切な真実とは? 
朝日新聞 2015/08/30 

2015:07. / 413p 
978-4-488-02751-3 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784488027513*
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完全版マーティン・ガードナー数学ゲーム全集<1> ガードナーの数学パズル・ゲー

ム 
マーティン・ガードナー/ 岩沢 宏和/ 上原 隆平/ 岩沢 宏和 著 
日本評論社 
数学パズルの世界に決定的な影響を与え続ける名コラム「数学ゲーム」をパズル界

気鋭の二人が邦訳。シリーズ第 1 巻。全 15 巻予定。 
朝日新聞 2015/08/30 

2015:04. / 8p,270p 
978-4-535-60421-6 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784535604216*

 

日本推理作家協会賞受賞作全集<３４> 事件(双葉文庫)  
双葉社 
朝日新聞 2015/08/30 

1999:11. / ５７６ｐ 
978-4-575-65846-0 
895 円〔本体〕+税 

*9784575658460*

 

ライフタイム～いきものたちの一生と数字～(ポプラせかいの絵本 48) 
ローラ・M.シェーファー/ クリストファー・サイラス・ニール/ 福岡 伸一 著 
ポプラ社 
一生の間に、トナカイの角は 10 回生えかわります。一生の間に、カンガルーのメス

は 50 匹の赤ちゃんを産みます…。生きものたちの一生に隠された数字の不思議

を、グラフィカルなイラストで紹介する科学絵本。 
朝日新聞 2015/08/30 

2015:06. / [32p] 
978-4-591-14540-1 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784591145401*

 

子どもの貧困/不利/困難を考える<1> 理論的アプローチと各国の取組み 
埋橋 孝文/ 矢野 裕俊 著 
ミネルヴァ書房 
「貧困に抗う福祉・教育プログラム」を構想 
朝日新聞 2015/08/30 

2015:08. / 9p,272p 
978-4-623-07405-1 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784623074051*

 

子どもの貧困/不利/困難を考える<2> 社会的支援をめぐる政策的アプローチ 
埋橋 孝文/ 大塩 まゆみ/ 居神 浩 著 
ミネルヴァ書房 
先鋭的に深刻化しているグループに注目 
朝日新聞 2015/08/30 

2015:08. / 9p,261p 
978-4-623-07406-8 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784623074068*

 

軍艦武藏<上巻> 新版 
手塚 正己 著 
太田出版 
1944 年 10 月 24 日。日本人の造った世界一の巨艦「武藏」は、シブヤン海の海底

へ姿を消した-。巨艦「武藏」衝撃の真実を、膨大な関係者へのインタビューと克明

な資料調査をもとに描き出す。折り込み資料つき。 
朝日新聞 2015/08/30 

2015:07. / 613p 
978-4-7783-1447-7 
2,700 円〔本体〕+税 

*9784778314477*
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軍艦武藏<下巻> 新版 
手塚 正己 著 
太田出版 
軍艦「武藏」の沈没で、乗員 2399 名中 1023 名がシブヤン海に没した。だが、戦争

はそれで終わったわけではなかった。さらに過酷な運命に翻弄された青年たちの真

実を描く。折り込み資料つき。 
朝日新聞 2015/08/30 

2015:07. / 605p 
978-4-7783-1448-4 
2,700 円〔本体〕+税 

*9784778314484*

 

隔離の記憶～ハンセン病といのちと希望と～ 
高木 智子 著 
彩流社 
日本には、ハンセン病になった人たちを強制隔離してきた法律「らい予防法」があっ

た。隔離された世界を生き抜き、絶望からはい上がった人々の歩みの記録。『朝日

新聞』連載「ニッポン人脈記「隔離の記憶」」を単行本化。 
朝日新聞 2015/08/30 

2015:07. / 302p 
978-4-7791-2137-1 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784779121371*

 

沖縄 本土メディアが伝えない真実(イースト新書 055) 
古木 杜恵 著 
イースト・プレス 
在沖メディアの軍事記者が、普天間飛行場の返還・移設問題をどのように報じてき

たのかを明らかにし、「オール沖縄」の実態など、本土メディアが伝えない沖縄の現

況をレポートする。佐野眞一との対談も収録。 
朝日新聞 2015/08/30 

2015:08. / 301p 
978-4-7816-5055-5 
907 円〔本体〕+税 

*9784781650555*

 

真説・長州力～1951-2015～ 
田崎 健太 著 
集英社インターナショナル 
長州力がすべてを語った！ 在日朝鮮人二世として生まれた幼少期から、ミュンヘ

ン五輪、噛ませ犬事件、ＷＪプロレス崩壊まで、多くの 
朝日新聞 2015/08/30 

2015:07. / 491p 
978-4-7976-7286-2 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784797672862*

 

服を買うなら、捨てなさい 
地曳 いく子 著 
宝島社 
おしゃれな人ほど、少ない服で生きている! スタイリストの著者が、これまでの業界

経験を駆使し、イマイチ服をカットして、「これだ!」と思う服を手に入れるための方法

を紹介する。 
朝日新聞 2015/08/30 

2015:02. / 174p 
978-4-8002-3739-2 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784800237392*

 

竹内敏晴(言視舎評伝選) 
今野 哲男 著 
言視舎 
「生きること」を「からだ」で追い求めたレッスンする哲学者・竹内敏晴。彼に近代人

の孤独を見てきた著者が描く書き下ろし評伝。 
朝日新聞 2015/08/30 

2015:06. / 318p 
978-4-86565-024-2 
2,900 円〔本体〕+税 

*9784865650242*
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オープンダイアローグとは何か 
医学書院 
精神医療を刷新するアプローチ「オープンダイアローグ」。その発展と普及に寄与し

てきたヤーコ・セイックラ教授の論文 3 本の翻訳をメインに、オープンダイアローグ

の概略、実践の背景にある考え方、思想、具体的な手法を解説。 
朝日新聞 2015/08/30、毎日新聞 2015/08/30 

2015:06. / 205p 
978-4-260-02403-7 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784260024037*

 

高峰秀子かく語りき 
高峰 秀子 著, 高峰 秀子/ 斎藤 明美 編 
文藝春秋 
大女優 vs 昭和の名士たち。長谷川一夫、谷崎潤一郎、田中絹代、河野一郎…。

全 45 組、総勢延べ 74 名。24 歳から 78 歳まで、高峰秀子が昭和史にその名を刻

む人々と本音で語り合った貴重な対話の記録。 
東京・中日新聞 2015/08/02 

2015:06. / 564p 
978-4-16-390267-8 
2,950 円〔本体〕+税 

*9784163902678*

 

ホロコーストと外交官～ユダヤ人を救った命のパスポート～ 
モルデカイ・パルディール/ 松宮 克昌 著 
人文書院 
知られざるヒーローたちの救出ドラマ 
東京・中日新聞 2015/08/02 

2015:06. / 332p 
978-4-409-51072-8 
3,500 円〔本体〕+税 

*9784409510728*

 

文系の壁～理系の対話で人間社会をとらえ直す～(PHP 新書 994) 
養老 孟司 著 
ＰＨＰ研究所 
理系は言葉ではなく、論理で通じ合う。STAP 細胞研究は生物学ではない…。解剖

学者・養老孟司が、言葉、現実、社会、科学研究において、多くの文系の意識外に

あるような概念を理系の知性と語り合う。 
東京・中日新聞 2015/08/02 

2015:06. / 215p 
978-4-569-82533-5 
780 円〔本体〕+税 

*9784569825335*

 

「知覧」の誕生～特攻の記憶はいかに創られてきたのか～ 
山口 誠 編 
柏書房 
なぜ、人は知覧へと引き寄せられるのか。毎年数十万の人びとが訪れる「特攻の聖

地」知覧。特攻戦跡として戦後「発見」され、いまなお訪問者を増加させているプロ

セスを、メディア、観光、ジェンダーなどの視点から考える。 
東京・中日新聞 2015/08/02、産経新聞 2015/08/16、読売新聞 2015/08/16 

2015:06. / 425p 
978-4-7601-4610-9 
2,900 円〔本体〕+税 

*9784760146109*

 

エクソダス症候群(創元日本 SF 叢書 05) 
宮内 悠介 著 
東京創元社 
亡くなった父親がかつて勤務した、火星で唯一の精神病院。青年医師カズキは、こ

の過酷な開拓地の、薬もベッドもスタッフも不足した病院へ着任する。そして彼の帰

郷と同時に、隠されていた不穏な歯車が動きはじめ…。 
東京・中日新聞 2015/08/02、日本経済新聞 2015/08/16、朝日新聞 2015/08/23 

2015:06. / 275p 
978-4-488-01818-4 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784488018184*
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戦後 70 年、日本はこのまま没落するのか～豊かなゼロ成長の時代へ～ 
榊原 英資 著 
朝日新聞出版 
いまこそ「占領レジーム」を脱却せよ! 「日本国憲法制定」「財閥解体」「農地改革」

などを経て、戦後の占領下につくられた日本の政治・経済システムを総点検。資本

主義の限界を超えて日本が進むべき道を明らかにする。 
東京・中日新聞 2015/08/09 

2015:06. / 254p 
978-4-02-331418-4 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784023314184*

 

悲しみと無のあいだ 
青来 有一 著 
文藝春秋 
父が原子爆弾で破壊された廃墟のなかを歩きながらなにを目撃したのか、なにを感

じたのか…。原爆投下の長崎にこだわる著者の思索とイメージの深まりを示す中編

2 作を収録。『文學界』掲載を単行本化。 
東京・中日新聞 2015/08/09 

2015:07. / 148p 
978-4-16-390303-3 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784163903033*

 

歌人の死 
福島 泰樹 著 
東洋出版 
菱川善夫、寺山修司、塚本邦雄…。前衛を支え、叛逆の精神で冒険に立ち向か

い、美と思想に弊えた歌人 29 名の作品・生き様と死の行方を探る。「詩人の死」に

続くシリーズ第 2 弾。 
東京・中日新聞 2015/08/09 

2015:06. / 225p 
978-4-8096-7784-7 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784809677847*

 

線で読み解く日本の名画 
安村 敏信 著 
幻戯書房 
モノをカタチづくる輪郭線と、画家たちはいかに格闘してきたのか? 奈良時代の墨

絵から浮世絵、近代画まで、日本絵画の歴史 1200 年を、新しい視点で読み返す

美術案内。『一枚の繪』連載をもとに単行本化。 
東京・中日新聞 2015/08/09 

2015:06. / 253p 
978-4-86488-074-9 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784864880749*

 

ヴァイマル憲法とヒトラー～戦後民主主義からファシズムへ～(岩波現代全書 
068) 
池田 浩士 著 
岩波書店 
第一次世界大戦後の戦後民主主義を体現するヴァイマル憲法下で、ヒトラーは人

心を掌握し、合法的に政権を獲得した。ドイツ国民を魅了したナチズムの本質を抉

り出し、新たなファシズムの到来に警鐘を鳴らす。 
東京・中日新聞 2015/08/16 

2015:06. / 7p,286p 
978-4-00-029168-2 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784000291682*

 

戦争と検閲～石川達三を読み直す～(岩波新書 新赤版 1552) 
河原 理子 著 
岩波書店 
「生きている兵隊」で発禁処分を受けた石川達三。その裁判では何が問われたの

か。また、戦後の GHQ の検閲で問われたこととは。公判資料や本人の日記、幻の

原稿など貴重な資料を駆使して、言論統制の時代の実像に迫る。 
東京・中日新聞 2015/08/16 

2015:06. / 
16p,279p,12p 
978-4-00-431552-0 
820 円〔本体〕+税 

*9784004315520*
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ルポ生殖ビジネス～世界で「出産」はどう商品化されているか～(朝日選書 933) 
日比野 由利 著 
朝日新聞出版 
「自分の子」を求めて世界中から不妊者が集まる代理出産先進地、インド・タイ・ベト

ナム。現地で代理母、依頼者、仲介者、医師にインタビュー調査をした著者が、代

理出産の現状と未来をリアルに描き出す。 
東京・中日新聞 2015/08/16 

2015:06. / 222p 
978-4-02-263033-9 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784022630339*

 

冥途あり 
長野 まゆみ 著 
講談社 
亡くなったあと、知られざる横顔を見せ始めた父の人生。魅力あふれる文体で著者

自らと一族のルーツをたどり、新境地を拓く傑作。 
東京・中日新聞 2015/08/16 

2015:07. / 189p 
978-4-06-219572-0 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784062195720*

 

幕末の奇跡～<黒船>を造ったサムライたち～ 
松尾 龍之介 著 
弦書房 
ペリーの黒船来航後、わずか 15 年で、自らの力で蒸気船（=黒船）を造りあげるとい

う奇跡を起こしたサムライたち物語。製鉄と造船、航海術など当時の 先端の西洋

科学の英知を集めた〈蒸気船〉から、混沌とした幕末を読み解く 
東京・中日新聞 2015/08/16 

2015:06. / 297p 
978-4-86329-119-5 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784863291195*

 

徴用日記その他(銀河叢書) 
石川 達三 著 
幻戯書房 
石川達三による既刊単著未収録の文章の中から、日記・随筆・評論作品を精選。南

方徴用に関連するもの、戦後から戦中を振り返ったもの、戦後の政治状況に関して

の発言、文学やジャーナリズムに関しての発言などを収録する。 
東京・中日新聞 2015/08/16 

2015:07. / 252p 
978-4-86488-077-0 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784864880770*

 

僕たちの国の自衛隊に 21 の質問 
半田 滋 著 
講談社 
自衛隊はどうやってできたの? 日本国憲法が変わると、戦争が起きるの? これから

を生きる若者たちが知っておくべき日本の国防の基礎知識を、防衛記者歴 20 年以

上の半田滋が解説します。 
東京・中日新聞 2015/08/23 

2014:10. / 237p 
978-4-06-287008-5 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784062870085*

 

「人間国家」への改革～参加保障型の福祉社会をつくる～(NHK ブックス 1231) 
神野 直彦 著 
ＮＨＫ出版 
豊かさと貧困の過剰、地方消滅、社会保障崩壊、民主主義の危機が忍び寄る日

本。政治が市場を制御し、財政を有効に機能させ、すべての人間の参加が保障さ

れる社会はどう実現されうるのか。財政学の大家が提言する。 
東京・中日新聞 2015/08/23 

2015:06. / 225p 
978-4-14-091231-7 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784140912317*
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ちいちゃんのかげおくり～大型絵本～(あかね書房の大型絵本) 
あまん きみこ/ 上野 紀子 著 
あかね書房 
出征するお父さんから「かげおくり」というあそびを教えてもらった、ちいちゃん。ある

夏の夜、空襲でお母さんたちとはぐれてしまったちいちゃんが防空壕でみんなを待

っていると、お父さんの声が聞こえてきて…。大型絵本。 
東京・中日新聞 2015/08/23 

2014:07. / [52p] 
978-4-251-01003-2 
9,000 円〔本体〕+税 

*9784251010032*

 

ツンドラ・サバイバル 
服部 文祥 著 
みすず書房 
夏の南アルプスでの墜落事故。その現場への再訪と再起。秋の北海道、冬の四

国。ロシア極東北極圏縦断の旅…。広大なフィールドで展開するサバイバル・ノンフ

ィクション。『岳人』連載「超・登山論」をもとに大幅加筆。 
東京・中日新聞 2015/08/23 

2015:06. / 273p 
978-4-622-07918-7 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784622079187*

 

ごみと日本人～衛生・勤倹・リサイクルからみる近代史～ 
稲村 光郎 著 
ミネルヴァ書房 
戦前の社会を「ごみ問題」を通じて読み解く 
東京・中日新聞 2015/08/23 

2015:06. / 12p,317p,7p
978-4-623-07376-4 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784623073764*

 

山形映画祭を味わう～ドキュメンタリーが激突する街～ 
倉田 剛 著 
現代書館 
1989 年より山形市制施行百周年記念事業の一環として、山形市で隔年で開催され

ている「山形国際ドキュメンタリー映画祭」。世界から集結し発信された作品を、政

治・アジア・女たち・愛などの項目に分類し、楽しく論じる。 
東京・中日新聞 2015/08/23 

2015:07. / 246p 
978-4-7684-7654-3 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784768476543*

 

悲素 
帚木 蓬生 著 
新潮社 
あの夏、いったい何が? 「毒」は人間の体と心を、どう変えるのか? タリウム、サリン、

そして砒素-。現役医師の著者が実在の事件を題材に描いた鎮魂の書き下ろし巨

篇。 
東京・中日新聞 2015/08/30 

2015:07. / 544p 
978-4-10-331422-6 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784103314226*

 

デフ・ヴォイス～法廷の手話通訳士～(文春文庫 ま 34-1) 
丸山 正樹 著 
文藝春秋 
結婚に失敗し、職場でも挫折した荒井は、生活の為に手話通訳士となった。ある

日、荒井は刑事事件に問われたろう者の法廷通訳を引き受け、そこで運命の女性・

手塚瑠美に出会うが…。 
東京・中日新聞 2015/08/30 

2015:08. / 311p 
978-4-16-790420-3 
650 円〔本体〕+税 

*9784167904203*
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無学問のすすめ～自分の頭で考える思想入門～(ちくま新書 1139) 
伊東 祐吏 著 
筑摩書房 
「学問」って、そんなに必要? やるとバカになるんじゃないの? 吉本隆明、福沢諭

吉、小林秀雄、アーレントなど、さまざまな知識人の著作を俎上に載せ、「学問」とは

何かを説明し、「無学問」がどうあるべきかを考える。 
東京・中日新聞 2015/08/30 

2015:08. / 236p 
978-4-480-06846-0 
860 円〔本体〕+税 

*9784480068460*

 

薄明鬼語～西村賢太対談集～ 
西村 賢太 著 
扶桑社 
率直過ぎる芥川賞作家が引き出し、晒した作家の覚悟、女性関係、テレビ業界と文

芸界…。西村賢太が木内昇、田中慎弥、マツコデラックスらと文学の枠を超えて語り

合う。『en-taxi』等掲載の対談を書籍化。 
東京・中日新聞 2015/08/30 

2014:05. / 197p 
978-4-594-07047-2 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784594070472*

 

赦すこと～赦し得ぬものと時効にかかり得ぬもの～(ポイエーシス叢書 63) 
ジャック・デリダ 著 
未来社 
ジャック・デリダの晩年の問題系のひとつでもあった<赦し>の可能性=不可能性のア

ポリアを緻密に展開した論考。赦し得ない罪をそれでも赦し得るのかという究極の

問いを論じ抜く。訳者による解説付き。 
東京・中日新聞 2015/08/30、朝日新聞 2015/08/30 

2015:07. / 140p 
978-4-624-93263-3 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784624932633*

 

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。 
読売新聞 2015/08/02 

2015:05. / 222p 
978-4-06-258602-3 
1,550 円〔本体〕+税 

*9784062586023*

 

チンチン電車と女学生～1945 年 8 月 6 日・ヒロシマ～(講談社文庫 ほ 41-1) 
堀川 惠子/ 小笠原 信之 著 
講談社 
戦時下の広島で、チンチン電車の運転士・車掌として働いた女学生たちの証言を

掘り起こし、彼女たちの青春、生と死を描いた傑作ルポ。 
読売新聞 2015/08/02 

2015:06. / 281p 
978-4-06-293128-1 
730 円〔本体〕+税 

*9784062931281*

 

14 歳<フォーティーン>～満州開拓村からの帰還～(集英社新書 0789) 
澤地 久枝 著 
集英社 
昭和を見つめ、一貫して戦争や国家を問うてきた著者の原点となったのは、十四歳

での敗戦体験だった。満州でむかえた敗戦、難民生活と壮絶な引き揚げ体験。自

身がくぐり抜けてきた「戦争」のすべてを、いま、赤裸々に綴る。 
読売新聞 2015/08/02 

2015:06. / 189p 
978-4-08-720789-7 
700 円〔本体〕+税 

*9784087207897*
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欧米に寝たきり老人はいない～自分で決める人生最後の医療～ 
宮本 顕二/ 宮本 礼子 著 
中央公論新社 
終末期高齢者への人工的水分・栄養補給は世界の非常識? 2007 年にスウェーデ

ンの高齢者医療を見てきた著者たちが、日本における高齢者の終末期医療を考え

る。読売新聞社の医療サイト『ヨミドクター』連載をもとに書籍化。 
読売新聞 2015/08/02 

2015:06. / 244p 
978-4-12-004730-5 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784120047305*

 

黒い雨にうたれて(中公文庫 C な 2-8) 
中沢 啓治 著 
中央公論新社 
読売新聞 2015/08/02 

2015:07. / 266p 
978-4-12-206137-8 
680 円〔本体〕+税 

*9784122061378*

 

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。 
読売新聞 2015/08/02 

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

*9784163902500*

 

細田守の世界～希望と奇跡を生むアニメーション～ 
氷川 竜介 著 
祥伝社 
「細田守」とは何を描いてきたクリエイターなのか。なぜいま彼の作品が期待され、

広く一般から注目されているのか。作中で何がどのように表現され、観客に届いて

いるのか。日本を代表するアニメ監督の真髄に迫る。 
読売新聞 2015/08/02 

2015:07. / 279p 
978-4-396-61531-4 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784396615314*

 

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。 
読売新聞 2015/08/02 

2015:06. / 275p 
978-4-492-50275-4 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784492502754*

 

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。 
読売新聞 2015/08/02 

2015:06. / 500p 
978-4-620-10815-5 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784620108155*
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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。 
読売新聞 2015/08/02 

2015:05. / 6p,338p 
978-4-657-15707-2 
6,900 円〔本体〕+税 

*9784657157072*

 

ウィメンズマラソン 
坂井 希久子 著 
角川春樹事務所 
岸峰子、30 歳。シングルマザー。ロンドンは、走ることができなかった。2 年半のブラ

ンクを経て、再び、五輪を目指す。復活の、ラストチャンス-。どん底を味わったラン

ナーの復活を描くスポーツ人間ドラマ。 
読売新聞 2015/08/02 

2015:06. / 254p 
978-4-7584-1259-9 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784758412599*

 

障害者殺しの思想 増補新装版 
横田 弘 著 
現代書館 
身体に障害を持つ人間と、健康な肉体を持つとされている人達との共有する世界

の可能性はあるのか。日本脳性マヒ者協会「青い芝の会」の行動綱領を起草し、健

全者社会に対する鮮烈な批判を展開した横田弘の 70 年代の思索。 
読売新聞 2015/08/02 

2015:06. / 254p 
978-4-7684-3542-7 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784768435427*

 

気になる人 
渡辺 京二 著 
晶文社 
坂口恭平、板井榮雄、伊藤比呂美……『逝きし世の面影』の著者が、まぎれもなく、

その人の場所を持っている人びとを尋ね歩く。 
読売新聞 2015/08/02 

2015:05. / 261p 
978-4-7949-6880-7 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784794968807*

 

ウサイン・ボルト自伝 
ウサイン・ボルト/ 生島 淳 著 
集英社インターナショナル 
100 メートル 9 秒 58(世界記録)、オリンピック 3 種目連覇、世界陸上 200 メートル 3
連覇…。数々の偉業を成し遂げてきた生きるレジェンド、ウサイン・ボルトが、はじめ

て明かす驚きのライフ・ストーリー。 
読売新聞 2015/08/02 

2015:05. / 381p 図版
16p 
978-4-7976-7277-0 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784797672770*

 

愛しのブロントサウルス～最新科学で生まれ変わる恐竜たち～ 
ブライアン・スウィーテク/ 桃井 緑美子 著 
白揚社 
化石が明かす体の色、骨から推定する声、T・レックスを蝕む病気…。恐竜研究の

前線を追い、現在どんなことがわかっているのか、いまだ解明されていない謎を

解き明かす手がかりはどこにあるのかをわかりやすく解説する。 
読売新聞 2015/08/02 

2015:08. / 326p 
978-4-8269-0181-9 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784826901819*
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本を読むときに何が起きているのか～ことばとビジュアルの間、目と頭の間～ 
ピーター・メンデルサンド/ 細谷 由依子 著 
フィルムアート社 
白いページの黒い文字の列が脳の内部でどうなったときにはじめて、「本が理解で

きた」と言えるのか。「本を読むときに何が起きているのか」という魅力的な難問、本

を読むすべての人に関わる謎に迫る。図版を豊富に掲載。 
読売新聞 2015/08/02 

2015:06. / 17p,427p 
978-4-8459-1452-4 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784845914524*

 

生誕 100 年写真家・濱谷浩 
濱谷 浩 著 
クレヴィス 
新潟県立近代美術館および世田谷美術館で開催する企画展「生誕 100 年写真

家・濱谷浩」に出品予定の、濱谷浩が 1930 年代から 1960 年代にかけて撮影した

作品 200 点を収録。解説、年譜等も掲載。 
読売新聞 2015/08/02 

2015:07. / 253p 
978-4-904845-57-8 
2,223 円〔本体〕+税 

*9784904845578*

 

旅の流儀(中公新書 2326) 
玉村 豊男 著 
中央公論新社 
自分の鞄は自分で持つ、旅先で本を読む…。若き日の海外放浪以来、数え切れな

い旅を経験してきた著者が、独自のノウハウやためになる失敗談を惜しげもなく披

露する。『旅行読売』掲載に、書き下ろしを加えて書籍化。 
読売新聞 2015/08/02、朝日新聞 2015/08/09 

2015:06. / 4p,210p 
978-4-12-102326-1 
760 円〔本体〕+税 

*9784121023261*

 

骨風 
篠原 勝之 著 
文藝春秋 
鉄と戯れ、ゲージツする日々。殴られ続けた父親の死。蜂に刺され鹿が迷いこむ山

の生活。老いてなお逃げ続ける脚力で描き切った、生と死を見つめる眼差しが優し

い私的短編集。『文學界』掲載に書き下ろしを加え単行本化。 
読売新聞 2015/08/02、朝日新聞 2015/08/30 

2015:07. / 227p 
978-4-16-390295-1 
1,650 円〔本体〕+税 

*9784163902951*

 

原民喜全詩集(岩波文庫 31-108-2) 
原 民喜 著 
岩波書店 
「死と焔の記憶に よき祈よ こもれ」――原爆を描いた「夏の花」で知られる原民喜

(1905-51)。現実と幻をともに見つめ、喪われた者たちのために紡がれる詩は、悲し

みと希望の静かな結晶である。(解説=若松英輔) 
読売新聞 2015/08/02、日本経済新聞 2015/08/02 

2015:07. / 198p 
978-4-00-311082-9 
500 円〔本体〕+税 

*9784003110829*

 

原民喜戦後全小説(講談社文芸文庫 は F4) 
原 民喜 著 
講談社 
広島原爆投下の日を克明に描いた「夏の花」他、壮絶な体験と苦悩を刻んだ小説

群。戦後 70 年を経て尚鮮烈な光を放つ戦争文学の金字塔 
読売新聞 2015/08/02、日本経済新聞 2015/08/02、毎日新聞 2015/08/09 

2015:06. / 579p 
978-4-06-290276-2 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784062902762*
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村上さんのところ 
新潮社 
4 ケ月限定の質問・相談サイト『村上さんのところ』で、村上春樹が答えた約 3700 問

の中から名問答 473 問を厳選して収録。日常のお悩みから、ジャズ、恋愛、生き方

まで、迷ったら何度でも読み返したい「人生の常備薬」。 
読売新聞 2015/08/02、毎日新聞 2015/08/02、産経新聞 2015/08/09 

2015:07. / 253p 
978-4-10-353431-0 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784103534310*

 

ツバメ号とアマゾン号～ランサム・サーガ１～<上>(岩波少年文庫） 
アーサー・ランサム 著 
岩波書店 
湖の探検、アマゾン海賊との対決…。ウォーカー家の 4 人きょうだいは、小さな帆船

ツバメ号に乗って、無人島で過ごす。夏休みの楽しい冒険物語。ランサム・サーガ・

シリーズ。 
読売新聞 2015/08/09 

2010:07. / 340p 
978-4-00-114170-2 
760 円〔本体〕+税 

*9784001141702*

 

ツバメ号とアマゾン号～ランサム・サーガ１～<下>(岩波少年文庫） 
アーサー・ランサム 著 
岩波書店 
艦長（キャプテン）・フリントとの湖上の「対決」、宝探し、夜中の嵐…。ウォーカー家

の４人きょうだいが過ごす夏休みの楽しい冒険物語。ランサム・サーガ・シリーズ。 
読売新聞 2015/08/09 

2010:07. / 332p 
978-4-00-114171-9 
760 円〔本体〕+税 

*9784001141719*

 

おくのほそ道～付 曾良旅日記 奥細道菅菰抄～(岩波文庫)  
松尾芭蕉/ 萩原恭男 著 
岩波書店 
読売新聞 2015/08/09 

1979:01. / ２９０ｐ 
978-4-00-302062-3 
780 円〔本体〕+税 

*9784003020623*

 

詩のこころを読む(岩波ジュニア新書)  
茨木 のり子 著 
岩波書店 
読売新聞 2015/08/09 

1980:11. / ２２０ｐ 
978-4-00-500009-8 
860 円〔本体〕+税 

*9784005000098*

 

坂東三津五郎歌舞伎の愉しみ(岩波現代文庫) 
坂東 三津五郎 著, 坂東 三津五郎/ 長谷部 浩 編 
岩波書店 
十代目坂東三津五郎が、歌舞伎を愉しむ秘訣をたっぷり披露。世話物・時代物を

観るための知識、踊りの魅力、荒事・和事の愉しみ方、復活狂言・新作の面白味な

どを、実際の演目に即して明快に説き明かす。 
読売新聞 2015/08/09 

2015:06. / 13p,284p 
978-4-00-602265-5 
1,340 円〔本体〕+税 

*9784006022655*

 

おくのほそ道 新版(角川ソフィア文庫)  
松尾 芭蕉/ 潁原 退蔵/ 尾形 仂 著 
角川書店 
読売新聞 2015/08/09 

2003:03. / ３８１ｐ 
978-4-04-401004-1 
720 円〔本体〕+税 

*9784044010041*
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屋根屋 
村田 喜代子 著 
講談社 
雨漏りのする屋根の修理にやってきた屋根屋。自在に夢を見られると語る彼の誘い

に乗って、「私」は夢のなかの旅へ一緒に出かける。屋根職人と平凡な主婦の奇想

天外な空の旅。『群像』連載を単行本化。 
読売新聞 2015/08/09 

2014:04. / 307p 
978-4-06-218774-9 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784062187749*

 

赤い人(講談社文庫 よ 3-28) 
吉村 昭 著 
講談社 
明治 14 年、赤い獄衣の男たちが石狩川上流へ押送された。無報酬の労働力を利

用し北海道の原野を開墾するという国策に沿って、極寒の地で重労働を課せられる

囚人たち。囚人と看守の敵意に満ちた極限のドラマが展開する…。 
読売新聞 2015/08/09 

2012:04. / 317p 
978-4-06-277259-4 
600 円〔本体〕+税 

*9784062772594*

 

情事(集英社文庫)  
森瑶子 著 
集英社 
読売新聞 2015/08/09 

1983:05. / ２３６ｐ 
978-4-08-750504-7 
457 円〔本体〕+税 

*9784087505047*

 

ゲルマニア(集英社文庫 キ 15-1) 
ハラルト・ギルバース/ 酒寄 進一 著 
集英社 
1944 年ベルリン。ユダヤ人の元敏腕刑事オッペンハイマーは突然ナチス親衛隊に

連行され、女性の猟奇殺人事件の捜査を命じられる。断れば即ち死、だがもし事件

を解決したとしても命の保証はない。彼は捜査に乗り出し…。 
読売新聞 2015/08/09 

2015:06. / 527p 
978-4-08-760706-2 
1,100 円〔本体〕+税 

*9784087607062*

 

砂の器<上> 改版(新潮文庫） 
松本 清張 著 
新潮社 
読売新聞 2015/08/09 

2006:10. / 462p 
978-4-10-110924-4 
710 円〔本体〕+税 

*9784101109244*

 

砂の器<下巻> 改版(新潮文庫 ま-1-25)  
松本 清張 著 
新潮社 
善良この上ない元巡査を殺害した犯人は誰か？ そして前衛劇団の俳優と女事務

員殺しの犯人は？ 今西刑事は東北地方の聞込み先で見かけた“ヌーボー・グル

ープ”なる新進芸術家たちの動静を興味半分で見守るうちに断片的な事実が次第

に脈絡を持ち始めたことに気付く……新進芸術家として栄光の座につこうとする青

年の暗い過去を追う刑事の艱難辛苦を描く本格的推理長編である。 
読売新聞 2015/08/09 

2006:10. / 506p 
978-4-10-110925-1 
750 円〔本体〕+税 

*9784101109251*
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沈黙 改版(新潮文庫)  
遠藤 周作 著 
新潮社 
読売新聞 2015/08/09 

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

*9784101123158*

 

地球はグラスのふちを回る 改版(新潮文庫)  
開高 健 著 
新潮社 
読売新聞 2015/08/09 

2005:07. / ３３７ｐ 
978-4-10-112807-8 
590 円〔本体〕+税 

*9784101128078*

 

チェルノブイリの少年たち～ドキュメント・ノベル～(新潮文庫)  
広瀬隆 著 
新潮社 
読売新聞 2015/08/09 

1990:03. / ２１８ｐ 
978-4-10-113232-7 
388 円〔本体〕+税 

*9784101132327*

 

江戸川乱歩傑作選 改版(新潮文庫)  
江戸川 乱歩 著 
新潮社 
読売新聞 2015/08/09 

1992:01. / ３００ｐ 
978-4-10-114901-1 
550 円〔本体〕+税 

*9784101149011*

 

無能の人・日の戯れ(新潮文庫)  
つげ 義春 著 
新潮社 
読売新聞 2015/08/09 

1998:03. / ３９７ｐ 
978-4-10-132813-3 
790 円〔本体〕+税 

*9784101328133*

 

とにかくうちに帰ります 
津村 記久子 著 
新潮社 
切ないぐらいに、恋をするように、うちに帰りたい-。豪雨で帰宅困難になった人たち

の心模様を描く表題作のほか、それぞれの日々を?いでいくための、ささやかな、で

もかけがえのないできごとを綴る、6 つの物語。 
読売新聞 2015/08/09 

2012:02. / 182p 
978-4-10-331981-8 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784103319818*

 

テロルと映画～スペクタクルとしての暴力～(中公新書 2325) 
四方田 犬彦 著 
中央公論新社 
憎悪と怨恨を映画はどう描いてきたのか。テクノロジーの発展やテロリストの内面な

ど、多様な観点からブニュエルや若松孝二、ファスビンダーらの作品を論じ、テロリ

スムと映画の関係性をとらえ直す。 
読売新聞 2015/08/09 

2015:06. / 10p,201p 
978-4-12-102325-4 
760 円〔本体〕+税 

*9784121023254*
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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。 
読売新聞 2015/08/09 

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

*9784163902142*

 

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。 
読売新聞 2015/08/09 

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

*9784163902654*

 

海軍主計大尉小泉信吉(文春文庫)  
小泉 信三 著 
文芸春秋 
読売新聞 2015/08/09 

1986:01. / ２６６ｐ 
978-4-16-713001-5 
530 円〔本体〕+税 

*9784167130015*

 

夏の砦(文春文庫)  
辻 邦生 著 
文芸春秋 
読売新聞 2015/08/09 

1996:11. / ４６０ｐ 
978-4-16-740904-3 
590 円〔本体〕+税 

*9784167409043*

 

「延長十八回」終わらず～伝説の決勝戦「三沢ＶＳ松山商」ナインたちの二十五年

～(文春文庫)  
田沢 拓也 著 
文芸春秋 
読売新聞 2015/08/09 

2004:07. / ３２３ｐ 
978-4-16-767802-9 
590 円〔本体〕+税 

*9784167678029*

 

八月の路上に捨てる(文春文庫)  
伊藤 たかみ 著 
文芸春秋 
読売新聞 2015/08/09 

2009:08. / １７５ｐ 
978-4-16-775397-9 
476 円〔本体〕+税 

*9784167753979*

 

夏の花(平和文庫)  
原 民喜 著 
日本図書センター 
戦争の悲劇と平和への祈りを込めて、平和文庫創刊。原爆・戦争に関わる当代の

名著を編集して刊行する。 
読売新聞 2015/08/09 

2010:07. / ２０９ｐ 
978-4-284-80078-5 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784284800785*
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東大柳川ゼミで経済と人生を学ぶ(日経ビジネス人文庫 や 10-1) 
柳川 範之 著 
日本経済新聞出版社 
人生のさまざまな選択や意思決定には、経済のほんの少しのエッセンスがとても役

立ちます。東大経済学部の名物教授・柳川先生が、いいとこどりで教えてくれる、や

さしい経済(人生)入門。 
読売新聞 2015/08/09 

2015:03. / 266p 
978-4-532-19757-5 
750 円〔本体〕+税 

*9784532197575*

 

自然と労働～哲学の旅から～(人間選書)  
内山節 著 
農山漁村文化協会 
読売新聞 2015/08/09 

1986:01. / ２２４ｐ 
978-4-540-85060-8 
1,552 円〔本体〕+税 

*9784540850608*

 

サン＝テグジュペリデッサン集成  
アントワーヌ・ド・サン＝テグジュペリ/ 山崎 庸一郎/ 佐藤 久美子 著 
みすず書房 
友人の手によってごみ箱から救い出されたデッサンや散逸していた紙片など、未発

表の３５０点余を含む５００点近くを集成。デッサンとともに紙片に書き付けられたテク

ストや、デッサンの描かれた背景に関する詳細な紹介を付す。 
読売新聞 2015/08/09 

2007:04. / ３２５ｐ 
978-4-622-07283-6 
15,000 円〔本体〕+税 

*9784622072836*

 

奇跡がくれた宝物～いのちの授業～ 
小沢 浩 著 
クリエイツかもがわ 
重度の障害のある子どもたちや、その家族とかかわりのある小児科医師の著者が、

母校の中学生たちに語った「いのち」とは-。著者の母校での講演会を通してみんな

でつくり上げた「いのちの授業」の記録。 
読売新聞 2015/08/09 

2014:06. / 156p 
978-4-86342-136-3 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784863421363*

 

狙撃手、前へ!～ある父島移民の戦争～ 
瀬戸山 玄 著 
岩波書店 
横山の眼を通して矛盾に満ちた戦争の姿を描き出す 
読売新聞 2015/08/16 

2015:06. / 5p,230p 
978-4-00-023730-7 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784000237307*

 

日本海軍はなぜ過ったか～海軍反省会四〇〇時間の証言より～(岩波現代文庫) 
澤地 久枝/ 半藤 一利/ 戸高 一成 著 
岩波書店 
勝算もないまま、戦争へ突き進んでいったのはなぜか。「国の将来なんか考えるより

も」「どんどん勢いに流されていった」――いま明かされるトップエリートたちの生の

声。その衝撃的な証言をめぐる白熱の鼎談。 
読売新聞 2015/08/16 

2015:07. / 25p,195p 
978-4-00-603288-3 
860 円〔本体〕+税 

*9784006032883*
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「私の履歴書」-昭和の先達に学ぶ生き方(朝日新書 518) 
石田 修大 著 
朝日新聞出版 
『日本経済新聞』の連載「私の履歴書」。その登場人物たちは人生をどう生きたか。

連載を長年担当した著者が、田中角栄、稲尾和久、田中絹代ら昭和の先達たちの

エピソードを紹介、生き方の指針を示す。 
読売新聞 2015/08/16 

2015:06. / 255p 
978-4-02-273618-5 
780 円〔本体〕+税 

*9784022736185*

 

佐治敬三と開高健 最強のふたり 
北 康利 著 
講談社 
世界一のウイスキーをつくった経営者と無頼派作家の不思議な友情と、ビール戦争

とベトナム戦争を戦った二人の夢の光芒 
読売新聞 2015/08/16 

2015:06. / 477p 
978-4-06-218612-4 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784062186124*

 

文鳥・夢十夜 改版(新潮文庫)  
夏目 漱石 著 
新潮社 
読売新聞 2015/08/16 

2002:09. / ３２９ｐ 
978-4-10-101018-2 
430 円〔本体〕+税 

*9784101010182*

 

ギンイロノウタ(新潮文庫 む-17-1) 
村田 沙耶香 著 
新潮社 
内気な少女の心に芽生えた小さな殺意は、いつしか無差別殺人衝動に膨らんでい

き…。少女の孤独に巣くう怪物を描く表題作と、殺意と恋愛でつむぐ女子大生の物

語「ひかりのあしおと」を収録。 
読売新聞 2015/08/16 

2014:01. / 284p 
978-4-10-125711-2 
490 円〔本体〕+税 

*9784101257112*

 

朝顔の日 
高橋 弘希 著 
新潮社 
凛太は TB(テーベ)を患い療養する幼馴染みの妻・早季を足繁く見舞っている。身

体も、精神も、安静に保つ日々。しかし病状は悪化、咽喉の安静のため若い夫婦は

ついに会話を禁じられ…。『新潮』掲載を単行本化。 
読売新聞 2015/08/16 

2015:07. / 123p 
978-4-10-337072-7 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784103370727*

 

「聖断」の終戦史(NHK 出版新書 465) 
山本 智之 著 
ＮＨＫ出版 
1943 年 3 月、天皇の知られざる決断から終戦工作は始まった-。アジア太平洋戦争

の開戦から終戦までに何度も出された「聖断」をテーマに、天皇と指導者層の対立

と妥協の様子を描きながら終戦の真相を明らかにする。 
読売新聞 2015/08/16 

2015:07. / 254p 
978-4-14-088465-2 
780 円〔本体〕+税 

*9784140884652*
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くっすん大黒(文春文庫)  
町田 康 著 
文芸春秋 
読売新聞 2015/08/16 

2002:05. / １８１ｐ 
978-4-16-765301-9 
419 円〔本体〕+税 

*9784167653019*

 

世界のミツバチ・ハナバチ百科図鑑 
ノア・ウィルソン=リッチ/ 原野 健一/ 矢能 千秋/ 寺西 のぶ子/ 夏目 大 著 
河出書房新社 
人間に も親しまれている昆虫の一つ、ミツバチを含むハナバチのすべてを詳しく

紹介する翻訳図鑑。写真満載の美しい一冊。 
読売新聞 2015/08/16 

2015:06. / 223p 
978-4-309-25321-3 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784309253213*

 

マルセル・シュオッブ全集 
マルセル・シュオッブ/ 大濱 甫/ 多田 智満子/ 宮下 志朗/ 千葉 文夫/ 大野 

多加志/ 尾方 邦雄 著 
国書刊行会 
「19 世紀末のボルヘス」として注目を浴びる夭折の天才作家の初の全集。『架空の

伝記』を始め、評論や単行本未収録短編までを収録。 
読売新聞 2015/08/16 

2015:06. / 933p 
978-4-336-05909-3 
15,000 円〔本体〕+税 

*9784336059093*

 

軍艦島の生活<1952/1970>～住宅学者西山夘三の端島住宅調査レポート～ 
西山夘三記念すまい・まちづくり文庫 編 
創元社 
軍艦島の生活を誌上で再現したビジュアルブック 
読売新聞 2015/08/16 

2015:06. / 158p 
978-4-422-70099-1 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784422700991*

 

わたしの脇役人生(ちくま文庫 さ 30-2) 
沢村 貞子 著 
筑摩書房 
東京・浅草で生まれ育ち、脇役女優として生きてきた沢村貞子が、日々のちょっとし

た出来事のなかで感じたこと、人との交わりの中で考えさせられたことなどを、歯に

衣着せぬ、それでいて人情味あふれる感性で綴ったエッセイ集。 
読売新聞 2015/08/16 

2013:08. / 341p 
978-4-480-43080-9 
820 円〔本体〕+税 

*9784480430809*

 

新選組紀行 増補決定版(PHP 文庫 な 43-7) 
中村 彰彦 著 
ＰＨＰ研究所 
新選組を描いて当代屈指の作家が、その結成から 盛期の活躍、やがて内部抗争

を経て、時局の変転による衰退の末に瓦解していく流れを、ゆかりの地を丹念に踏

査して解説。近藤勇の 後の夢の跡を追う「甲陽鎮撫隊紀行」を増補。 
読売新聞 2015/08/16 

2015:07. / 345p 
978-4-569-76398-9 
720 円〔本体〕+税 

*9784569763989*
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安岡正篤と終戦の詔勅～戦後日本人が持つべき矜持とは～ 
関西師友協会 編 
ＰＨＰ研究所 
戦後日本人の精神の拠り所を示すために安岡正篤が詔書に刻み込んだ二つの言

葉とは-。碩学・安岡正篤に関する貴重な史料、文献、論文を収録。昭和天皇の玉

音放送と、安岡正篤が終戦の詔勅について語った講話を収めた CD 付き。 
読売新聞 2015/08/16 

2015:06. / 174p 
978-4-569-82597-7 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784569825977*

 

ネット私刑(リンチ)(扶桑社新書 186) 
安田 浩一 著 
扶桑社 
正義を大義名分にネットで個人情報を暴露・拡散する悪行「ネットリンチ」。気鋭のジ

ャーナリストが川崎中 1 殺害事件や大津いじめ自殺事件を取材し、ネットにさらす

人、さらされた人それぞれの実態に迫る。 
読売新聞 2015/08/16 

2015:06. / 191p 
978-4-594-07292-6 
760 円〔本体〕+税 

*9784594072926*

 

読解平和総合年表～日本と世界/1945-2014～ 
長田 正一/ 早乙女 勝元 著 
草土文化 
1945 年?2014 年の日本と世界の総合的な平和に関する動きに解説を加えた、ユニ

ークな「平和総合年表」。見開きのページで左側に日本を、右側に世界の事項を記

載し、日本と世界の関連が一目でわかるように構成。 
読売新聞 2015/08/16 

2015:07. / 4p,471p 
978-4-7945-1180-5 
5,000 円〔本体〕+税 

*9784794511805*

 

鳶～上空数百メートルを駆ける職人のひみつ～ 
多湖 弘明 著 
洋泉社 
現場の規律は「まるで刑務所にいるよう」!? 建設現場の 上階には鳶職人専用の

部屋がある!? 東京スカイツリー建設に携わった現役鳶職人が、命をかけて働く鳶た

ちの実態を、写真とともに紹介する。 
読売新聞 2015/08/16 

2014:05. / 143p 
978-4-8003-0356-1 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784800303561*

 

ザ・セカンド・マシン・エイジ 
エリック・ブリニョルフソン/ アンドリュー・マカフィー 著 
日経ＢＰ社 
さあ、マシン(人工知能)と分業する時代をどう生きる? 「機械との競争」のマサチュー

セッツ工科大学のコンビが贈る近未来経済学。膨大な調査・研究に基づき、テクノロ

ジーと未来を描く。 
読売新聞 2015/08/16 

2015:08. / 434p 
978-4-8222-5099-7 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784822250997*

 

スクラップ・アンド・ビルド 
羽田 圭介 著 
文藝春秋 
「早う死にたか」 毎日のようにぼやく祖父の願いをかなえてあげようと、ともに暮らす

孫の健斗は、ある計画を思いつく-。閉塞感の中に可笑しみ漂う、新しい家族小説。

『文學界』掲載を単行本化。 
読売新聞 2015/08/16、日本経済新聞 2015/08/23 

2015:08. / 121p 
978-4-16-390340-8 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784163903408*
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桜まいり 
鈴木 東海子 著 
書肆山田 
ひと芽の ふた芽のと 数える度にふえていくあしたに また雨の日がくる 白い羽と

いうよりも 白いはなという口つきで(「草の日」より) 詩集。 
読売新聞 2015/08/18 

2015:08. / 93p 
978-4-87995-920-1 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784879959201*

 

まちんと(新編・絵本平和のために)  
松谷みよ子/ 司修 著 
偕成社 
読売新聞 2015/08/23 

1983:08. / １冊 
978-4-03-438010-9 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784034380109*

 

秘湯、珍湯、怪湯を行く！(角川文庫 く 33-1) 
郡司 勇 著 
KADOKAWA 
奇跡の足元湧出温泉に豪快な野湯、強烈な印象の泥湯、奇臭湯や廃屋湯……七

千を越える施設を“湯破”した温泉チャンピオンが、探して入って調べた、日本の名

湯、そして秘湯珍湯怪湯の数々を紹介！ 
読売新聞 2015/08/23 

2014:03. / 156p,図版
24p 
978-4-04-101274-1 
520 円〔本体〕+税 

*9784041012741*

 

雨の裾 
古井 由吉 著 
講談社 
病床の母に付き添う男。それに従う女。死を前に、男女を結ぶ因果の果て。情愛の

芯から匂いたつ官能。古井文学の到達点。 
読売新聞 2015/08/23 

2015:06. / 251p 
978-4-06-219521-8 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784062195218*

 

戦争と文学スペシャル～戦後 70 年を読み直す～(集英社ムック) 
集英社 
集英社創業８５周年記念企画『コレクション 戦争と文学』全２０巻から厳選１１本を

掲載。火野葦平の残した「従軍手帳」の一冊「広東 
読売新聞 2015/08/23 

2015:07. / 254p 
978-4-08-102198-7 
907 円〔本体〕+税 

*9784081021987*

 

終わらざる夏<上>(集英社文庫 あ 36-18) 
浅田 次郎 著 
集英社 
1945 年、夏。片岡は 45 歳の兵役年限直前に赤紙を受け取る。何も分からぬまま、

医師の菊池、歴戦の軍曹・鬼熊とともに北の地へ向かった-。終戦直後の知られざる

戦いを舞台に戦争の理不尽を描く歴史的大作。 
読売新聞 2015/08/23 

2013:06. / 354p 
978-4-08-745078-1 
630 円〔本体〕+税 

*9784087450781*

 

終わらざる夏<中>(集英社文庫 あ 36-19) 
浅田 次郎 著 
集英社 
片岡の一人息子・譲は、信州の集団疎開先で父親の召集を知り、東京を目指して

歩き始めた。一方、片岡ら補充要員は、千島列島 東端の占守島へと向かう。そこ

に残されていたのは、無傷の帝国陸軍、 精鋭部隊だった…。 
読売新聞 2015/08/23 

2013:06. / 326p 
978-4-08-745079-8 
630 円〔本体〕+税 

*9784087450798*
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終わらざる夏<下>(集英社文庫 あ 36-20) 
浅田 次郎 著 
集英社 
1945 年 8 月 15 日、玉音放送。占守島では通訳要員である片岡らが、終戦交渉に

やって来るであろう米軍の軍使を待ち受けていた。だが、島に残された日本軍が目

にしたのは、中立条約を破棄して上陸してくるソ連軍の姿だった。 
読売新聞 2015/08/23 

2013:06. / 374p 
978-4-08-745080-4 
630 円〔本体〕+税 

*9784087450804*

 

水のかたち<上>(集英社文庫 み 32-5) 
宮本 輝 著 
集英社 
平凡な主婦・志乃子は、50 歳の誕生日に、年代ものの文机と茶碗と手文庫を貰い

受ける。後日、その茶碗の驚くべき価値が判明して、志乃子は骨董の世界に足を踏

み入れていく…。 
読売新聞 2015/08/23 

2015:07. / 438p 
978-4-08-745335-5 
740 円〔本体〕+税 

*9784087453355*

 

水のかたち<下>(集英社文庫 み 32-6) 
宮本 輝 著 
集英社 
志乃子が貰い受けた手文庫には、手縫いのリュックサックと、1946 年に北朝鮮から

決死の逃避行を試みて、38 度線を越えて帰国した家族の手記が入っていた。志乃

子は持ち主を探しはじめる…。 
読売新聞 2015/08/23 

2015:07. / 387p 
978-4-08-745336-2 
700 円〔本体〕+税 

*9784087453362*

 

89 ビジョン～とにかく 80 台で回るゴルフ～ 
木村 和久/ 福本 伸行 著 
集英社 
アベレージ８９．９なら「私は８０台」と言える幸せなゴルフ人生が送れる！ そんな発

想で、”教わり魔”の木村和久氏と人気漫画家・ 
読売新聞 2015/08/23 

2015:07. / 223p 
978-4-08-780761-5 
850 円〔本体〕+税 

*9784087807615*

 

雲の墓標 改版(新潮文庫)  
阿川 弘之 著 
新潮社 
読売新聞 2015/08/23 

2009:07. / ２６０ｐ 
978-4-10-111002-8 
520 円〔本体〕+税 

*9784101110028*

 

いいエリート、わるいエリート(新潮新書 629) 
山口 真由 著 
新潮社 
東大法学部をオール「優」の成績で首席卒業、財務官僚から弁護士に転じ、ハー

バード留学-。そんな「非の打ちどころのないキャリア」はどのようにして獲得されたの

か。自らの半生をもとに本音で語る体験的エリート論。 
読売新聞 2015/08/23 

2015:07. / 189p 
978-4-10-610629-3 
700 円〔本体〕+税 

*9784106106293*
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レイテ戦記<上巻>(中公文庫)  
大岡 昇平 著 
中央公論新社 
読売新聞 2015/08/23 

2000:03. / ４５０ｐ 
978-4-12-200132-9 
838 円〔本体〕+税 

*9784122001329*

 

レイテ戦記<下巻>(中公文庫)  
大岡 昇平 著 
中央公論新社 
読売新聞 2015/08/23 

1999:10. / ５０４ｐ 
978-4-12-200152-7 
876 円〔本体〕+税 

*9784122001527*

 

戦線 改版(中公文庫 は 54-3)  
林 芙美子 著 
中央公論新社 
1938 年、内閣情報部ペン部隊の記者として漢口攻略戦に従軍した著者が、女性ら

しい温かな視点で、陸軍第六師団の兵士たちの姿を綴った 前線の記録。満洲ル

ポ「凍れる大地」を併録。 
読売新聞 2015/08/23 

2014:08. / 271p 
978-4-12-206001-2 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784122060012*

 

竜陵会戦(文春文庫)  
古山 高麗雄 著 
文芸春秋 
読売新聞 2015/08/23 

2003:03. / ４０９ｐ 
978-4-16-729105-1 
676 円〔本体〕+税 

*9784167291051*

 

断片的なものの社会学 
岸 政彦 著 
朝日出版社 
社会学者が実際に出会った「解釈できない出来事」をめぐるエッセイ。 
読売新聞 2015/08/23 

2015:05. / 241p 
978-4-255-00851-6 
1,560 円〔本体〕+税 

*9784255008516*

 

原爆詩集(平和文庫)  
峠 三吉 著 
日本図書センター 
戦争の悲劇と平和への祈りを込めて、平和文庫創刊。原爆・戦争に関わる当代の

名著を編集して刊行する。 
読売新聞 2015/08/23 

2010:07. / １６５ｐ 
978-4-284-80079-2 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784284800792*

 

禅思想史講義 
小川 隆 著 
春秋社 
禅者は、なにを、どう考えてきたか。禅の興起から、白隠の禅に取り組んだ 20 世紀

の知識人・鈴木大拙まで、 低限の事項だけで禅宗の思想史の流れを大づかみに

紹介する。 
読売新聞 2015/08/23 

2015:07. / 5p,244p 
978-4-393-13802-1 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784393138021*
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実践する神秘主義～普通の人たちに贈る小さな本～ 
イヴリン・アンダーヒル/ 金子 麻里 著 
新教出版社 
神秘主義を、決して特殊な賜物をもつ人たちだけの独占物ではなく、すべての人が

近づきうる真実な生き方への扉だとする入門書。 
読売新聞 2015/08/23 

2015:05. / 230p 
978-4-400-31078-5 
2,100 円〔本体〕+税 

*9784400310785*

 

映画にまつわる X について(実業之日本社文庫 に 4-1) 
西川 美和 著 
実業之日本社 
主演女優とフォークリフトの免許を取り、ワンカットのためにネズミを育てる。増殖する

本に苦悩し、深夜に出会った男の行方を案じ…。気鋭映画監督が、映画制作現場

でのエピソードや、影響を受けた映画・本・作家について綴る。 
読売新聞 2015/08/23 

2015:07. / 286p 
978-4-408-55247-7 
593 円〔本体〕+税 

*9784408552477*

 

ヒーローたちの戦いは報われたか～昭和特撮文化概論～ 
鈴木 美潮 著 
集英社クリエイティブ 
月光仮面、仮面ライダー、宇宙刑事ギャバン…。昭和の特撮ヒーローと時代や世相

との関係を解き明かし、日本固有の特撮ヒーロー文化の神髄に迫るとともに、ヒーロ

ーたちが伝えてきたメッセージを検証する。 
読売新聞 2015/08/23 

2015:06. / 239p 
978-4-420-31071-0 
1,389 円〔本体〕+税 

*9784420310710*

 

もっと遠くへ(私の履歴書) 
王 貞治 著 
日本経済新聞出版社 
中国人の父の教え、運命の出会い、一本足打法…。不世出のスーパースターが半

生を綴る。新人時代の第 1 号から前人未踏の 868 号まで、投手・球場・打球方向別

本塁打記録も一挙収録。『日本経済新聞』連載に加筆し単行本化。 
読売新聞 2015/08/23 

2015:06. / 227p,41p 
978-4-532-16968-8 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784532169688*

 

古代をあゆむ 
笹山 晴生 著 
吉川弘文館 
9 つのテーマで語る古代史の愉しみ 
読売新聞 2015/08/23 

2015:06. / 14p,192p 
978-4-642-08276-1 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784642082761*

 

林京子全集<１> 祭りの場 ギヤマンビードロ  
林 京子/ 井上 ひさし/ 河野 多惠子/ 黒古 一夫 著 
日本図書センター 
長崎での被爆体験と、今も終わらない核の悲劇を語り続ける作家、林京子の全集。

第１巻は第１８回群像新人文学賞及び第７７回芥川賞を受賞した「祭りの場」をはじ

め、「被爆体験」を描いた初期の作品を中心に収録。 
読売新聞 2015/08/23 

2005:06. / ４８５ｐ 
978-4-8205-9834-3 
5,800 円〔本体〕+税 

*9784820598343*
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書生の処世 
荻原 魚雷 著 
本の雑誌社 
日々の暮らしのなかで本屋さんと古本屋さんで手にした本を読み解く、読書エッセ

イ。 
読売新聞 2015/08/23 

2015:06. / 221p 
978-4-86011-272-1 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784860112721*

 

極限高地～チベット・アンデス・エチオピアに生きる～(NATIONAL GEOGRAPH-
IC) 
野町 和嘉 著 
日経ナショナルジオグラフィック 
地理的に孤絶しており、独自の文化が培われてきた「極限高地」。アフリカ、ユーラ

シア、アメリカの各大陸に残る極限高地をすべて訪れた写真家・野町和嘉が、奥深

い文化と雄大な自然を活写する。 
読売新聞 2015/08/23 

2015:07. / 199p 
978-4-86313-322-8 
4,600 円〔本体〕+税 

*9784863133228*

 

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。 
読売新聞 2015/08/23、産経新聞 2015/08/30 

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

*9784121023186*

 

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。 
読売新聞 2015/08/23、産経新聞 2015/08/30 

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

*9784121023193*

 

世界遺産ビジネス(小学館新書 247) 
木曽 功 著 
小学館 
元ユネスコ日本政府代表部特命全権大使が、世界遺産登録競争の実態や、ユネ

スコと諮問機関イコモスが抱える問題を解説。「明治日本の産業革命遺産」をめぐる

韓国戦の裏側にも触れ、世界遺産に介入する政治問題に警鐘を鳴らす。 
読売新聞 2015/08/23、朝日新聞 2015/08/30 

2015:08. / 189p 
978-4-09-825247-3 
740 円〔本体〕+税 

*9784098252473*

 

さよなら妖精(創元推理文庫)  
米沢 穂信 著 
東京創元社 
読売新聞 2015/08/23、朝日新聞 2015/08/30 

2006:06. / ３６０ｐ 
978-4-488-45103-5 
743 円〔本体〕+税 

*9784488451035*
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冤罪の戦後史～刑事裁判の現風景を歩く～ 
菅野 良司 著 
岩波書店 
何十年という長い時間、無実を叫び続けてきた人たちの声をジャーナリストが丁寧

に聞きながら、なぜ冤罪が起きるのかを問う。戦後の著名な 17 事件を取り上げ、日

本の刑事司法の問題点を追及。巻末には冤罪事件年表を付す。 
読売新聞 2015/08/30 

2015:07. / 
13p,397p,12p 
978-4-00-022296-9 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784000222969*

 

ぼくの短歌ノート 
穂村 弘 著 
講談社 
人気歌人が独自の視点で選ぶ傑作短歌と目からウロコの名解説！今の時代を鮮

やかに読みとき、新たな世界へと誘う魅力の短歌エッセイ 
読売新聞 2015/08/30 

2015:06. / 237p 
978-4-06-219458-7 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784062194587*

 

道徳の時間 
呉 勝浩 著 
講談社 
「道徳の時間を始めます。殺したのはだれ？」第 61 回江戸川乱歩賞受賞作！ 
読売新聞 2015/08/30 

2015:08. / 366p 
978-4-06-219667-3 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784062196673*

 

昭和陸軍全史<3> 太平洋戦争(講談社現代新書 2319) 
川田 稔 著 
講談社 
昭和陸軍という特異な組織の実像を徹底的に描く 3 部作ついに完結。組織の欠陥

を露呈させたまま勝算なき対米戦争へ突入、日本は破滅へ 
読売新聞 2015/08/30 

2015:06. / 448p 
978-4-06-288319-1 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784062883191*

 

「昔はよかった」病(新潮新書 626) 
パオロ・マッツァリーノ 著 
新潮社 
本当に昔はよかった? 絆や情があった? 礼儀や根性を重んじていた? 記憶の美

化、現況への不満から「昔はよかった」病がうまれる。「劣化論」の?を暴いた大胆不

敵の日本人論。『新潮 45』連載を書籍化。 
読売新聞 2015/08/30 

2015:07. / 221p 
978-4-10-610626-2 
740 円〔本体〕+税 

*9784106106262*

 

文明の誕生～メソポタミア、ローマ、そして日本へ～(中公新書 2323) 
小林 登志子 著 
中央公論新社 
道路や都市、貨幣、法律、宗教、文学…。わたしたちの快適な毎日は多くの文明的

な要素により成り立っている。この文明はいつ誕生し、どのように受けつがれてきた

のか。5 千年前のメソポタミアから現代の日本までを巨細に辿る。 
読売新聞 2015/08/30 

2015:06. / 4p,326p 
978-4-12-102323-0 
920 円〔本体〕+税 

*9784121023230*
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廃線紀行～カラー版～(中公新書 2331) 
梯 久美子 著 
中央公論新社 
鉄道をこよなく愛する著者が全国の廃線跡を踏破。往時の威容に思いを馳せつ

つ、現在の姿を活写する。道東の国鉄根北線から鹿児島交通南薩線まで、精選 50
路線を紹介する廃線案内。『読売新聞』土曜夕刊の連載を単行本化。 
読売新聞 2015/08/30 

2015:07. / 4p,205p 
978-4-12-102331-5 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784121023315*

 

アクロイド殺し(ハヤカワ文庫)  
アガサ・クリスティー/ 羽田 詩津子 著 
早川書房 
読売新聞 2015/08/30 

2003:12. / ４４５ｐ 
978-4-15-130003-5 
820 円〔本体〕+税 

*9784151300035*

 

日本の運命を変えた七つの決断(文春学藝ライブラリー) 
猪木 正道 著 
文藝春秋 
二・二六事件を鎮圧した昭和天皇の英断、田中義一、近衛文麿による遅疑逡巡の

致命的な過ち…。政治学の泰斗が、同時代で体験した歴史の転換点を検証した名

著。息子・猪木武徳の特別寄稿、奈良岡聰智の解説つき。 
読売新聞 2015/08/30 

2015:08. / 188p 
978-4-16-813048-9 
980 円〔本体〕+税 

*9784168130489*

 

その<脳科学>にご用心～脳画像で心はわかるのか～ 
サリー・サテル/ スコット・O.リリエンフェルド/ 柴田 裕之 著 
紀伊國屋書店出版部 
買わずにいられない脳? 愛情を感じている脳? 政治を考えている脳?――「脳科学

の濫用」と「神経中心主義」へ警鐘を鳴らす書。 
読売新聞 2015/08/30 

2015:07. / 329p 
978-4-314-01129-7 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784314011297*

 

デス博士の島その他の物語(未来の文学)  
ジーン・ウルフ/ 浅倉 久志/ 伊藤 典夫/ 柳下 毅一郎 著 
国書刊行会 
孤独な少年の元に物語の登場人物が訪れる?。言葉の魔術師・ウルフの代表作にし

て不朽の名作である表題作のほか、「アイランド博士の死」「死の島の博士」など４編

を収録した、読書の快楽とＳＦの愉楽へといざなう中短編集。 
読売新聞 2015/08/30 

2006:02. / ４１３ｐ 
978-4-336-04736-6 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784336047366*

 

10 代からの心理学図鑑 
マーカス・ウィークス 著 
三省堂 
私って何？自分らしさって何？人の心をめぐる素朴な疑問に、実例や図解でわかり

やすく答える入門書。１０代から大人の読者まで。 
読売新聞 2015/08/30 

2015:08. / 160p 
978-4-385-16234-8 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784385162348*
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原色日本島図鑑～日本の島 443-有人島全収録-～ 改訂第 2 版 
加藤 庸二 著 
新星出版社 
北海道から南西諸島まで、日本の有人島を網羅。代表的景観、スナップショット、見

どころ、祭や行事、生活などの写真をふんだんに盛り込み、島ごとの特徴を紹介す

る。島の基本データと略地図も付す。 
読売新聞 2015/08/30 

2013:05. / 383p 
978-4-405-07166-7 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784405071667*

 

台湾で暮らしてわかった律儀で勤勉な「本当の日本」(じっぴコンパクト新書 260) 
光瀬 憲子 著 
実業之日本社 
台湾人は本当に親日なのだろうか? 多くの台湾の人々にじっくりと話を聞き、日本と

の出合い、日本人とのかかわりがどんな意味をもっていたのか、彼らにとって日本と

は何なのか、ありのままを記す。 
読売新聞 2015/08/30 

2015:06. / 253p 
978-4-408-00874-5 
800 円〔本体〕+税 

*9784408008745*

 

島暮らしの記録  
トーベ・ヤンソン/ 富原 真弓 著 
筑摩書房 
作者とその実母ハム、親友トゥーリッキと猫のプシプシーナ。四方に水平線しか見え

ない離れ孤島で、彼らはマイペースに気ままな自然の魅力と暮らす。通算８０年に

わたる島暮らしのプロが描く、作家の知られざる日常。 
読売新聞 2015/08/30 

1999:07. / １６７ｐ 
978-4-480-83705-9 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784480837059*

 

経済学の宇宙 
岩井 克人 著 
日本経済新聞出版社 
次々と斬新な経済理論を生み出してきた学者・岩井克人。その研究対象や思想の

変遷を、岩井理論をはじめ、様々な経済学説のエッセンスとともに語る。『日本経済

新聞』連載インタビューをもとに再構成。 
読売新聞 2015/08/30 

2015:04. / 4p,490p 
978-4-532-35642-2 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784532356422*

 

暗渠マニアック! 
吉村 生/ 高山 英男 著 
柏書房 
もともと川や水路(あるいはドブ)があった場所「暗渠」には、“水でない何か”がいまだ

残っており、何かを訴えている-。暗渠を知ると街の見え方が変わる。ふたりの「暗渠

マニア」が散歩で読み解く、見えない街のものがたり。 
読売新聞 2015/08/30 

2015:06. / 223p 
978-4-7601-4609-3 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784760146093*

 

リベラルアーツの学び方(ディスカヴァー・レボリューションズ) 
瀬木 比呂志 著 
ディスカヴァー・トゥエンティワン 
リベラルアーツを学ぶ重要性、それを身につける方法、個々のジャンルごとの具体

的な学び方について、書物や作品の紹介、分析を交えながら解説。ビジネスや人

生そのものを成長させていくための本当の教養の学び方がわかる。 
読売新聞 2015/08/30 

2015:05. / 403p 
978-4-7993-1672-6 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784799316726*
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起源～古代オリエント文明:西欧近代生活の背景～ 
ウィリアム・W.ハロー/ 岡田 明子 著 
青灯社 
都市、文字、手工業、農業と牧畜、遊び、文学、宗教等、古代オリエント世界を全分

野にわたり詳述。西欧の近代生活を形成している様々な要素に対して、古代オリエ

ントがどれほど貢献したかということを明らかにする。 
読売新聞 2015/08/30 

2015:06. / 643p 
978-4-86228-081-7 
4,800 円〔本体〕+税 

*9784862280817*

 

カワイイ社会・学～成熟の先をデザインする～ 
工藤 保則 著 
関西学院大学出版会 
「カワイイ」を真ん中に据え、「低炭素社会」と「クルマ」を重ねた先に見えてくるもの

は何か。近未来の社会像について考察する。 
読売新聞 2015/08/30 

2015:07. / 7p,146p 
978-4-86283-201-6 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784862832016*

 

南洋と私 
寺尾 紗穂 著 
リトル・モア 
サイパン、沖縄、八丈島――戦争の痕跡をさがしもとめ、十年を費やし、生きた証言

を拾い続けたノンフィクション。 
読売新聞 2015/08/30 

2015:07. / 267p 
978-4-89815-416-8 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784898154168*

 

オードリー・ヘプバーン～59 のエレガンスルール～ 
シンディー・デ・ラ・ホズ/ 菊地 浩司/ 福島 治子/ 東條 恭子/ 浅井 桃子 著 
ＡＣ Ｂｏｏｋｓ 
永遠のスタイル・アイコン、オードリー・ヘプバーン。リトルブラックドレス、バレエシュ

ーズ、大きめなサングラス…。彼女のスタイルを見事にとらえた写真とワンポイント・

アドバイスで、オードリーに近づく方法を教えます。 
読売新聞 2015/08/30 

2015:07. / 124p 
978-4-904249-40-6 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784904249406*

 

職業としての政治(岩波文庫)  
マックス・ヴェーバー/ 脇 圭平 著 
岩波書店 
日本経済新聞 2015/08/02 

1980:03. / １２１ｐ 
978-4-00-342097-3 
480 円〔本体〕+税 

*9784003420973*

 

憲法とは何か(岩波新書 新赤版)  
長谷部 恭男 著 
岩波書店 
憲法は何のためにあるのか。立憲主義とはどういう考えか。ときに憲法は人々の生

活や生命をも左右する「危険」な存在になりうる。改憲論議が高まりつつある現在、

その本質について冷静な考察をうながす「憲法再入門」。 
日本経済新聞 2015/08/02 

2006:04. / １９３ｐ 
978-4-00-431002-0 
700 円〔本体〕+税 

*9784004310020*

 

ねこに未来はない(角川文庫)  
長田 弘 著 
角川書店 
日本経済新聞 2015/08/02 

1979:01. / １９８ｐ 
978-4-04-140902-2 
438 円〔本体〕+税 

*9784041409022*
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大江戸商い白書～数量分析が解き明かす商人の真実～(講談社選書メチエ 602) 
山室 恭子 著 
講談社 
平均存続年数一五・七年。血縁相続、わずか九パーセント。大商家とは異なる、江

戸商人の実像を明らかにし、その人間模様を描く一冊。 
日本経済新聞 2015/08/02 

2015:07. / 227p 
978-4-06-258605-4 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784062586054*

 

天皇の歴史<０８巻> 昭和天皇と戦争の世紀 
加藤 陽子 著 
講談社 
生涯に三度焦土に立つことになる近代立憲制下の天皇は、激動の時代にあってい

かなる役割を担うことになったのか。動揺する国際情勢のなか、国家の中心として歴

史の「動力」となった昭和天皇と時代の特質を究明する。 
日本経済新聞 2015/08/02 

2011:08. / 422p 
978-4-06-280738-8 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784062807388*

 

子宮頸がんワクチン、副反応と闘う少女とその母たち 
黒川 祥子 著 
集英社 
不随意運動、全身疼痛、運動障害、失神、脱力、記憶障害…。少女たちを襲ったも

のは、それらだけではなかった。子宮頸がんワクチンの副反応の深刻な実態と、被

害者とその家族の壮絶な日常に迫った衝撃の書。 
日本経済新聞 2015/08/02 

2015:06. / 317p 
978-4-08-781568-9 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784087815689*

 

ながい坂<上巻> 改版(新潮文庫 や-2-17） 
山本 周五郎 著 
新潮社 
日本経済新聞 2015/08/02 

1971:07. / 550p 
978-4-10-113417-8 
790 円〔本体〕+税 

*9784101134178*

 

ながい坂<下巻> 改版(新潮文庫 や-2-18） 
山本 周五郎 著 
新潮社 
日本経済新聞 2015/08/02 

1971:07. / 555p 
978-4-10-113418-5 
790 円〔本体〕+税 

*9784101134185*

 

泣き言はいわない 改版(新潮文庫)  
山本 周五郎 著 
新潮社 
日本経済新聞 2015/08/02 

2009:04. / ２５６ｐ 
978-4-10-113459-8 
520 円〔本体〕+税 

*9784101134598*

 

彷徨(さまよ)える英霊たち～戦争の怪異譚～(中公文庫 た 73-2) 
田村 洋三 著 
中央公論新社 
戦場で命を落とした者たちはなぜ、霊魂となってもなお祖国へと帰ろうとするのか。

ニューギニア、フィリピン、朝鮮半島、沖縄などさまざまな場所で戦死者やその家族

たちを取材してきた著者が、「怪異譚」を通して綴る鎮魂の記。 
日本経済新聞 2015/08/02 

2015:07. / 319p 
978-4-12-206149-1 
820 円〔本体〕+税 

*9784122061491*
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現代と戦略  
永井陽之助 著 
文藝春秋 
日本経済新聞 2015/08/02 

1985:03. / ３６３ｐ 
978-4-16-339540-1 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784163395401*

 

それでも、日本人は「戦争」を選んだ  
加藤 陽子 著 
朝日出版社 
普通のよき日本人が、世界 高の頭脳たちが、「もう戦争しかない」と思ったのはな

ぜか？ 日清戦争から太平洋戦争まで、戦争の根源的な特徴、戦争が地域秩序や

国家や社会に与えた影響と変化などを解説。高校の講義を書籍化。 
日本経済新聞 2015/08/02 

2009:07. / ４１４ｐ 
978-4-255-00485-3 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784255004853*

 

〈生きる意味〉を求めて  
Ｖ・Ｅ・フランクル/ 諸富 祥彦/ 上嶋 洋一/ 松岡 世利子 著 
春秋社 
繁栄のさなかに広がる虚無感、セックス、スポーツ、出会い、そして死?現代人の荒

涼とした精神に「生きる意味」という光の回復を訴える「逆境の心理学」フランクルの

熱いメッセージ。 
日本経済新聞 2015/08/02 

1999:10. / ２１７ｐ 
978-4-393-36419-2 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784393364192*

 

蜩ノ記(祥伝社文庫 は 12-1) 
葉室 麟 著 
祥伝社 
羽根藩の壇野庄三郎は幽閉中の元郡奉行・戸田秋谷の元へ遣わされる。秋谷は

不義密通の罪で家譜編纂と 10 年後の切腹を命じられていた。当時の事件の真相

探求を命じられた庄三郎だが、秋谷の清廉さに触れるうち…。 
日本経済新聞 2015/08/02 

2013:11. / 404p 
978-4-396-33890-9 
686 円〔本体〕+税 

*9784396338909*

 

三国志英雄たちと文学 
渡邉 義浩 著 
人文書院 
文学という視点から読み解く異色の三国志論 
日本経済新聞 2015/08/02 

2015:07. / 213p 
978-4-409-51071-1 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784409510711*

 

史上最大の決断～「ノルマンディー上陸作戦」を成功に導いた賢慮のリーダーシッ

プ～ 
野中 郁次郎/ 荻野 進介 著 
ダイヤモンド社 
連合軍を率いた「偉大なる平凡人」 高司令官アイゼンハワー、天才政治家チャー

チル、猪突猛進の指揮官パットン…。ノルマンディー上陸作戦におけるリーダーた

ちの決断の軌跡を追った、「危機の時代」のリーダーシップ論。 
日本経済新聞 2015/08/02 

2014:06. / 389p 
978-4-478-02345-7 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784478023457*
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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。 
日本経済新聞 2015/08/02 

2015:06. / 414p 
978-4-480-01620-1 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784480016201*

 

マリリン・モンローと原節子(筑摩選書 0115) 
田村 千穂 著 
筑摩書房 
セクシーなマリリン・モンロー、永遠の処女のような原節子-。1950 年代に、もっとも

輝いていた 2 人の映画女優。一般イメージとは異なり、いかに 2 人が多面的な魅力

に満ちていたかを重要作品に即して、生き生きと描く。 
日本経済新聞 2015/08/02 

2015:06. / 279p 
978-4-480-01622-5 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784480016225*

 

日本企業のためのコーポレートガバナンス講座 
藤田 勉 著 
東洋経済新報社 
形式的な欧米流改革では失敗する! コーポレートガバナンス・コード、スチュワード

シップ・コード、独立取締役など政府主導のガバナンス改革にどう対応すべきか。理

論・歴史・国際比較を踏まえ、実効性のある改革を提言する。 
日本経済新聞 2015/08/02 

2015:05. / 274p 
978-4-492-53362-8 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784492533628*

 

農林水産の経済学 
馬奈木 俊介 編 
中央経済社 
近年話題になっている農林水産分野をめぐる問題について、経済学的な理解を促

す形で構成したテキスト。基礎となるミクロ経済学についても解説する。多面的な視

点から農林水産分野で起きている事象を理解する力を学び取れる。 
日本経済新聞 2015/08/02 

2015:06. / 2p,6p,312p 
978-4-502-14591-9 
3,600 円〔本体〕+税 

*9784502145919*

 

米中世紀の競争～アメリカは中国の挑戦に打ち勝てるか～ 
ジェフ・ダイヤー 著 
日本経済新聞出版社 
経済規模と勢いだけで優劣は決まらない。海洋・軍事、ソフト・パワー、通貨・国際金

融…。米中両国による地政学的な優位をめぐる競争の実態と行方を、卓越した取

材力をもとに豊富なエピソードを交えて描く。 
日本経済新聞 2015/08/02 

2015:06. / 393p 
978-4-532-16964-0 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784532169640*

 

独裁者は 30 日で生まれた～ヒトラー政権誕生の真相～ 
H.A.ターナー・ジュニア/ 関口 宏道 著 
白水社 
なぜヒトラーは首相になれたのか? 
日本経済新聞 2015/08/02 

2015:05. / 255p,28p 
978-4-560-08428-1 
2,700 円〔本体〕+税 

*9784560084281*
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霖雨(PHP 文芸文庫 は 4-1) 
葉室 麟 著 
ＰＨＰ研究所 
長い雨が続いても、いつかは上がる時が来る。時代の大きなうねりの中で、権力の

横暴に耐え、清冽な生き方を貫こうとする豊後日田の儒学者・広瀬淡窓と弟・久兵

衛が、困難に立ち向かう姿を描く歴史長編。 
日本経済新聞 2015/08/02 

2014:11. / 397p 
978-4-569-76256-2 
740 円〔本体〕+税 

*9784569762562*

 

意識はいつ生まれるのか～脳の謎に挑む統合情報理論～ 
マルチェッロ・マッスィミーニ/ ジュリオ・トノーニ/ 花本 知子 著 
亜紀書房 
意識の秘密に迫るサイエンス・エンターテインメント。「他の器官とたいして変わらな

いように見える脳という物体が、なぜ意識を宿すのか」という謎に挑んだ日々を、イメ

ージしやすい具体的なエピソードやたとえを交えて語る。 
日本経済新聞 2015/08/02 

2015:05. / 292p 
978-4-7505-1450-5 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784750514505*

 

国際協調の先駆者たち～理想と現実の 200 年～ 
マーク・マゾワー/ 依田 卓巳 著 
ＮＴＴ出版 
国際協調は、なされてきたのか？ 
日本経済新聞 2015/08/02 

2015:06. / 9p,440p 
978-4-7571-4338-8 
4,600 円〔本体〕+税 

*9784757143388*

 

「普通」の国日本 
添谷 芳秀/ 田所 昌幸/ デイヴィッド・A.ウェルチ 著 
千倉書房 
改憲し、武器を取り、軍隊を海外に送る、日本がそんな普通の国になろうとすること

に、世界はどのような視線を向けているのか。 
日本経済新聞 2015/08/02 

2014:03. / 340p 
978-4-8051-1032-4 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784805110324*

 

JT の M&A～日本企業が世界企業に飛躍する教科書～ 
新貝 康司 著 
日経ＢＰ社 
「海外 M&A のことなら、この人に聞け」と言われる JT 代表取締役副社長・新貝康

司。英国のたばこメーカー買収を成功させた辣腕 CFO が、巨大 M&A と統合の舞

台裏を明かす。『日経ビジネスオンライン』連載を書籍化。 
日本経済新聞 2015/08/02 

2015:06. / 310p 
978-4-8222-5094-2 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784822250942*

 

東アジア経済と労働移動 
トラン・ヴァン・トウ/ 松本 邦愛/ ド・マン・ホーン 著 
文眞堂 
持続的発展の為の実態分析，政策提言を試む！ 
日本経済新聞 2015/08/02 

2015:06. / 13p,265p 
978-4-8309-4867-1 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784830948671*
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２１世紀の歴史～未来の人類から見た世界～  
ジャック・アタリ/ 林 昌宏 著 
作品社 
「ヨーロッパ復興開発銀行」初代総裁にして経済学者・思想家・作家であり、“ヨーロ

ッパ 高の知性”と称されるジャック・アタリ。彼が２１世紀の政治・経済の見通しを大

胆に予測した、未来の歴史書。 
日本経済新聞 2015/08/02 

2008:08. / ３４７ｐ 
978-4-86182-195-0 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784861821950*

 

立憲主義について～成立過程と現代～(放送大学叢書 028) 
佐藤 幸治 著 
左右社 
古代ギリシャから続く知性の歴史に日本国憲法の精神を探る、佐藤憲法学の成果。

「立憲主義」が人類の長い歴史においてどのような経緯を辿って成立し、現代世界

で典型的にどのような姿・内容をもっているかを明らかにする。 
日本経済新聞 2015/08/02 

2015:04. / 263p 
978-4-86528-113-2 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784865281132*

 

描かれたオランダ黄金世紀～ヨーロッパ近代文明の曙～(学術選書 070) 
樺山 紘一 著 
京都大学学術出版会 
黄金世紀のオランダから西欧近代を読み解く 
日本経済新聞 2015/08/02 

2015:06. / 11p,341p 
978-4-87698-870-9 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784876988709*

 

人生に疲れたらスペイン巡礼～飲み、食べ、歩く 800 キロの旅～(光文社新書 
764) 
小野 美由紀 著 
光文社 
心のリハビリを兼ね、フランス南部から聖地サンティアゴ・デ・コンポステーラまで 800
キロの道のりを歩く、スペイン巡礼の旅に出た著者が、その体験を豊富な写真ととも

に綴る。巡礼の概要、旅に付随する食や街の魅力も紹介。 
日本経済新聞 2015/08/02、朝日新聞 2015/08/16 

2015:07. / 234p 
978-4-334-03867-0 
1,080 円〔本体〕+税 

*9784334038670*

 

失敗の本質～日本軍の組織論的研究～(中公文庫)  
戸部 良一 著 
中央公論新社 
日本経済新聞 2015/08/02、毎日新聞 2015/08/30 

2000:04. / 413p 
978-4-12-201833-4 
762 円〔本体〕+税 

*9784122018334*

 

中国グローバル化の深層～「未完の大国」が世界を変える～(朝日選書 934) 
デイビッド・シャンボー 著 
朝日新聞出版 
「中国の目覚めが今、世界を揺るがしている」 それは本当か? その実態は? 膨大

な資料をもとに、外交、経済、軍事、文化、グローバル・ガバナンスなどを多角的・多

面的に検証し、中国の実情と世界の未来を探る。 
日本経済新聞 2015/08/09 

2015:06. / 411p,62p 
978-4-02-263034-6 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784022630346*
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食卓に迫る危機～グローバル社会における漁業資源の未来～ 
八木 信行 著 
講談社 
世界中で過剰漁獲される漁業資源。急速に増大する世界の水産物需要。一方で、

貿易自由化の議論が TPP などでさらに加速する。流通から漁業の現場まで、各分

野の情報を総合して、海と漁業資源の未来を考える。 
日本経済新聞 2015/08/09 

2011:12. / 183p 
978-4-06-153139-0 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784061531390*

 

商店街はいま必要なのか～「日本型流通」の近現代史～(講談社現代新書 2325) 
満薗 勇 著 
講談社 
百貨店、通販、商店街、スーパー、日本型コンビニ。「安くて便利で消費者のため」

のその先を、日本人の買い物の歴史から考える。 
日本経済新聞 2015/08/09 

2015:07. / 299p 
978-4-06-288325-2 
840 円〔本体〕+税 

*9784062883252*

 

日付変更線<上> 
辻 仁成 著 
集英社 
祖父がハワイの日系 2 世で、第 2 次世界大戦時に日系アメリカ人部隊の兵士だっ

たケインとマナ。マナの祖父は 442 部隊に所属し、欧州で戦死したと思われていた

が…。戦時と現在、日、米、欧、複数の境界線が交わる長編小説。 
日本経済新聞 2015/08/09 

2015:07. / 331p 
978-4-08-775426-1 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784087754261*

 

日付変更線<下> 
辻 仁成 著 
集英社 
祖父がハワイの日系 2 世で、第 2 次世界大戦時に日系アメリカ人部隊の兵士だっ

たケインとマナ。祖父たちの苦難の道のりは、2 人が立ち向かう事件にも影を落とし

…。戦時と現在、日、米、欧、複数の境界線が交わる長編小説。 
日本経済新聞 2015/08/09 

2015:07. / 295p 
978-4-08-775427-8 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784087754278*

 

日本列島「現代アート」を旅する(小学館新書 243) 
秋元 雄史 著 
小学館 
日本に数多ある現代アート作品の中から、これだけは絶対見ておきたい傑作 10 点

を厳選。作品の楽しみ方、アーティストの人となり、作品が生まれた時代背景など

を、詳しくわかりやすく解説します。 
日本経済新聞 2015/08/09 

2015:06. / 221p 
978-4-09-825243-5 
760 円〔本体〕+税 

*9784098252435*

 

日本人が知らない漁業の大問題(新潮新書 612) 
佐野 雅昭 著 
新潮社 
年々衰退し続ける漁の現場、揺らぐ卸売市場流通、定番商品ばかりの小売の店

頭、ブランドや養殖への過剰参入、失われゆく魚食文化…。日本漁業を取りまく深

刻な構造問題を、気鋭の水産学者が徹底検証する。 
日本経済新聞 2015/08/09 

2015:03. / 191p 
978-4-10-610612-5 
700 円〔本体〕+税 

*9784106106125*
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青蛙堂鬼談(中公文庫) 
岡本綺堂 著 
中央公論新社 
日本経済新聞 2015/08/09 

2012:10. / 259p 
978-4-12-205710-4 
667 円〔本体〕+税 

*9784122057104*

 

味の散歩(中公文庫 あ 66-3) 
秋山 徳蔵 著 
中央公論新社 
天皇の料理番として知られる秋山徳蔵が、料理人人生 50 年の経験から、街場の食

堂や家庭料理に至るまで“味”にまつわる想い、こだわりを綴った随筆集。自筆挿画

60 点余を収録。 
日本経済新聞 2015/08/09 

2015:07. / 314p 
978-4-12-206142-2 
780 円〔本体〕+税 

*9784122061422*

 

PUNK 
沖 潤子 著 
文藝春秋 
おびただしい数の針目が、ページを埋め尽くす! 世界中から注文が殺到する沖潤

子の刺?作品をオールカラーで紹介。巻末には本人による 115 の作品解説を収録

する。 
日本経済新聞 2015/08/09 

2014:12. / 255p 
978-4-16-390182-4 
6,800 円〔本体〕+税 

*9784163901824*

 

老人に冷たい国・日本～「貧困と社会的孤立」の現実～(光文社新書 767) 
河合 克義 著 
光文社 
貧困と孤立問題について研究してきた著者が、全国各地で実施した地域調査の中

で明らかになった事実に基づいて、高齢者、とりわけひとり暮らし高齢者の貧困と孤

立の実態を分析し、問題解決の方向を考える。 
日本経済新聞 2015/08/09 

2015:07. / 244p 
978-4-334-03870-0 
760 円〔本体〕+税 

*9784334038700*

 

日本漁業の真実(ちくま新書 1064) 
濱田 武士 著 
筑摩書房 
減る魚資源、衰退する漁村、絶えない国際紛争…。縮小し続ける日本の漁業に、な

にが起きているのか? 漁業の歴史とデータを紐解きながら、その現状と問題点を大

胆に描き出す。 
日本経済新聞 2015/08/09 

2014:03. / 270p 
978-4-480-06770-8 
840 円〔本体〕+税 

*9784480067708*

 

傍流革命～小が大と戦うビジネス・アスリート経営～ 
松崎 正年 著 
東洋経済新報社 
コニカミノルタの社長として重点的に取り組んできたことを、その原点となる「持続的

成長」をはじめとする自身の経営スタンスや判断軸を交えて紹介するほか、リーダー

が心得ておくべき事柄を、実例・エピソードとともに述べる。 
日本経済新聞 2015/08/09 

2015:07. / 229p 
978-4-492-50277-8 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784492502778*
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昭和陸軍謀略秘史 
岩畔 豪雄 著 
日本経済新聞出版社 
日本陸軍の謀略のシステムを設計し、関東軍参謀、陸軍省軍事課長など要職を歴

任、政界や財界との交流もあった異才の軍人・岩畔豪雄。日米開戦回避交渉など

世界史の分岐点にもキーパーソンとして参加した男の証言録。 
日本経済新聞 2015/08/09 

2015:06. / 22p,346p 
978-4-532-16967-1 
3,400 円〔本体〕+税 

*9784532169671*

 

にほんご歳時記(PHP 新書 996) 
山口 謠司 著 
ＰＨＰ研究所 
四季をきちんと味わう大人になれる 100 の言葉を紹介。日本文献学を専門に、海外

で活動していた著者が、イギリス、フランス、中国の言語や文化と比較しながら日本

独自の季節感を解説する。 
日本経済新聞 2015/08/09 

2015:07. / 219p 
978-4-569-82594-6 
780 円〔本体〕+税 

*9784569825946*

 

失われてゆく、我々の内なる細菌 
マーティン・J.ブレイザー/ 山本 太郎 著 
みすず書房 
食物アレルギー、潰瘍性大腸炎、自閉症、肥満、喘息。抗生剤の過剰使用により増

加する疾患と腸内フローラの関係とは? 薬剤耐性がもたらす「害」の深刻さに、マイ

クロバイオーム研究の第一人者が実証的に警鐘を鳴らす。 
日本経済新聞 2015/08/09 

2015:07. / 286p,6p 
978-4-622-07910-1 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784622079101*

 

アンデスの聖人信仰～人の移動が織りなす文化のダイナミズム～ 
八木 百合子 著 
臨川書店 
村から都市へ、変動の中に生きる信仰とは? 
日本経済新聞 2015/08/09 

2015:08. / 214p,8p 
978-4-653-04251-8 
3,600 円〔本体〕+税 

*9784653042518*

 

NTT30 年目の決断～脱「電話会社」への挑戦～ 
榊原 康 著 
日経ＢＰ社 
民営化 30 周年の節目を迎え、大きな変貌を遂げようとしている NTT。北米進出を

加速し、国内では、ICT(情報通信技術)の利活用を推進する“裏方”に転じた持続

的な成長を目論む、NTT の戦略を徹底分析する。 
日本経済新聞 2015/08/09 

2015:06. / 230p 
978-4-8222-1588-0 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784822215880*

 

魚はどこに消えた?～崖っぷち、日本の水産業を救う～ 
片野 歩 著 
ウェッジ 
日本では水産資源の減少とそれに伴う水産業の衰退で、かつて大漁でにぎわった

水揚げ地が衰退している。輸入業者という立場で買付けの 前線に立ち、世界の

水産業を見てきた著者が、日本の水産業復活の処方箋を示す。 
日本経済新聞 2015/08/09 

2013:08. / 219p 
978-4-86310-113-5 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784863101135*
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満蒙開拓、夢はるかなり～加藤完治と東宮鐵男～<上> 
牧 久 著 
ウェッジ 
昭和初年、大恐慌と冷害にあえぐ日本の海彼に満蒙の曠野が広がっていた。軍人

の道を志した東宮鐵男と、農業の道を志した加藤完治。満蒙開拓移民をめぐって、

2 人の人生はクロスする-。 
日本経済新聞 2015/08/09 

2015:07. / 310p 
978-4-86310-147-0 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784863101470*

 

満蒙開拓、夢はるかなり～加藤完治と東宮鐵男～<下> 
牧 久 著 
ウェッジ 
満州移民は国策となり、農家の子弟は「青少年義勇軍」と呼ばれた。日米開戦、戦

時体制は満蒙開拓を変質させ、青少年は戦時要員と化した。加藤完治と東宮鐵男

の描いた開拓の夢は悲惨な結末を迎える-。 
日本経済新聞 2015/08/09 

2015:07. / 326p 
978-4-86310-148-7 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784863101487*

 

小さなユリと～詩集～ 
黒田 三郎 著 
夏葉社 
歩いているうちに 歩いていることだけが僕のすべてになる 小さなユリと手をつない

で(「小さなあまりにも小さな」より) 父と娘のささやかな日々を詠んだ、半世紀以上前

に刊行された歴史的な詩集を完全復刻。 
日本経済新聞 2015/08/09 

2015:05. / 58p 
978-4-904816-15-8 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784904816158*

 

ネアンデルタール人は私たちと交配した 
スヴァンテ・ペーボ/ 野中 香方子 著 
文藝春秋 
ネアンデルタール人の遺伝子は、現生人類の中に生きていた! 長年の試行錯誤の

末に、新技術「次世代シーケンサー」で約 4 万年前のネアンデルタール人の DNA
の増幅に成功した科学者が、30 年以上の苦闘のすべてを明かす。 
日本経済新聞 2015/08/09、朝日新聞 2015/08/23 

2015:06. / 365p 
978-4-16-390204-3 
1,750 円〔本体〕+税 

*9784163902043*

 

人工知能～人類最悪にして最後の発明～ 
ジェイムズ・バラット/ 水谷 淳 著 
ダイヤモンド社 
近年爆発的に進化している人工知能(AI)。しかし、その「進化」がもたらすのは、果

たして明るい未来なのか? 「AI」の危険性について、あらゆる角度から徹底的に取

材・検証し、問題の本質をえぐり出す。 
日本経済新聞 2015/08/09、読売新聞 2015/08/30 

2015:06. / 6p,391p 
978-4-478-06575-4 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784478065754*

 

?外と漱石のあいだで～日本語の文学が生まれる場所～ 
黒川 創 著 
河出書房新社 
日露戦争、大逆事件とゆらぐ時代、鴎外や漱石はじめ、作家は何を見て何を書いた

か。外地まで射程を延ばし、日本語文学史を刷新する。 
日本経済新聞 2015/08/09、毎日新聞 2015/08/16 

2015:07. / 282p,7p 
978-4-309-02393-9 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784309023939*
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東京大空襲  
井上有一 著 
岩波書店 
日本経済新聞 2015/08/16 

1995:02. / １２６ｐ 
978-4-00-001518-9 
2,718 円〔本体〕+税 

*9784000015189*

 

会津物語 
赤坂 憲雄/ 会津学研究会 著 
朝日新聞出版 
ヤマンバユウ、オテンゴサマ、天狗の空木倒し、子授けの像、地蔵様となくし物…。

会津に残った実話を古老から採集した物語集。『朝日新聞』福島県版連載を単行

本化。見返しに地図あり。 
日本経済新聞 2015/08/16 

2015:08. / 239p 
978-4-02-251263-5 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784022512635*

 

【オンデマンド版】数寄～茶の湯の周辺～(角川選書） 
多田 侑史 著 
角川学芸出版 
日本経済新聞 2015/08/16 

2008:09. / 265p 
978-4-04-622048-6 
2,952 円〔本体〕+税 

*9784046220486*

 

茶道史序考 
堀内他次郎 著 
講談社 
日本経済新聞 2015/08/16 

1987:10. / 213p 
978-4-06-202804-2 
〔本体〕+税 

*9784062028042*

 

終戦後史 1945-1955(講談社選書メチエ 603) 
井上 寿一 著 
講談社 
〈自由経済〉か〈統制経済〉か、米国への〈従属〉か〈自立〉か―。「親米平和国家」に

代表される戦後日本の自画像が描かれるまで。 
日本経済新聞 2015/08/16 

2015:07. / 244p 
978-4-06-258606-1 
1,650 円〔本体〕+税 

*9784062586061*

 

作家という病(講談社現代新書 2323) 
校條 剛 著 
講談社 
作家を作家たらしめる「過剰さ」とは何か。渡辺淳一、遠藤周作、井上ひさし、吉村

昭…21 名の作家の業（ごう）を秘話満載で描く。 
日本経済新聞 2015/08/16 

2015:07. / 320p 
978-4-06-288323-8 
880 円〔本体〕+税 

*9784062883238*

 

満映とわたし 
岸 富美子/ 石井 妙子 著 
文藝春秋 
甘粕正彦理事長自決後に旧満洲映画協会の日本人が辿った裏切りと苦難の戦後-
。満映の崩壊を見届け、敗戦後、中国映画の草創期にかかわった女性映画編集

者・岸富美子 95 歳による 初で 後の膨大な証言録。 
日本経済新聞 2015/08/16 

2015:08. / 311p 
978-4-16-390314-9 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784163903149*
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戦中派の死生観(文春学藝ライブラリー) 
吉田 満 著 
文藝春秋 
死んだ仲間は何のために戦ったのか? 戦後日本は戦争と敗戦から何かを学びえた

のか? 真の愛国とは? 死を覚悟して生き残った戦中派が「日本人として生きる」こと

の意味を問う。若松英輔の解説つき。 
日本経済新聞 2015/08/16 

2015:08. / 390p 
978-4-16-813051-9 
1,320 円〔本体〕+税 

*9784168130519*

 

巨大化する現代アートビジネス 
ダニエル・グラネ/ カトリーヌ・ラムール/ 鳥取 絹子 著 
紀伊國屋書店出版部 
アートビジネスはいかに機能しているのか?業界を牛耳る 100 人の思惑が入り乱れ

るアートの現場に果敢に斬りこむノンフィクション 
日本経済新聞 2015/08/16 

2015:07. / 319p 
978-4-314-01130-3 
2,100 円〔本体〕+税 

*9784314011303*

 

新編洛中生息(ちくま文庫)  
杉本秀太郎 著 
筑摩書房 
日本経済新聞 2015/08/16 

1987:12. / ２９３ｐ 
978-4-480-02183-0 
544 円〔本体〕+税 

*9784480021830*

 

たたかう植物～仁義なき生存戦略～(ちくま新書 1137) 
稲垣 栄洋 著 
筑摩書房 
植物同士や捕食者との戦い、病原菌との攻防…。植物が生きる世界は、「まわりは

すべてが敵」という苛酷なバトル・フィールドなのだ。多くの具体例を引きながら、熾

烈な世界で生き抜く技術を、分かりやすく楽しく語る。 
日本経済新聞 2015/08/16 

2015:08. / 202p 
978-4-480-06840-8 
760 円〔本体〕+税 

*9784480068408*

 

戦場体験者沈黙の記録 
保阪 正康 著 
筑摩書房 
日本の敗戦から 70 年。戦争体験者が減るなかで、実際の戦場を体験した人々が

戦後社会をどう生き、悲惨な体験をどう伝えようとしたのか、その実像に迫る。40 年

間におよぶ聞取り・史料調査の集大成。 
日本経済新聞 2015/08/16 

2015:07. / 252p 
978-4-480-81842-3 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784480818423*

 

幼児教育の経済学 
ジェームズ・J.ヘックマン 著 
東洋経済新報社 
なぜ幼少期に積極的に教育すべきなのか? 早い時期からの教育で、人生がどう変

わるのか? 子供の人生を豊かにし、効率性と公平性を同時に達成できる教育を、経

済学の世界的権威が徹底的に議論する。 
日本経済新聞 2015/08/16 

2015:06. / 127p 
978-4-492-31463-0 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784492314630*
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未来を信じ一歩ずつ(私の履歴書) 
豊田 章一郎 著 
日本経済新聞出版社 
モノづくりには、高い理想を掲げ、 後までやり抜く勇気が大切。創業者・佐吉の孫

にして自動車事業を立ち上げた喜一郎の長男が、トヨタとともに歩んだ 60 年の軌

跡を語る。「章男社長との対話」も収録。 
日本経済新聞 2015/08/16 

2015:07. / 281p 
978-4-532-32005-8 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784532320058*

 

新編日々の絶筆(平凡社ライブラリー)  
井上 有一/ 海上 雅臣 著 
平凡社 
「愚徹に．もっと愚徹に」と生きた書家の人生 
日本経済新聞 2015/08/16 

2001:06. / ２６８ｐ 
978-4-582-76397-3 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784582763973*

 

体験的山道具考～プロが教える使いこなしのコツ～(ヤマケイ新書 YS004) 
笹原 芳樹 著 
山と渓谷社 
登山家としての豊富な経験、登山用具店勤務のプロの知識から生まれた、実践的

な山道具本。食糧から登攀具まで幅広い山道具を、選び、使いこなすために役立

つ 83 編を収録。『登山時報』掲載をもとに加筆訂正して再構成。 
日本経済新聞 2015/08/16 

2014:10. / 285p 
978-4-635-51004-2 
800 円〔本体〕+税 

*9784635510042*

 

モンベル 7 つの決断～アウトドアビジネスの舞台裏～(ヤマケイ新書 YS002) 
辰野 勇 著 
山と渓谷社 
モンベル創業者、辰野勇が語る、アルパインスタイル的経営哲学。創業 3 年目での

海外市場への進出、パタゴニアとの決別、直営店出店と価格リストラなど、未来を想

像し、憂えるがゆえに下した「7 つの決断」を紹介する。 
日本経済新聞 2015/08/16 

2014:10. / 189p 
978-4-635-51006-6 
760 円〔本体〕+税 

*9784635510066*

 

千利休(人物叢書 新装版)  
芳賀 幸四郎 著 
吉川弘文館 
日本経済新聞 2015/08/16 

1986:11. / ３５０ｐ 
978-4-642-05057-9 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784642050579*

 

近代数寄者の茶の湯  
熊倉 功夫 著 
河原書店 
茶の湯というわがままな楽しみを趣味とし、趣味こそ至上のものであるとの主張をも

つ箒庵高橋義雄を中心に、近代茶道の趣向と精神をあますところなく語る。豪放に

して耽美、痛快にして洒脱な近代数寄者の茶の湯。 
日本経済新聞 2015/08/16 

1997:02. / ２６６ｐ 
978-4-7611-0085-8 
1,748 円〔本体〕+税 

*9784761100858*
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小林一三の知的冒険～宝塚歌劇を生み出した男～ 
伊井 春樹 著 
本阿弥書店 
阪急グループにつながる実業の傍らで、小説・俳句・演劇・映画・古美術などの幅

広い分野に執心した自由人・小林一三。戦後日本の華・宝塚歌劇に結実した男の

夢を育んだ、その豊かな背景を読み解く。 
日本経済新聞 2015/08/16 

2015:06. / 241p 
978-4-7768-1180-0 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784776811800*

 

墨東地霊散歩 
加門 七海 著 
青土社 
「四谷怪談」の「中之郷四ツ谷」は、東京スカイツリーのほぼ真下だった!? 怪談が生

まれた現場から、関東大震災・東京大空襲の旧跡まで、墨東の地霊たちのささやき

を聴き、知られざる歴史をあぶり出す。 
日本経済新聞 2015/08/16 

2015:07. / 275p 
978-4-7917-6866-0 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784791768660*

 

ヴァージン・ウェイ～R・ブランソンのリーダーシップを磨く教室～ 
リチャード・ブランソン/ 三木 俊哉 著 
日経ＢＰ社 
「どんな意見にも黙って耳を傾ける」「メンバー全員で大いに笑う」…。航空業から宇

宙旅行まで世界で事業展開するヴァージン・グループの総帥、R・ブランソンが、リス

クをチャンスに変えるリーダーシップの極意を明かす。 
日本経済新聞 2015/08/16 

2015:07. / 378p 
978-4-8222-5097-3 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784822250973*

 

女形の美学～たおやめぶりの戦略～ 
山本 吉之助 著 
アルファベータブックス 
徳川幕府が女優の出演を禁じたため誕生したという、特異な運命をくぐりぬけて、今

や歌舞伎の 大の魅力となっている女形。歌舞伎の歴史全体の流れを踏まえ、ヨ

ーロッパ美学論を駆使しながら女形の魅力、歌舞伎の本質を語る。 
日本経済新聞 2015/08/16 

2015:07. / 341p 
978-4-86598-002-8 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784865980028*

 

検事よもやまばなし 
廣瀬 哲彦 著 
司法協会 
難しい事件の捜査を仕上げるまでの苦悩、法廷で思わぬ反撃を食らい振り回され

たときの苦闘、上司の決裁を受ける際の心労…。大久保清事件の特命検事だった

著者が語る、検事の素顔丸出しの打ち明け話。 
日本経済新聞 2015/08/16 

2015:06. / 220p 
978-4-906929-39-9 
900 円〔本体〕+税 

*9784906929399*

 

慈悲深き神の食卓～イスラムを「食」からみる～(Pieria Books) 
八木 久美子 著 
東京外国語大学出版会 
イスラムの教えに従って生きるとはどのようなことか。「食べる」という人間共通の普遍

的行為をとおして、教義や儀礼からだけでは知り得ないイスラムのリアルな姿に迫

る。平明にして深い洞察に満ちた、現代の新たなる宗教論。 
日本経済新聞 2015/08/16、読売新聞 2015/08/23 

2015:06. / 261p 
978-4-904575-46-8 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784904575468*
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日本列島ハザードマップ～災害大国・迫る危機～ 
朝日新聞社 著 
朝日新聞出版 
活断層、津波、地盤、斜面災害、インフラリスク、火山…。日本列島を襲う 6 つのリス

クを徹底解剖。全国を 10 のブロックに分けて、各地域が抱えるリスクと地域の実情

や対策の現状を伝える。『朝日新聞』連載を再構成。 
日本経済新聞 2015/08/23 

2013:03. / 119p 
978-4-02-251060-0 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784022510600*

 

古代文明アンデスと西アジア 神殿と権力の生成(朝日選書 935) 
関 雄二 編 
朝日新聞出版 
農耕や土器づくりよりも先に神殿を築いた古代アンデス文明と、同様にまず祭祀セ

ンターを築いたメソポタミア文明。文明の形成期に権力はどう発生し、社会階層が

形成されていったのかを、2 つの古代文明を比較しながら考える。 
日本経済新聞 2015/08/23 

2015:08. / 244p,10p 
978-4-02-263035-3 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784022630353*

 

日本の歴史（全 15 巻セット）(角川まんが学習シリーズ) 
KADOKAWA 
東大の入試問題や近年の歴史教育の現場で、今 も重視されているのは「歴史の

大きな流れをつかむ」こと。歴史の流れがおもしろいほどよく分かる、 強学習まん

がが誕生！ 『日本の歴史』全 15 巻セット。 
日本経済新聞 2015/08/23 

2015:06. /  
978-4-04-101501-8 
12,000 円〔本体〕+税 

*9784041015018*

 

日本の歴史<1> 日本のはじまり(角川まんが学習シリーズ) 
山本 博文/ 岩本 佳浩 著 
KADOKAWA 
東大の入試問題や近年の歴史教育の現場で、今 も重視されているのは「歴史の

大きな流れをつかむ」こと。歴史の流れがおもしろいほどよく分かる、 強学習まん

がが誕生！第 1 巻は「旧石器～縄文・弥生～古墳時代」。 
日本経済新聞 2015/08/23 

2015:06. / 223p 
978-4-04-101502-5 
800 円〔本体〕+税 

*9784041015025*

 

日本の歴史<5> いざ、鎌倉(角川まんが学習シリーズ) 
山本 博文/ 岩元 健一 著 
KADOKAWA 
東大の入試問題や近年の歴史教育の現場で、今 も重視されているのは「歴史の

大きな流れをつかむ」こと。歴史の流れがおもしろいほどよく分かる、 強学習まん

がが誕生！ 第 5 巻は「鎌倉時代」。 
日本経済新聞 2015/08/23 

2015:06. / 223p 
978-4-04-101512-4 
800 円〔本体〕+税 

*9784041015124*

 

地球を突き動かす超巨大火山～新しい「地球学」入門～(ブルーバックス B-1925) 
佐野 貴司 著 
講談社 
海底に沈んでいる超巨大な火山は、大地を形成し、大陸を分裂させた張本人だと

考えられている。超巨大火山が物語る新しい地球学の誕生 
日本経済新聞 2015/08/23 

2015:07. / 226p 
978-4-06-257925-4 
900 円〔本体〕+税 

*9784062579254*
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動物のふしぎ<1> いざサバンナへ出発!の巻(講談社の動く学習漫画 MOVE 
COMICS) 
百田 文/ 今泉 忠明 著, 講談社 編 
講談社 
ライオン、アフリカゾウ、ジャイアントパンダ、ツキノワグマ…。アフリカやアジア、日本

にすむ動物のひみつを、漫画と写真、付属 DVD の映像で紹介する。見返しに図

版あり。DVD は館外貸出不可。 
日本経済新聞 2015/08/23 

2015:06. / 139p 
978-4-06-299952-6 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784062999526*

 

恐竜のふしぎ<1> 恐竜の誕生と大進化!の巻(講談社の動く学習漫画 MOVE 
COMICS) 
高橋 拓真/ 小林 快次 著, 講談社 編 
講談社 
三畳紀「月の谷」恐竜の誕生、北アメリカの恐竜、恐竜の楽園ジュンガル盆地、巨大

恐竜の出現…。興味深い恐竜のひみつを、漫画とイラスト、付属 DVD の映像で紹

介する。見返しに図版あり。DVD は館外貸出不可。 
日本経済新聞 2015/08/23 

2015:06. / 140p 
978-4-06-299954-0 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784062999540*

 

国際指名手配～私はプーチンに追われている～ 
ビル・ブラウダー/ 山田 美明/ 笹森 みわこ/ 石垣 賀子 著 
集英社 
不正を追及しようとしてプーチンの敵となった米国人ビジネスマンの命がけの闘いと

は。ロシアで投資家として成功を収め、その後ロシアへの入国を拒否された著者

が、ロシアの不正・腐敗・汚職、およびそれとの対決を綴る。 
日本経済新聞 2015/08/23 

2015:06. / 378p 
978-4-08-781572-6 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784087815726*

 

はじめての日本の歴史<1> 日本のはじまり(小学館版学習まんが) 
山本 博文/ 三条 和都/ 松木 武彦/ 大谷 じろう 著 
小学館 
楽しいまんがですいすい読める、「日本史」の入門編として 適な一冊。歴史年表

や史跡地図などを掲載した「まとめの教室」も収録。1 は、日本のはじまり(旧石器時

代・縄文時代・弥生時代)を描く。 
日本経済新聞 2015/08/23 

2015:04. / 159p 
978-4-09-298201-7 
780 円〔本体〕+税 

*9784092982017*

 

ケンブリッジ数学史探偵(新潮新書 630) 
北川 智子 著 
新潮社 
ハーバード大学で教鞭をとった歴史学者が、ケンブリッジに移って選んだテーマは

「17 世紀の数学史」。和算から中国の数学文化まで、「知の生成」の瞬間を追い求

め、真にグローバルな時代に相応しい歴史の語り方を探る。 
日本経済新聞 2015/08/23 

2015:08. / 181p 
978-4-10-610630-9 
700 円〔本体〕+税 

*9784106106309*

 

イースター島を行く～カラー版～(中公新書 2327) 
野村 哲也 著 
中央公論新社 
千体ものモアイが眠る南太平洋に浮かぶ孤島イースター島。島内に立つすべての

モアイ像をカラー写真で紹介し、文明滅亡の謎に迫る。さらに、隠された聖地への

旅を通して、知られざる島の素顔を描く。 
日本経済新聞 2015/08/23 

2015:06. / 2p,178p 
978-4-12-102327-8 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784121023278*
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侍女の物語(ハヤカワｅｐｉ文庫)  
マーガレット・アトウッド/ 斎藤 英治 著 
早川書房 
日本経済新聞 2015/08/23 

2001:10. / ５７３ｐ 
978-4-15-120011-3 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784151200113*

 

わたしの土地から大地へ 
セバスチャン・サルガド/ イザベル・フランク 著 
河出書房新社 
40 年にわたり世界の様々な表情を撮り続けた高名な報道写真家セバスチャン・サ

ルガド。“神の眼”を持つと称される彼の人生とは。 
日本経済新聞 2015/08/23 

2015:07. / 236p 図版
16p 
978-4-309-27612-0 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784309276120*

 

日本の火山図鑑～110 すべての活火山の噴火と特徴がわかる～ 
高橋 正樹 著 
誠文堂新光社 
日本にある 110 すべての活火山を豊富な写真で紹介。火山の成り立ちやしくみ、

噴火歴、防災情報などの基礎知識を盛り込んだ一冊。 
日本経済新聞 2015/08/23 

2015:07. / 223p 
978-4-416-11529-9 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784416115299*

 

ナショナリズム～その神話と論理～(ちくま学芸文庫 ハ 24-2) 
橋川 文三 著 
筑摩書房 
ナショナリズム…近代国際政治を動かす巨大な要因であったそれはどのように形成

されたか。幕末・維新期におけるネーション形成の思想と運動を通してナショナリズ

ムの謎に迫る。 
日本経済新聞 2015/08/23 

2015:08. / 254p 
978-4-480-09687-6 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784480096876*

 

物語クラウゼヴィッツ『戦争論』 
清水 多吉/ 杉之尾 宜生 著 
日本経済新聞出版社 
会話形式で名著「戦争論」の本質に迫る。ナポレオン戦争から第二次世界大戦に

至る戦争の歴史を縦軸として、モルトケ、シュリーフェン、レーニンらの「戦争論」受

容の軌跡を横軸に解説。エピソード満載の入門書。 
日本経済新聞 2015/08/23 

2015:07. / 8p,305p 
978-4-532-16970-1 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784532169701*

 

マルクス～ある十九世紀人の生涯～<上> 
ジョナサン・スパーバー/ 小原 淳 著 
白水社 
佐藤優氏推薦、全体像を厳正に描く決定版 
日本経済新聞 2015/08/23 

2015:06. / 370p 
978-4-560-08445-8 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784560084458*

 

マルクス～ある十九世紀人の生涯～<下> 
ジョナサン・スパーバー/ 小原 淳 著 
白水社 
思想、政治、私生活を時代の文脈に連関させながら、ドイツ近現代史の泰斗が、マ

ルクスの全体像を厳正に描く。下は、1850 年代以降のマルクスを各側面から論じ、

マルクス経済学の醸成の過程を詳説する。 
日本経済新聞 2015/08/23 

2015:06. / 348p,29p 
978-4-560-08446-5 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784560084465*
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ベトナムの桜 
平岩 弓枝 著 
毎日新聞出版 
一攫千金を夢見てベトナムへ向かう御朱印船に乗り込んだ次介。鎖国令が発布さ

れることを知った兄の大介もまた、弟の身を案じて異国へ向かう…。運命に翻弄され

る兄弟の絆を描く。『毎日新聞』の「日曜くらぶ」連載を単行本化。 
日本経済新聞 2015/08/23 

2015:07. / 288p 
978-4-620-10818-6 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784620108186*

 

孫正義の焦燥～俺はまだ 100 分の 1 も成し遂げていない～ 
大西 孝弘 著 
日経ＢＰ社 
ロボット「ペッパー」発売延期の真相とは? 「五番街のマリーへ」に込めた思いとは? 
経営者「孫正義」の実像を伝え、ソフトバンクの未来を占う。柳井正のインタビューも

掲載。 
日本経済新聞 2015/08/23 

2015:06. / 319p 
978-4-8222-7764-2 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784822277642*

 

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

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

をめぐる歴史的知識の現状を明らかにし、今後の教訓を示す。 
日本経済新聞 2015/08/23、日本経済新聞 2015/08/30 

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

*9784622078760*

 

ウクライナ日記～国民的作家が綴った祖国激動の 155 日～ 
アンドレイ・クルコフ/ 吉岡 ゆき 著 
ホーム社 
２０１３年１１月ウクライナ。為政者がプーチンに靡き、反政府デモが発生。混迷は全

土に拡大した。この国で何が起きたのか。『ペンギ 
日本経済新聞 2015/08/23、毎日新聞 2015/08/23 

2015:07. / 9p,299p 
978-4-8342-5305-4 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784834253054*

 

世界経済史概観～紀元 1 年-2030 年～ 
アンガス・マディソン/ 政治経済研究所 著 
岩波書店 
GDP 推計の第一人者が描く世界経済の二千年史 
日本経済新聞 2015/08/30 

2015:06. / 9p,503p 
978-4-00-061033-9 
7,400 円〔本体〕+税 

*9784000610339*

 

スターリングラード～運命の攻囲戦１９４２－１９４３～  
アントニー・ビーヴァー/ 堀 たほ子 著 
朝日新聞社 
第二次大戦の帰趨を決めたスターリングラードの攻防を、未公開資料や個人の日

記等の徹底的な調査をもとに描いたノンフィクション。サミュエル・ジョンソン賞ノンフ

ィクション部門、ウルフソン歴史賞、ホーソーンデン賞受賞作。 
日本経済新聞 2015/08/30 

2002:10. / ５３２ｐ 
978-4-02-257682-8 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784022576828*
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IQ は金で買えるのか～世界遺伝子研究最前線～ 
行方 史郎 著 
朝日新聞出版 
IQ1000 以上の人類が誕生する!? めまぐるしく発展する生命操作技術は人類を幸

福にするのか? 米国で遺伝子や遺伝情報をめぐる取材を行い、遺伝子研究を取り

巻く現実を追う。『朝日新聞』掲載記事を加筆・補足。 
日本経済新聞 2015/08/30 

2015:07. / 255p 
978-4-02-331294-4 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784023312944*

 

エンタテインメントの作り方 
貴志 祐介 著 
KADOKAWA 
読者を魅了する物語はどのようにして作られるのか？ ホラー、ミステリ、SF で文芸

賞を受賞し、『黒い家』『青の炎』『悪の教典』と年代を超えてミリオンセラーを出し続

けるエンタメ・キングが手の内を明かす！ 
日本経済新聞 2015/08/30 

2015:08. / 217p 
978-4-04-653349-4 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784046533494*

 

草の花 改版(新潮文庫 ふ-4-1) 
福永 武彦 著 
新潮社 
理知ゆえに、青春の途上でめぐりあった藤木忍との純粋な愛に破れ、藤木の妹との

恋にも挫折した汐見茂思。彼はその青春の墓標を 2 冊のノートに記したまま、自殺

行為にも似た手術を受けて、帰らぬ人となり…。青春の鎮魂歌。 
日本経済新聞 2015/08/30 

2014:11. / 318p 
978-4-10-111501-6 
520 円〔本体〕+税 

*9784101115016*

 

廃市／飛ぶ男(新潮文庫)  
福永武彦 著 
新潮社 
日本経済新聞 2015/08/30 

1990:03. / ３３１ｐ 
978-4-10-111503-0 
466 円〔本体〕+税 

*9784101115030*

 

夢声戦中日記(中公文庫 と 28-2) 
徳川 夢声 著 
中央公論新社 
昭和を代表する芸能人であり、文筆家としても知られた徳川夢声が、真珠湾攻撃か

ら東京大空襲にいたる約 3 年半の日々を克明に綴った記録。終戦までの 4 カ月を

収録した「夢声戦争日記抄」の姉妹篇。 
日本経済新聞 2015/08/30 

2015:08. / 482p 
978-4-12-206154-5 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784122061545*

 

深夜の散歩～ミステリの愉しみ～(ハヤカワ文庫 ＪＡ)  
福永 武彦 著 
早川書房 
日本経済新聞 2015/08/30 

1997:11. / ２８７ｐ 
978-4-15-030591-8 
600 円〔本体〕+税 

*9784150305918*
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なぜデータ主義は失敗するのか?～人文科学的思考のすすめ～ 
クリスチャン・マスビェア/ ミゲル・B.ラスムセン/ 田沢 恭子 著 
早川書房 
顧客の振る舞いはビッグデータでは読めない。データ解析の限界を超えるべく、人

が世界をどう認識・体験するかを、多数の一流企業と協働するコンサルタントが、人

文学的手法で解析する。 
日本経済新聞 2015/08/30 

2015:07. / 314p 
978-4-15-209551-0 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784152095510*

 

「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。 
日本経済新聞 2015/08/30 

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

*9784166610242*

 

点と線(文春文庫)  
松本 清張/ 風間 完 著 
文芸春秋 
日本経済新聞 2015/08/30 

2009:04. / ２８３ｐ 
978-4-16-769714-3 
740 円〔本体〕+税 

*9784167697143*

 

ニッポン大音頭時代～「東京音頭」から始まる流行音楽のかたち～ 
大石 始 著 
河出書房新社 
時に大衆を鼓舞し、笑わせ、郷愁を誘う強靭なリズム。驚くべき誕生秘話から現在

の姿まで、その変遷から「流行音楽」のかたちに迫る！ 
日本経済新聞 2015/08/30 

2015:07. / 281p 
978-4-309-27613-7 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784309276137*

 

ひらく美術～地域と人間のつながりを取り戻す～(ちくま新書 1135) 
北川 フラム 著 
筑摩書房 
世界 大級の国際芸術祭「大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ」の総合

ディレクターによる地域文化論。文化による地域活性化とはどのようなものか、さまざ

まな現場での実践をもとに、地域再生の切り札を明かす。 
日本経済新聞 2015/08/30 

2015:07. / 190p 
978-4-480-06842-2 
820 円〔本体〕+税 

*9784480068422*

 

統合報告の実際～未来を拓くコーポレートコミュニケーション～ 
ロバート・G.エクレス/ マイケル・P.クルス 著 
日本経済新聞出版社 
積極開示が新しい成長の扉を開く! サステナビリティ、ガバナンス、環境、CSR-財
務と非財務と統合した 先端の企業報告「統合報告」のすべてがわかる一冊。統合

報告に関わるムーブメントの現状について解説する。 
日本経済新聞 2015/08/30 

2015:07. / 324p 
978-4-532-32008-9 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784532320089*
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ベルリン陥落１９４５  
アントニー・ビーヴァー/ 川上 洸 著 
白水社 
戦争と性暴力は不可欠な関係にある。ヒトラーとスターリンによる殲滅の応酬を経

て、 終章、戦場は第三帝国の首都ベルリンへ…。一般市民を犠牲にして遂行さ

れたベルリン攻防戦の惨状を綿密な調査と臨場感あふれる筆致で描く。 
日本経済新聞 2015/08/30 

2004:07. / ６４７，２４ｐ 
978-4-560-02600-7 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784560026007*

 

ノルマンディー上陸作戦 1944<上> 
アントニー・ビーヴァー/ 平賀 秀明 著 
白水社 
下巻同時刊行。「史上 大の作戦」の全貌 
日本経済新聞 2015/08/30 

2011:07. / 518p 図版
16p 
978-4-560-08154-9 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784560081549*

 

ノルマンディー上陸作戦 1944<下> 
アントニー・ビーヴァー/ 平賀 秀明 著 
白水社 
ノルマンディー上陸作戦の全貌を巧みな語り口で活写。戦争の混沌と多様を圧巻

の臨場感で再現する。下は、激しい攻防を繰り広げた各戦線からファレーズ包囲

網、歓喜のパリ解放に至るまでを収録。写真や地図も多数掲載。 
日本経済新聞 2015/08/30 

2011:07. / 467p,25p 
978-4-560-08155-6 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784560081556*

 

第二次世界大戦 1939-45<上> 
アントニー・ビーヴァー/ 平賀 秀明 著 
白水社 
半藤一利氏推薦、大戦の全貌を網羅した通史 
日本経済新聞 2015/08/30 

2015:05. / 536p,3p 
978-4-560-08435-9 
3,300 円〔本体〕+税 

*9784560084359*

 

第二次世界大戦 1939-45<中> 
アントニー・ビーヴァー 著 
白水社 
半藤一利氏推薦、大戦の全貌を網羅した通史 
日本経済新聞 2015/08/30 

2015:07. / 524p,3p 
978-4-560-08436-6 
3,300 円〔本体〕+税 

*9784560084366*

 

第二次世界大戦 1939-45<下> 
アントニー・ビーヴァー 著 
白水社 
半藤一利氏推薦、「歴史認識」のための必読書 
日本経済新聞 2015/08/30 

2015:08. / 505p,26p 
図版 16p 
978-4-560-08437-3 
3,300 円〔本体〕+税 

*9784560084373*

 

忘れられた島々「南洋群島」の現代史(平凡社新書 783) 
井上 亮 著 
平凡社 
なぜ太平洋の島々で玉砕の悲劇が生まれたか 
日本経済新聞 2015/08/30 

2015:08. / 230p 
978-4-582-85783-2 
760 円〔本体〕+税 

*9784582857832*
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加田伶太郎全集(扶桑社文庫)  
福永 武彦 著 
扶桑社 
日本経済新聞 2015/08/30 

2001:02. / ５８８ｐ 
978-4-594-03080-3 
762 円〔本体〕+税 

*9784594030803*

 

台所に敗戦はなかった～戦前・戦後をつなぐ日本食～ 
魚柄 仁之助 著 
青弓社 
無謀な戦争に突入しようが、敗戦で甚大な被害を受けようが、母親たちは台所に立

った-。すき焼き、ねぎま、人工葡萄酒、代用コーヒー…。戦前・戦中・戦後の台所事

情を雑誌に探ってレシピどおりに再現し、レポートする。 
日本経済新聞 2015/08/30 

2015:08. / 206p 
978-4-7872-2061-5 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784787220615*

 

トマ・ピケティの新・資本論 
トマ・ピケティ 著 
日経ＢＰ社 
ますます格差を拡大していく資本主義。格差研究の気鋭ピケティが、グローバル金

融危機直後からその余波が尾を引く状況下、政治や経済にまつわる時事問題を読

み解く。『リベラシオン』連載の時評をまとめたもの。 
日本経済新聞 2015/08/30 

2015:01. / 414p 
978-4-8222-5072-0 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784822250720*

 

権力の終焉 
モイセス・ナイム/ 加藤 万里子 著 
日経ＢＰ社 
権力の衰退が世界を変えた! 権力の衰退・劣化が、富裕層だけでなく中間層と生

活困窮者に与える影響を分析。経済、政治、社会、ビジネスなど、あらゆる分野に

おけるその要因と影響を明らかにする。 
日本経済新聞 2015/08/30 

2015:07. / 434p 
978-4-8222-5098-0 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784822250980*

 

メガ FTA 時代の新通商戦略～現状と課題～ 
石川 幸一/ 馬田 啓一/ 高橋 俊樹 著 
文眞堂 
メガ FTA により変容する通商秩序、メガ FTA 時代の新たな通商戦略の現状と課題

を様々な視点から考察。今後の展望をも図る 新版。 
日本経済新聞 2015/08/30 

2015:07. / 13p,262p 
978-4-8309-4870-1 
2,900 円〔本体〕+税 

*9784830948701*

 

21 世紀の格差～こうすれば、日本は蘇る～ 
高橋 琢磨 著 
ＷＡＶＥ出版 
ピケティが書かなかった日本の格差問題と解決策。気鋭の評論家が、具体的かつ

わかりやすく説く！ 
日本経済新聞 2015/08/30 

2015:07. / 337p 
978-4-87290-759-9 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784872907599*
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中世パリの装飾写本～書物と読者～ 
前川 久美子 著 
工作舎 
13 世紀から 15 世紀初めのパリ。王権の伸張、都市の繁栄などを背景に、美しく豪

華な装飾写本が多数生みだされた。文字と挿絵が共存する書物という場、それを読

む読者の姿について思いを巡らせながら、写本装飾の変貌を辿る。 
日本経済新聞 2015/08/30 

2015:06. / 237p 
978-4-87502-465-1 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784875024651*

 

梟のシエスタ 
伊与原 新 著 
光文社 
学長選挙の迫る地方国立大学に赴任してきた袋井准教授。昼間は常に眠そうで機

嫌の悪い「フクロウ」は次々とトラブルに首を突っ込み、教授たちのスキャンダルを暴

く。彼の目的は? 『小説宝石』掲載に書き下ろしを追加。 
毎日新聞 2015/08/01 

2015:07. / 222p 
978-4-334-91038-9 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784334910389*

 

国を救った数学少女 
ヨナス・ヨナソン/ 中村 久里子 著 
西村書店 
｢窓から逃げた 100 歳老人｣著者による 新作 
毎日新聞 2015/08/01 

2015:07. / 485p 
978-4-89013-724-4 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784890137244*

 

幽霊塔 
江戸川 乱歩 著 
岩波書店 
大正のはじめ、血気盛んな青年・光雄は、絶世の美女・秋子に幽霊塔と呼ばれる時

計塔で出会う。そこは惨殺された老婆が幽霊となって徘徊すると噂されるところだっ

た。秋子はそこで何をしようとしていたのか…。 
毎日新聞 2015/08/02 

2015:06. / 298p 図版
16p 
978-4-00-025419-9 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784000254199*

 

象徴天皇制への道～米国大使グル－とその周辺～(岩波新書)  
中村政則 著 
岩波書店 
毎日新聞 2015/08/02 

1989:10. / ２１９，ｐ 
978-4-00-430089-2 
740 円〔本体〕+税 

*9784004300892*

 

沈みゆく大国アメリカ～逃げ切れ!日本の医療～(集英社新書 0785A) 
堤 未果 著 
集英社 
リーマンショック以降、ますます巨大化するウォール街と多国籍企業群の 強タッ

グ。彼らが次に狙うのは、100 兆円規模の日本の医療・介護ビジネスだ。日本の皆

保険制度を脅かすマネーゲームのカラクリを解き明かす。 
毎日新聞 2015/08/02 

2015:05. / 222p 
978-4-08-720785-9 
740 円〔本体〕+税 

*9784087207859*
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暗闘～スターリン、トルーマンと日本降伏～<上>(中公文庫 は 62-1) 
長谷川 毅 著 
中央公論新社 
毎日新聞 2015/08/02 

2011:07. / 415p 
978-4-12-205512-4 
1,143 円〔本体〕+税 

*9784122055124*

 

暗闘～スタ－リン、トル－マンと日本降伏～<下>(中公文庫) 
長谷川毅 著 
中央公論新社 
毎日新聞 2015/08/02 

2011:07. / 371p 
978-4-12-205513-1 
1,048 円〔本体〕+税 

*9784122055131*

 

マッカーサーの二千日 改版(中公文庫 そ 2-4) 
袖井 林二郎 著 
中央公論新社 
「青い目の将軍」はなぜ、敵国の統治に成功したのか-。日本の<戦後>を作った男、

マッカーサーの謎に満ちた個性と、5 年 8 ケ月に及ぶ支配の構造を、豊富な資料

を駆使して描く。 
毎日新聞 2015/08/02 

2015:07. / 452p 
978-4-12-206143-9 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784122061439*

 

「終戦」の政治史～1943-1945～ 
鈴木 多聞 著 
東京大学出版会 
戦局の状況とともに変化する政治・軍事指導者層の複雑な利害関係から、終戦へ

のプロセスを描き出した臨場感溢れる政治ドラマ。 
毎日新聞 2015/08/02 

2011:02. / 6,244,6p 
978-4-13-026225-5 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784130262255*

 

芥川賞の謎を解く～全選評完全読破～(文春新書 1028) 
鵜飼 哲夫 著 
文藝春秋 
石原慎太郎「太陽の季節」、開高健「裸の王様」、綿矢りさ「蹴りたい背中」…。これら

の名作はどうやって芥川賞に輝いたのか? 全選評を読破した文芸記者が、その舞

台裏、謎に包まれた選考会に迫る。 
毎日新聞 2015/08/02 

2015:06. / 233p,21p 
978-4-16-661028-0 
830 円〔本体〕+税 

*9784166610280*

 

政治の眼力～永田町「快人・怪物」列伝～(文春新書 1029) 
御厨 貴 著 
文藝春秋 
政治を動かしているのは「イデオロギー」でも「政策」でもない。「人」だ。信念、行動

原理、人間関係、出自と経歴から「時の政局を動かす人」の核心にズバッと迫る。

『毎日新聞』連載等に書き下ろしを加えて書籍化。 
毎日新聞 2015/08/02 

2015:06. / 207p 
978-4-16-661029-7 
750 円〔本体〕+税 

*9784166610297*

 

泣かないで、パーティはこれから(文春文庫)  
唯川 恵 著 
文芸春秋 
毎日新聞 2015/08/02 

2010:01. / ２１５ｐ 
978-4-16-772703-1 
495 円〔本体〕+税 

*9784167727031*
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パリ移民映画～都市空間を読む-1970 年代から現在～(明治大学人文科学研究

所叢書) 
清岡 智比古 著 
白水社 
都市の神話化の成立と〈郊外〉の出現 
毎日新聞 2015/08/02 

2015:04. / 298p,54p 
978-4-560-08432-8 
3,500 円〔本体〕+税 

*9784560084328*

 

アウトテイクス～小熊英二論文集～ 
小熊 英二 著 
慶應義塾大学出版会 
日本思想史を彩る思想家たちの核心に迫る 
毎日新聞 2015/08/02 

2015:06. / 3p,363p 
978-4-7664-2239-9 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784766422399*

 

母ちゃんの脱出～満州崩壊-沖縄の琴は朝鮮にひびいた～ 
仲里 三津治 著 
現代書館 
沖縄戦、東京大空襲、満州へのソ連軍侵攻。母ちゃんら家族と、4 つの戦災、うち 3
つを生き抜いたおばあは、故郷に向け 4 度目の脱出を図る。そして難民となり朝鮮

に…。沖縄出身の一家が戦後を生き抜く姿を実話をもとに描く。 
毎日新聞 2015/08/02 

2015:06. / 211p 
978-4-7684-5765-8 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784768457658*

 

安倍政権のメディア支配(イースト新書 053) 
鈴木 哲夫 著 
イースト・プレス 
2013 年の参院選で自民党が隠していたこと、自民党と電通の関係、「ネット選挙」の

限界…。数々のニュース番組に携わった第一線のジャーナリストが見た、政党によ

る「情報操作」の真実を明かす。古賀茂明との対談も収録。 
毎日新聞 2015/08/02 

2015:06. / 239p 
978-4-7816-5053-1 
861 円〔本体〕+税 

*9784781650531*

 

世界史の中の日本国憲法～立憲主義の史的展開を踏まえて～ 
佐藤 幸治 著 
左右社 
それは“押し付け”でなく“復活”だったーー。1400 人が東大 25 番教室につめかけ、

大きな反響を呼んだ講演内容を、すべての人に向けわかりやすく加筆。日本国憲

法を再発見する本です。 
毎日新聞 2015/08/02 

2015:07. / 109p 
978-4-86528-127-9 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784865281279*

 

独りでいるより優しくて 
イーユン・リー/ 篠森 ゆりこ 著 
河出書房新社 
1 人の女子大生が毒を飲んだ。自殺か、他殺か、あるいは事故なのか。事件に関わ

った当時高校生の 3 人の若者は、その後の長い人生を、毒に少しずつ冒されるよう

に壊されていく…。青春の残酷さと傷、消えない孤独を描く。 
毎日新聞 2015/08/02、日本経済新聞 2015/08/16、朝日新聞 2015/08/23、読売新

聞 2015/08/30 

2015:07. / 390p 
978-4-309-20675-2 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784309206752*
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新編日本の面影(角川ソフィア文庫)  
ラフカディオ・ハーン/ 池田 雅之 著 
角川書店 
毎日新聞 2015/08/09 

2000:09. / ３５１ｐ 
978-4-04-212004-9 
780 円〔本体〕+税 

*9784042120049*

 

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 2015/08/09 

2015:04. / 182p 
978-4-08-771601-6 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784087716016*

 

原爆投下～黙殺された極秘情報～(新潮文庫 え-20-7) 
NHK スペシャル取材班/ 松木 秀文/ 夜久 恭裕 著 
新潮社 
特殊任務を帯びた B29 の、謎のコールサインは確かに傍受されていた。広島・長

崎の悲劇は避けられたのか? NHK スペシャル取材班が、当時を知る人々をたず

ね、日米の資料を紐解き、“唯一の被爆国”の出発点を解き明かす。 
毎日新聞 2015/08/09 

2015:08. / 319p 
978-4-10-128377-7 
550 円〔本体〕+税 

*9784101283777*

 

われらが歌う時<上>  
リチャード・パワーズ/ 高吉 一郎 著 
新潮社 
天才声楽家の兄の歌声は、時をさえ止めた??。世界文学の 重要作家が紡ぐ聖な

る家族の物語、ノスタルジアと歴史のうねりが交錯する注目必至の 大作。 
毎日新聞 2015/08/09 

2008:07. / ５２４ｐ 
978-4-10-505871-5 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784105058715*

 

われらが歌う時<下>  
リチャード・パワーズ/ 高吉 一郎 著 
新潮社 
天才声楽家の兄の歌声は、時をさえ止めた??。世界文学の 重要作家が紡ぐ聖な

る家族の物語、ノスタルジアと歴史のうねりが交錯する注目必至の 大作。 
毎日新聞 2015/08/09 

2008:07. / ５５８ｐ 
978-4-10-505872-2 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784105058722*

 

幸福の遺伝子 
リチャード・パワーズ/ 木原 善彦 著 
新潮社 
スランプに陥った元人気作家の創作講義に、過酷な生い立ちにもかかわらず、幸

福感に満ちあふれ、周囲をも幸せにする学生がやってきた。やがて、ある事件をき

っかけに、彼女が「幸福の遺伝子」を持つと主張する科学者が現れ…。 
毎日新聞 2015/08/09 

2013:04. / 429p 
978-4-10-505874-6 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784105058746*
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オルフェオ 
リチャード・パワーズ/ 木原 善彦 著 
新潮社 
微生物の営みを音楽にしようと試みる作曲家のもとに捜査官がやってくる。容疑は

バイオテロ? 逃避行の途上、家族や盟友と再会した彼の中に新しい作品の形が見

えてくる…。現代米文学の旗手による危険で美しい音楽小説。 
毎日新聞 2015/08/09 

2015:07. / 428p 
978-4-10-505875-3 
2,900 円〔本体〕+税 

*9784105058753*

 

李光洙～韓国近代文学の祖と「親日」の烙印～(中公新書 2324) 
波田野 節子 著 
中央公論新社 
韓国近代文学の祖、李光洙。3・1 独立運動に積極関与するが挫折、創氏改名し日

本語小説を発表。終戦後は「親日」と糾弾を受け、朝鮮戦争で北に連行され消息を

断つ…。過去の日本を見つめつつ、李光洙の生涯を辿る。 
毎日新聞 2015/08/09 

2015:06. / 4p,234p 
978-4-12-102324-7 
820 円〔本体〕+税 

*9784121023247*

 

中国の文明～北京大学版～<3> 文明の確立と変容 
袁 行霈/ 厳 文明/ 張 伝璽/ 楼 宇烈/ 稲畑 耕一郎/ 柿沼 陽平 著 
潮出版社 
中国文明の壮大な軌跡を、膨大な文献と出土資料を駆使して説き明かす。3 は、多

民族大一統の中央集権国家制度、官僚政治の確立と発展、封建地主経済の発

展、儒学の地位と変化、仏教の伝来と道教の出現などを収録。 
毎日新聞 2015/08/09 

2015:07. / 474p,18p 
978-4-267-02023-0 
5,000 円〔本体〕+税 

*9784267020230*

 

オン・ザ・ロード(河出文庫)  
Ｊ．ケルアック/ 青山 南 著 
河出書房新社 
ビート・ジェネレーションの誕生を告げ、その後のあらゆる文化に決定的な影響を与

え続けた不滅の青春の書が半世紀ぶりの新訳で甦る。 
毎日新聞 2015/08/09 

2010:06. / ５２４ｐ 
978-4-309-46334-6 
950 円〔本体〕+税 

*9784309463346*

 

キャッチャー・イン・ザ・ライ  
Ｊ．Ｄ．サリンジャー/ 村上 春樹 著 
白水社 
あのベストセラーに，待望のペーパーバック版が登場 
毎日新聞 2015/08/09 

2006:04. / ３６１ｐ 
978-4-560-09000-8 
880 円〔本体〕+税 

*9784560090008*

 

戦争と平和～<報道写真>が伝えたかった日本～(コロナ・ブックス 203) 
白山 眞理/ 小原 真史 著 
平凡社 
戦中・戦後の〈報道写真〉が辿った軌跡 
毎日新聞 2015/08/09 

2015:07. / 199p 
978-4-582-63500-3 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784582635003*
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劉邦<上> 
宮城谷 昌光 著 
毎日新聞出版 
王朝を覆す「天子の気」を遠望した始皇帝。その配下に襲われた泗水亭長・劉邦

は、九死に一生を得る。始皇帝の死後、陵墓建設のため、劉邦は百人の人夫を連

れて関中に向かうことを命じられるが…。『毎日新聞』連載を単行本化。 
毎日新聞 2015/08/09 

2015:05. / 356p 
978-4-620-10811-7 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784620108117*

 

劉邦<中> 
宮城谷 昌光 著 
毎日新聞出版 
民に推され沛県の令となった劉邦は、近隣の県を平定しながら勢力を拡大してい

く。楚と結んだ劉邦は項羽と共に秦の城を攻め続けるが、戦地に衝撃の一報がもた

らされ…。『毎日新聞』連載を単行本化。 
毎日新聞 2015/08/09 

2015:06. / 330p 
978-4-620-10812-4 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784620108124*

 

劉邦<下> 
宮城谷 昌光 著 
毎日新聞出版 
秦王の降伏を受け、劉邦は秦の都・咸陽に入る。しかし、項羽によって劉邦は巴、

蜀、漢中の王として左遷されることに。項羽と天下を争うことを決意した劉邦は、関

中へ兵を挙げる! 『毎日新聞』連載を単行本化。 
毎日新聞 2015/08/09 

2015:07. / 381p 
978-4-620-10813-1 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784620108131*

 

舞踏会へ向かう三人の農夫  
リチャード・パワーズ/ 柴田 元幸 著 
みすず書房 
それは１９１４年のうららかな春、プロイセンで撮られた一枚の写真からははじまっ

た。縦横無尽の文章、ほとんど小説の域を逸脱しているような緻密な思索。現代アメ

リカ文学 強の新人が描き切った驚異の物語。 
毎日新聞 2015/08/09 

2000:04. / ４１５ｐ 
978-4-622-04517-5 
3,400 円〔本体〕+税 

*9784622045175*

 

２０世紀を語る音楽<１>  
アレックス・ロス/ 柿沼 敏江 著 
みすず書房 
２０世紀クラシック音楽はどこへ向かったのか？ Ｒ・シュトラウスの「サロメ」初演か

ら、ニューディール期アメリカにおける「万人のための音楽」までを語る。 
毎日新聞 2015/08/09 

2010:11. / ３２０，３０ｐ 
978-4-622-07572-1 
4,000 円〔本体〕+税 

*9784622075721*

 

戦後日本のアジア外交 
宮城 大蔵 著 
ミネルヴァ書房 
政治経済関係を概観する初めての通史 
毎日新聞 2015/08/09 

2015:06. / 
11p,282p,10p 
978-4-623-07216-3 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784623072163*
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和歌文学大系<4> 萬葉集(4) 
稲岡 耕二 著 
明治書院 
巻 15 から巻 20 まで、豊かに多彩な古代の歌のすべてに 新の研究成果を盛っ

て、『萬葉集』全 4 冊完結。 
毎日新聞 2015/08/09 

2015:05. / 5p,3p,672p 
978-4-625-42418-2 
14,500 円〔本体〕+税 

*9784625424182*

 

スープを売りたければ、パンを売れ 
山田 まさる 著 
ディスカヴァー・トゥエンティワン 
大企業やトップブランドではないのに、なぜ、あの店は繁盛しているのか? なぜ、あ

の商品は注目されるのか? モノがあふれる時代に“つい買いたくなる”、新しい売り

方の事例を多数紹介する。 
毎日新聞 2015/08/09 

2015:06. / 174p 
978-4-7993-1684-9 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784799316849*

 

国土が日本人の謎を解く 
大石 久和 著 
産経新聞出版 
民族の経験が民族の個性を規定する。日本人は何を経験し何を経験しなかったの

か。それは、ヨーロッパや中国の人々とどう異なっているのか。国土の自然条件とそ

こでの経験から得たものという視点から、日本人の謎を解き明かす。 
毎日新聞 2015/08/09 

2015:07. / 232p 
978-4-8191-1265-9 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784819112659*

 

あの時子どもだったわたしたちは…～戦後七十年語り継ぐ戦争-流山からのメッセ-
ジ-～ 
明日も平和であるためにを推進する会 編 
崙書房出版 
空襲・疎開・防空壕・代用食・勤労動員…。戦時下でも明るくけなげに生きた少年少

女たち。平和であることの大切さを、過去の子どもたちから今の世代へ伝えるリアル

な戦時中の体験記。流山市の古老からの聞き書きも収録。 
毎日新聞 2015/08/09 

2015:07. / 374p 
978-4-8455-1200-3 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784845512003*

 

日本の金石文 
財前 謙 著 
芸術新聞社 
日本人は、文字に何を託してきたのか。日本語の文字文化の未来に向けて、ネッ

ト、スマホの時代に、あらためて手で文字を書くことの根源的な意味を問う。『墨』『早

稲田大学国語教育研究』掲載に書き下ろしを加えて単行本化。 
毎日新聞 2015/08/09 

2015:03. / 232p,8p 
978-4-87586-445-5 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784875864455*

 

若尾文子～“宿命の女”なればこそ～ 
若尾 文子/ 立花 珠樹 著 
ワイズ出版 
女優・修業時代、川島雄三監督との出会い、映画女優から舞台女優へ…。若尾文

子が自身の出演作品について語る。スチール、フィルモグラフィーも収録。共同通

信社配信のロング・インタビューをもとに書籍化。 
毎日新聞 2015/08/09 

2015:07. / 253p 
978-4-89830-291-0 
2,750 円〔本体〕+税 

*9784898302910*
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原水爆漫画コレクション<2> 閃光 
谷川 一彦 著 
平凡社 
1957 年発表の『星を見ている』を収録 
毎日新聞 2015/08/09、読売新聞 2015/08/16 

2015:07. / 368p 
978-4-582-28692-2 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784582286922*

 

原水爆漫画コレクション<3> ?光 
白土 三平/ 滝田 ゆう 著 
平凡社 
白土三平『消えゆく少女』他 1 編を収録 
毎日新聞 2015/08/09、読売新聞 2015/08/16 

2015:07. / 405p 
978-4-582-28693-9 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784582286939*

 

原水爆漫画コレクション<4> 残光 
赤塚 不二夫/ 杉浦 茂/ 東浦 美津夫/ 影丸 穣也/ 松本 零士/ 陽気 幽平/ 
永島 慎二/ 渡 二十四/ 花村 えい子/ 中沢 啓治/ 池田 理代子/ 西 たけろう/ 
林 静一 著 
平凡社 
1950 年代から 70 年頃の中短編 13 作品 
毎日新聞 2015/08/09、読売新聞 2015/08/16 

2015:07. / 385p 
978-4-582-28694-6 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784582286946*

 

原水爆漫画コレクション<1> 曙光 
手塚 治虫/ 花乃 かおる/ 安田 卓也 著 
平凡社 
1950 年代に発表された原水爆漫画 3 作品 
毎日新聞 2015/08/09、読売新聞 2015/08/16、朝日新聞 2015/08/23 

2015:07. / 382p 
978-4-582-28691-5 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784582286915*

 

エゴ・トンネル～心の科学と「わたし」という謎～ 
トーマス・メッツィンガー/ 原 塑/ 鹿野 祐介 著 
岩波書店 
自己など、どこにも存在しない 
毎日新聞 2015/08/16 

2015:06. / 
12p,368p,37p 
978-4-00-005096-8 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784000050968*

 

ポスト資本主義～科学・人間・社会の未来～(岩波新書 新赤版 1550) 
広井 良典 著 
岩波書店 
近代科学とも通底する人間観・生命観にまで遡りつつ、人類史的なスケールで資本

主義の歩みと現在を吟味。定常化時代に求められる新たな価値とともに、資本主

義・社会主義・エコロジーが交差する先に現れる社会像を描く。 
毎日新聞 2015/08/16 

2015:06. / 8p,260p 
978-4-00-431550-6 
820 円〔本体〕+税 

*9784004315506*

 

戦時期日本の精神史～１９３１～１９４５年～(岩波現代文庫)  
鶴見 俊輔 著 
岩波書店 
毎日新聞 2015/08/16 

2001:04. / ２９６ｐ 
978-4-00-600050-9 
1,180 円〔本体〕+税 

*9784006000509*
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21 世紀の脳科学～人生を豊かにする 3 つの「脳力」～ 
マシュー・リーバーマン/ 江口 泰子 著 
講談社 
人間をソーシャル（社会的な）存在にしたのは 3 つの脳の力のおかげだった。 新

の脳科学の知見をもとに、その仕組みを解き明かす。 
毎日新聞 2015/08/16 

2015:05. / 285p 
978-4-06-216961-5 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784062169615*

 

武士の娘～日米の架け橋となった鉞子とフローレンス～(講談社+α 文庫 G255-1) 
内田 義雄 著 
講談社 
8 月、NHK で番組化。大正時代、米国で日本人が英語で書いた日本人論『武士の

娘』。その著者・杉本鉞子と協力者フローレンスの友情 
毎日新聞 2015/08/16 

2015:06. / 327p 
978-4-06-281605-2 
840 円〔本体〕+税 

*9784062816052*

 

丸山眞男と田中角栄～「戦後民主主義」の逆襲～(集英社新書 0794A) 
佐高 信/ 早野 透 著 
集英社 
戦後民主主義の思想的支柱・丸山眞男と、民衆の生活向上に邁進した田中角栄。

戦後７０年の節目を迎え、憲法改正も囁かれるいま、２人 
毎日新聞 2015/08/16 

2015:07. / 222p 
978-4-08-720794-1 
740 円〔本体〕+税 

*9784087207941*

 

永遠平和のために 
カント/ 池内 紀 著 
集英社 
有史以来、戦争をやめない人間が永遠平和を築くために必要なこととは? 哲学者

カントの永遠の名著を、日本の未来を担う若者に向けてわかりやすく親しみやすい

言葉で訳した「16 歳からの平和論」を復刊。 
毎日新聞 2015/08/16 

2015:06. / 114p 
978-4-08-771631-3 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784087716313*

 

水曜日の凱歌 
乃南 アサ 著 
新潮社 
昭和 20 年 8 月 15 日、男たちは負け、今度は女たちの戦争が始まった。<慰安婦>
として進駐軍へ差し出された彼女たちの苛烈な運命を、14 歳の少女・鈴子は間近

で見つめていく-。『小説新潮』連載を単行本化。 
毎日新聞 2015/08/16 

2015:07. / 525p 
978-4-10-371015-8 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784103710158*

 

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。 
毎日新聞 2015/08/16 

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

*9784167903909*

 

太宰治全集<8>(ちくま文庫） 
太宰 治 著 
筑摩書房 
毎日新聞 2015/08/16 

1989:04. / 541p 
978-4-480-02258-5 
1,100 円〔本体〕+税 

*9784480022585*
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資本主義という病～ピケティに欠けている株式会社という視点～ 
奥村 宏 著 
東洋経済新報社 
資本主義が危機に陥り、株式会社が行き詰っている原因はどこにあるのか? 「格

差」「有限責任」「買収、合併」「支配」「金融資本」「無責任」などをキーワードに明ら

かにする。平川克美による 1 万字特別解説も収録。 
毎日新聞 2015/08/16 

2015:05. / 247p 
978-4-492-31462-3 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784492314623*

 

私の日韓歴史認識 
中村 稔 著 
青土社 
『私の昭和史』などで朝日賞、毎日芸術賞を受賞した詩人が、各時代の原資料に丁

寧にあたりながら、かつてない視点で日韓関係を捉え直した画期の書。巷にあふれ

る嫌韓本、反嫌韓本とは一線を画す「正論」。 
毎日新聞 2015/08/16 

2015:07. / 357p 
978-4-7917-6876-9 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784791768769*

 

戦争は終わっても終わらない～大石芳野写真集～ 
大石 芳野 著 
藤原書店 
絶対的原理で全て説明するのが哲学ではない。批判的に問い続けることが哲学の

真の方法である。哲学のアポリアの論理構造を解き明かし健全なる答えを求める。

レイチェルズ父子が問う、批判的思考を駆使した革新的哲学入門。 
毎日新聞 2015/08/16 

2015:07. / 227p 
978-4-86578-035-2 
3,600 円〔本体〕+税 

*9784865780352*

 

沖縄ソリューション～「普天間」を終わらせるために～ 
橋本 晃和/ マイク・モチヅキ/ 高良 倉吉 著 
桜美林学園出版部 
あなたは「沖縄」を知っていますか。「基地-普天間飛行場」を知っていますか-。米軍

基地の駐留に対する沖縄県民意の変遷と変容などを解説したうえで、普天間をめ

ぐる閉塞状況の打破に向けた解決案を提示する。 
毎日新聞 2015/08/16 

2015:07. / 269p 
978-4-905007-04-3 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784905007043*

 

高村光太郎(講談社文芸文庫)  
吉本隆明 著 
講談社 
毎日新聞 2015/08/16、朝日新聞 2015/08/23 

1991:02. / ４６５ｐ 
978-4-06-196117-3 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784061961173*

 

日々の光 
ジェイ・ルービン 著 
新潮社 
戦争で引き裂かれた愛と苦悩の運命-。戦前のシアトル、戦時下のミニドカ日系人収

容所、昭和 30 年代の日本を舞台に描く、深く壮大な物語。著者初の長編小説。 
毎日新聞 2015/08/16、読売新聞 2015/08/23 

2015:07. / 461p 
978-4-10-505372-7 
2,900 円〔本体〕+税 

*9784105053727*
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野火 改版(新潮文庫)  
大岡昇平 著 
新潮社 
毎日新聞 2015/08/16、毎日新聞 2015/08/30 

1982:04. / １８２ｐ 
978-4-10-106503-8 
400 円〔本体〕+税 

*9784101065038*

 

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。 
毎日新聞 2015/08/16、毎日新聞 2015/08/30 

2015:05. / 294p 
978-4-336-05915-4 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784336059154*

 

一時帰還 
フィル・クレイ/ 上岡 伸雄 著 
岩波書店 
戦闘地域の真っ只中だけではない、銃後の日常でも、帰還兵たちは自身の生の極

限に直面する。彼らに慰めや癒しを与える、幸福な物語や簡単な答えなど、どこに

も存在しない。二〇一四年全米図書賞受賞作、待望の刊行。 
毎日新聞 2015/08/23 

2015:07. / 325p 
978-4-00-061054-4 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784000610544*

 

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

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

川大学大学院での 終講義(1998 年 2 月)を付載。 
毎日新聞 2015/08/23 

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

*9784000928113*

 

網野善彦対談集<2> 多様な日本列島社会 
網野 善彦 著, 網野 善彦/ 山本 幸司 編 
岩波書店 
谷川健一、坪井洋文、司馬遼太郎、森浩一、宮田登-。歴史家・網野善彦が、日本

史はもとより西洋史・文化人類学・考古学・文学など多彩な分野の第一人者たちと

語り合った対談・座談 8 編を収録する。 
毎日新聞 2015/08/23 

2015:02. / 8p,281p 
978-4-00-092812-0 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784000928120*

 

海と日本人(網野善彦対談集 3) 
網野 善彦 著, 山本 幸司 編 
岩波書店 
生田滋、大林太良、大島襄二、宮田登、立松和平-。歴史家・網野善彦が、日本史

はもとより西洋史・文化人類学・考古学・文学など多彩な分野の第一人者たちと語り

合った対談・座談 10 編を収録する。 
毎日新聞 2015/08/23 

2015:03. / 8p,286p 
978-4-00-092813-7 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784000928137*
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網野善彦対談集<4> 鎌倉・室町期の日本 
網野 善彦 著, 網野 善彦/ 山本 幸司 編 
岩波書店 
桜井好朗、旗田巍、川添昭二、安田元久、黒田俊雄-。歴史家・網野善彦が、日本

史はもとより西洋史・文化人類学・考古学・文学など多彩な分野の第一人者たちと

語り合った対談・座談 10 編を収録する。 
毎日新聞 2015/08/23 

2015:04. / 8p,315p 
978-4-00-092814-4 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784000928144*

 

文学・芸能と歴史(網野善彦対談集 5) 
網野 善彦 著, 山本 幸司 編 
岩波書店 
高取正男、白洲正子、小沢昭一、宮田登、丸谷才一…。歴史家・網野善彦が、日

本史はもとより西洋史・文化人類学・考古学・文学など多彩な分野の第一人者たち

と語り合った対談・座談 12 編を収録する。 
毎日新聞 2015/08/23 

2015:06. / 8p,373p 
978-4-00-092815-1 
2,900 円〔本体〕+税 

*9784000928151*

 

小説神髄 改版(岩波文庫)  
坪内 逍遥 著 
岩波書店 
毎日新聞 2015/08/23 

2010:06. / ２７６ｐ 
978-4-00-310041-7 
660 円〔本体〕+税 

*9784003100417*

 

当世書生気質 改版(岩波文庫)  
坪内 逍遥 著 
岩波書店 
毎日新聞 2015/08/23 

2006:04. / ３２１ｐ 
978-4-00-310042-4 
700 円〔本体〕+税 

*9784003100424*

 

与謝野晶子評論集(岩波文庫)  
与謝野晶子/ 鹿野政直 著 
岩波書店 
毎日新聞 2015/08/23 

1985:08. / ３５９ｐ 
978-4-00-310382-1 
760 円〔本体〕+税 

*9784003103821*

 

ダウン・ザ・ライン錦織圭 
錦織 圭/ 稲垣 康介/ 佐藤 ひろし 著 
朝日新聞出版 
ニュースをにぎわせた発言の本当の意味、垣間見えるコーチへの信頼、テニス愛

…。錦織圭の言葉から生まれる深遠な物語を、彼を長年取材してきた記者が真実

を基に紡ぐ。55 点の貴重な写真と独占ロングインタビューも収録。 
毎日新聞 2015/08/23 

2015:08. / 233p 
978-4-02-251251-2 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784022512512*
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颶風の王 
河崎 秋子 著 
KADOKAWA 
馬も人も、生き続けている-。東北と北海道を舞台に、馬とかかわる数奇な運命を持

つ家族の、明治から平成まで 6 世代の歩みを描いた感動巨編。酪農家でもある新

人がおくる北の大地の物語。 
毎日新聞 2015/08/23 

2015:07. / 244p 
978-4-04-102961-9 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784041029619*

 

漂砂のうたう(集英社文庫 き 18-3) 
木内 昇 著 
集英社 
御一新から 10 年。武士という身分を失い、根津遊廓の美仙楼で客引きとなった定

九郎。凛とした佇まいを崩さない人気花魁、小野菊…。変わりゆく時代に翻弄され

ながら、それぞれの「自由」を追い求める男と女の人間模様を描く。 
毎日新聞 2015/08/23 

2013:11. / 331p 
978-4-08-745130-6 
620 円〔本体〕+税 

*9784087451306*

 

父逍遥の背中(中公文庫)  
飯塚 クニ/ 小西 聖一 著 
中央公論社 
毎日新聞 2015/08/23 

1997:11. / ３０８ｐ 
978-4-12-202987-3 
762 円〔本体〕+税 

*9784122029873*

 

詩歌と戦争～白秋と民衆、総力戦への「道」～(ＮＨＫブックス 1191) 
中野 敏男 著 
ＮＨＫ出版 
関東大震災からアジア・太平洋戦争に向かう時代の精神と民衆の心情の回路を、

童謡運動の中心にいた詩人・北原白秋を軸に考察。童謡等の形での抒情詩歌が

戦争翼賛詩歌に?がっていく過程を、白秋の生と詩作に内在して追跡する。 
毎日新聞 2015/08/23 

2012:05. / 318p 
978-4-14-091191-4 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784140911914*

 

ラスト・タウン～神の怒り～(ハヤカワ文庫 NV 1354) 
ブレイク・クラウチ/ 東野 さやか 著 
早川書房 
町を外界と隔てるゲートが開け放たれた。異形の生き物が群れをなしてなだれ込

み、人びとに襲いかかる。イーサンは住民を組織して、怪物や町の創設者に立ち向

かうが…。「パインズ」「ウェイワード」に続く三部作の完結篇。 
毎日新聞 2015/08/23 

2015:08. / 443p 
978-4-15-041354-5 
980 円〔本体〕+税 

*9784150413545*

 

映画論叢<39> カーラ・レムリ/原一民/ウェンデル・コリー/権藤利英 
丹野 達弥 著 
国書刊行会 
ユニバーサル一族の興亡 カーラ・レムリ／黒澤明の現場 原一民インタビュー／ウ

ェンデル・コリー／中村登を刺激した脚本家権藤利英とは何者か／『ムービーマガ

ジン』をご存じですか？ ピラニア軍団総登場 
毎日新聞 2015/08/23 

2015:07. / 125p 
978-4-336-05937-6 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784336059376*
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廃駅ミュージアム 
笹田 昌宏 著 
実業之日本社 
保存された駅、荒れた駅、忘れられた駅…。廃止された後にたどった時間は、駅そ

れぞれ-。車両の保存活動で知られる著者が探訪した全国の廃駅の記録。廃線写

真の第一人者・丸田祥三撮り下ろしの廃駅写真も収録。 
毎日新聞 2015/08/23 

2015:07. / 223p 
978-4-408-11150-6 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784408111506*

 

ちくま日本文学<033> 石川啄木(ちくま文庫) 
石川 啄木 著 
筑摩書房 
毎日新聞 2015/08/23 

2009:03. / 475p 
978-4-480-42563-8 
880 円〔本体〕+税 

*9784480425638*

 

幹細胞と再生医療(サイエンス・パレット 026) 
中辻 憲夫 著 
丸善出版 
幹細胞科学の基本原理と研究の歴史、医療応用について述べ、世界の臨床応用

まで紹介。iPS 礼賛ではない、正しい理解を目指す。 
毎日新聞 2015/08/23 

2015:06. / 11p,161p 
978-4-621-08943-9 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784621089439*

 

鉄腕アトムの歌が聞こえる～手塚治虫とその時代～ 
橋本 一郎 著 
少年画報社 
「鉄腕アトム」の主題歌から始まった手塚治虫との関係。そして、発展途上にあった

漫画業界の熱気をも一身に浴び疾駆した一編集者の記。永島慎二の特別読み切

りマンガも収録。マンガ研究誌『ビランジ』掲載をもとに単行本化。 
毎日新聞 2015/08/23 

2015:07. / 334p 
978-4-7859-4759-0 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784785947590*

 

カメラを持て、町へ出よう～「観察映画」論～(知のトレッキング叢書) 
想田 和弘 著 
集英社インターナショナル 
世界中の映画祭で喝采を浴びた『選挙』や『精神』。「観察映画」というユニークな手

法を実践する著者のドキュメンタリーの作り方と哲 
毎日新聞 2015/08/23 

2015:07. / 236p 
978-4-7976-7301-2 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784797673012*

 

狼たちは天使の匂い(我が偏愛のアクション映画 1964?1980 1) 
町山 智浩 著 
洋泉社 
コワモテ俳優が繰り広げる銃撃戦とカー・チェイス! 「殺しのテクニック」「センチュリ

アン」「非情の標的」など、60 年代後半?70 年代のギャング、殺し屋、警官、探偵た

ちの映画を紹介する。『映画秘宝』連載を単行本化。 
毎日新聞 2015/08/23 

2015:06. / 213p 
978-4-8003-0410-0 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784800304100*
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歴史の仕事場(アトリエ) 
フランソワ・フュレ/ 浜田 道夫/ 木下 誠 著 
藤原書店 
アナール派第三世代において多様に広がった歴史学は、一方で細分化した。「歴

史学はそれでも社会諸現象を 大限理解できる諸条件を一つにまとめる包括的で

全般的な知であり続ける」として、社会科学としての歴史学を追究する。 
毎日新聞 2015/08/23、朝日新聞 2015/08/30 

2015:05. / 379p 
978-4-86578-025-3 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784865780253*

 

「歴史認識」とは何か～対立の構図を超えて～(中公新書 2332) 
大沼 保昭/ 江川 紹子 著 
中央公論新社 
韓国併合、満洲事変から東京裁判、慰安婦問題まで、歴史的事実が歴史認識問

題に転化する経緯、背景を具体的に検証。あわせて、欧米諸国が果たしていない

植民地支配責任を提起し、日本の取り組みが先駆となることを指摘する。 
毎日新聞 2015/08/23、日本経済新聞 2015/08/30 

2015:07. / 7p,254p 
978-4-12-102332-2 
840 円〔本体〕+税 

*9784121023322*

 

美しい夏(岩波文庫)  
パヴェーゼ/ 河島 英昭 著 
岩波書店 
毎日新聞 2015/08/30 

2006:10. / ２０６ｐ 
978-4-00-327142-1 
560 円〔本体〕+税 

*9784003271421*

 

不思議の国のアリス(角川文庫)  
ルイス・キャロル/ 河合 祥一郎 著 
角川書店 
毎日新聞 2015/08/30 

2010:02. / １９０ｐ 
978-4-04-211803-9 
438 円〔本体〕+税 

*9784042118039*

 

バスク、真夏の死(角川文庫)  
トレヴェニアン/ 町田 康子 著 
角川書店 
毎日新聞 2015/08/30 

1986:10. / ３３２ｐ 
978-4-04-245001-6 
590 円〔本体〕+税 

*9784042450016*

 

戦争小説短篇名作選(講談社文芸文庫 こ J38) 
講談社文芸文庫 編 
講談社 
あの戦争を、原爆を、終戦を、作家たちは、どう小説に刻んだのか。戦後 70 年を経

ても、文学が捉えた戦争のリアルは、色褪せない。 
毎日新聞 2015/08/30 

2015:07. / 320p 
978-4-06-290277-9 
1,550 円〔本体〕+税 

*9784062902779*

 

欺きの家<上>(講談社文庫 こ 51-22) 
ロバート・ゴダード/ 北田 絵里子 著 
講談社 
世界的企業社員のケラウェイが受けた元会長命令は、紛失した社史編纂のための

資料捜索。50 年前に出会った姉弟が謎の発端だった。 
毎日新聞 2015/08/30 

2015:07. / 384p 
978-4-06-293154-0 
1,060 円〔本体〕+税 

*9784062931540*
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欺きの家<下>(講談社文庫 こ 51-23) 
ロバート・ゴダード/ 北田 絵里子 著 
講談社 
多くの謎を残し死んだ弟、美しい姉との恋。経営者一族の歴史と拡大してきた企業

にからむ陰謀。含蓄に富んだミステリ読みのための快作 
毎日新聞 2015/08/30 

2015:07. / 385p 
978-4-06-293155-7 
1,060 円〔本体〕+税 

*9784062931557*

 

科学者は戦争で何をしたか(集英社新書 0799) 
益川 敏英 著 
集英社 
「戦争する国」へ突き進もうとする政治状況に危機感を抱く著者が、過去の戦争で

科学者が果たした役割を分析。ノーベル賞学者ならではの洞察力で、二度と同じ道

を歩まないための方策を提言する！ 
毎日新聞 2015/08/30 

2015:08. / 183p 
978-4-08-720799-6 
700 円〔本体〕+税 

*9784087207996*

 

靴の話～大岡昇平戦争小説集～(集英社文庫)  
大岡昇平 著 
集英社 
毎日新聞 2015/08/30 

1996:06. / ２３９ｐ 
978-4-08-752049-1 
510 円〔本体〕+税 

*9784087520491*

 

俘虜記 改版(新潮文庫)  
大岡 昇平 著 
新潮社 
毎日新聞 2015/08/30 

1993:01. / ４８０ｐ 
978-4-10-106501-4 
750 円〔本体〕+税 

*9784101065014*

 

夏への扉(ハヤカワ文庫 ＳＦ)  
ロバート・Ａ．ハインライン/ 福島 正実 著 
早川書房 
オールタイム・ベスト・ナンバーワン！ 時 間テーマＳＦの金字塔が、装いも新たに

登場 
毎日新聞 2015/08/30 

2010:01. / ３８３ｐ 
978-4-15-011742-9 
740 円〔本体〕+税 

*9784150117429*

 

逆行の夏～ジョン・ヴァーリイ傑作選～(ハヤカワ文庫 SF 2019) 
ジョン・ヴァーリイ/ 浅倉 久志 著 
早川書房 
水星で暮らすぼくとママのところに、クローンの姉が月からやってきた。<逆行の夏>
に姉と水銀洞へ出かけたぼくは、今まで隠されていた家族の真実を知る…。怜悧で

官能的なヴィジョンがあふれる全 6 篇を収録した短篇集。 
毎日新聞 2015/08/30 

2015:07. / 510p 
978-4-15-012019-1 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784150120191*

 

リオノーラの肖像(文春文庫)  
ロバート・ゴダード/ 加地 美知子 著 
文芸春秋 
毎日新聞 2015/08/30 

1993:01. / ６０９ｐ 
978-4-16-721809-6 
790 円〔本体〕+税 

*9784167218096*
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失われた兵士たち～戦争文学試論～(文春学藝ライブラリー) 
野呂 邦暢 著 
文藝春秋 
戦いの実相は参加した兵士の数だけ存在する! 吉田満「戦艦大和ノ 期」、瀬島

龍三「大本営の二〇〇〇日」から、名もなき市民兵の手記やドキュメントまで、戦後

出版された戦記を、夭折した芥川賞作家が評論する。 
毎日新聞 2015/08/30 

2015:06. / 478p 
978-4-16-813047-2 
1,450 円〔本体〕+税 

*9784168130472*

 

ハローサマー、グッドバイ(河出文庫)  
Ｍ．コーニイ/ 山岸 真 著 
河出書房新社 
戦争の影が次第に深まるなか、港町の少女ブラウンアイズと再会を果たす。ぼくはこ

の少女を一生忘れない。惑星をゆるがす時が来ようとも……少年のひと夏を描い

た、ＳＦ恋愛小説の 高峰。待望の完全新訳版。 
毎日新聞 2015/08/30 

2008:07. / ３８１ｐ 
978-4-309-46308-7 
850 円〔本体〕+税 

*9784309463087*

 

アンティゴネ(光文社古典新訳文庫 KA フ 7-4) 
ブレヒト 著 
光文社 
テーバイの王クレオンが仕掛けた侵略戦争で、戦場から逃亡し殺されたポリュネイ

ケス。王は彼の屍を葬ることを禁じるのだが、アンティゴネはその禁を破って兄を弔

い…。ギリシア悲劇に今日的意味を与えたブレヒトの問題作。 
毎日新聞 2015/08/30 

2015:08. / 186p 
978-4-334-75315-3 
800 円〔本体〕+税 

*9784334753153*

 

君死に給ふことなかれ～神風特攻龍虎隊～ 
古川 薫 著 
幻冬舎 
特攻隊員と思しき M・K から手紙を受け取った深田隆平は、戦後、その消息を尋ね

る旅に出る。自らも空襲で許嫁を亡くすという辛い過去をもつ隆平が辿り着いた M・

K の素顔とは…。著者の実体験をもとに綴る奇跡の邂逅譚。 
毎日新聞 2015/08/30 

2015:07. / 283p 
978-4-344-02789-3 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784344027893*

 

三省堂名歌名句辞典 
復本 一郎 編 
三省堂 
日本の詩歌史の流れを一冊で展望 
毎日新聞 2015/08/30 

2015:07. / 
22p,1066p,90p 
978-4-385-15381-0 
4,600 円〔本体〕+税 

*9784385153810*

 

長い日曜日(創元推理文庫)  
セバスチアン・ジャプリゾ/ 田部 武光 著 
東京創元社 
毎日新聞 2015/08/30 

2005:03. / ３９８ｐ 
978-4-488-14205-6 
940 円〔本体〕+税 

*9784488142056*
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シンデレラの罠(創元推理文庫 M シ 2-1) 
セバスチアン・ジャプリゾ/ 平岡 敦 著 
東京創元社 
火事で顔も記憶も失ったわたしは、皆の言うように大金持ちの伯母から遺産を相続

するミなのか? 焼死した娘がミで、わたしはドなのではないか? わたしは探偵で犯

人で被害者で証人なのだ-。ミステリの傑作。 
毎日新聞 2015/08/30 

2012:02. / 283p 
978-4-488-14206-3 
740 円〔本体〕+税 

*9784488142063*

 

新車のなかの女(創元推理文庫 M シ 2-3) 
セバスチアン・ジャプリゾ/ 平岡 敦 著 
東京創元社 
旅に出た社長の車を空港から自宅に戻してくれと頼まれたダニーは、気まぐれから

初めての南仏をめざす。しかし行く先々の人が皆、彼女を知っていた。あちこちで

出会う自分自身の痕跡。そして見知らぬ男の死体に対面し…。 
毎日新聞 2015/08/30 

2015:07. / 357p 
978-4-488-14207-0 
1,120 円〔本体〕+税 

*9784488142070*

 

家族計画 
芦崎 笙 著 
日本経済新聞出版社 
「私と子供を作って欲しい」 妻子ある大学教授が歳下の女性弁護士から持ちかけ

られた相談。内閣府の検討会メンバーの 2 人はやがて、選択的シングルマザー計

画の俎上に載り、国の少子化対策のシンボル的役割を担わされるが…。 
毎日新聞 2015/08/30 

2015:05. / 268p 
978-4-532-17133-9 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784532171339*

 

エンジン・サマー(扶桑社ミステリー)  
ジョン・クロウリー/ 大森 望 著 
扶桑社 
毎日新聞 2015/08/30 

2008:11. / ４７２ｐ 
978-4-594-05801-2 
933 円〔本体〕+税 

*9784594058012*

 

父さん、四〇歳詩人になる。五〇歳写真家になる。 
石川 厚志 著 
雷鳥社 
夢は、まだ捨ててはいない。父さんだって、夢を見たっていいじゃない-。40 歳で詩

人となり、50 歳で写真家を目指す著者が、娘のはるひと、息子のうたとを撮った、4
年間のその記録。 
毎日新聞 2015/08/30 

2015:08. / 157p 
978-4-8441-3683-5 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784844136835*

 

ルー・アンドレーアス=ザロメ～自分を駆け抜けていった女～ 
リンデ・ザルバー/ 向井 みなえ 著 
アルク出版企画 
ニーチェ、リルケ、フロイトと共に、時代の変革期を自分らしく生き抜いた女流作家、

ルー・アンドレーアス=ザロメ。哲学からフェミニズムを経て精神分析へと至った一人

の女性の生涯を生き生きと描き出す。 
毎日新聞 2015/08/30 

2015:04. / 261p 
978-4-901213-57-8 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784901213578*
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核と反核の 70 年～恐怖と幻影のゲームの終焉～ 
金子 敦郎 著 
リベルタ出版 
米国で原爆・核問題について直接取材や資料集めをした著者が、原爆投下から現

在に至る「恐怖の時代」をたどったうえで、オバマ米大統領が掲げた「核廃絶」の意

味を論じる。「世界を不幸にする原爆カード」の続編。 
毎日新聞 2015/08/30 

2015:08. / 345p,5p 
978-4-903724-45-4 
4,000 円〔本体〕+税 

*9784903724454*

 

おやゆび姫～アンデルセン童話～ 最新版 
アンデルセン/ 初山 滋 著, アンデルセン/ 楠山 正雄 編 
冨山房インターナショナル 
大正十四年初版の名著が、今なお斬新な画と情緒ある現代文で甦る。アンデルセ

ン童話の代表作を選出、総ルビつき。 
毎日新聞 2015/08/30 

2015:06. / 115p 
978-4-905194-93-4 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784905194934*

 

月にハミング 
マイケル・モーパーゴ/ 杉田 七重 著 
小学館 
無人島で発見された少女ルーシーは、ひと言も話せず、記憶もなかった。村で暮ら

すうちに少しずつ回復していくのだが…。第一次世界大戦中、豪華客船ルシタニア

号が撃沈されたという史実をベースにした戦争の悲劇と感動の秘話。 
毎日新聞 2015/08/30、朝日新聞 2015/08/30 

2015:08. / 399p 
978-4-09-290608-2 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784092906082*

 


