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結果を出せる人になる!「すぐやる脳」のつくり方 
茂木 健一郎 著 
学研パブリッシング 
「抑制」を外す、すると、脳は軽やかに回りだす! 脳内ダイエット、締め切りの力な

ど、大胆な決断力と実行力が手に入り、1 番重要なことに集中できる 31 の思考習慣

を紹介する。 
産経新聞 2015/10/03 

2015:04. / 202p 
978-4-05-406259-7 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784054062597*

 

ふしぎな君が代(幻冬舎新書 つ-3-2) 
辻田 真佐憲 著 
幻冬舎 
日本人にとって「君が代」とは何なのか? なぜ、この歌詞が選ばれたのか? どのよう

に戦中・戦後を生き延び、なぜいまだ論争の的になるのか? 気鋭の若手研究者が

その歴史をスリリングに繙く。 
産経新聞 2015/10/03 

2015:07. / 268p 
978-4-344-98385-4 
860 円〔本体〕+税 

*9784344983854*

 

ほしじいたけほしばあたけ(講談社の創作絵本) 
石川 基子 著 
講談社 
きのこの里に大事件！ほしじいたけとほしばあたけは、体を張ってなかまのきのこを

助けるのですが…。驚きいっぱいの楽しいお話。 
産経新聞 2015/10/04 

2015:09. / [32p] 
978-4-06-133272-0 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784061332720*

 

新しい道徳～「いいことをすると気持がいい」のはなぜか～ 
北野 武 著 
幻冬舎 
日本人にとって「道徳」とは何か? この問いに答えられる親や教師はいるのだろう

か。まず 初に大人たちが、真面目に考えた方がいい。北野武が現代の核心をえ

ぐる、未だ嘗てない道徳論。 
産経新聞 2015/10/04 

2015:09. / 191p 
978-4-344-02815-9 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784344028159*

 

ママのイライラ言葉言い換え辞典～子どもに伝わる!子どもが変わる!～ 
江藤 真規 著 
扶桑社 
「伝わらない」のは、ママの言い方次第。声のかけ方をかえるだけで、見違えるよう

に子どもに伝わり、子どもが変わる! ポジティブな言葉への言い換えを、解説ととも

に紹介する。チェックシート付き。 
産経新聞 2015/10/04 

2015:09. / 208p 
978-4-594-07342-8 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784594073428*

 

孤狼の血 
柚月 裕子 著 
KADOKAWA 
昭和 63 年、広島。所轄署の捜査二課に配属された新人の日岡は、ヤクザとの癒着

を噂される刑事・大上のもとで、暴力団系列の金融会社社員失踪事件を追う。心を

揺さぶる、警察 vs 極道のプライドを賭けた闘い。 
産経新聞 2015/10/04 

2015:08. / 411p 
978-4-04-103213-8 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784041032138*
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ワシントン戦記～1969?1983～ 
阿部 康典 著 
飯塚書店 
産経新聞社ワシントン特派員だった著者が、ベトナム戦争以後の日米関係を、取材

したもの、取材しても報道されなかったものなど実際にあったことをもとに克明に記

す。現代史を知り今後の日米関係を考えるのに有用な書。 
産経新聞 2015/10/04 

2015:09. / 183p 
978-4-7522-8005-7 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784752280057*

 

与楽の飯～東大寺造仏所炊屋私記～ 
澤田 瞳子 著 
光文社 
奈良時代、国家の威信をかけた大事業、東大寺大仏建立。そこで働く若者・真楯

は、造仏所炊屋の絶品の飯を心のよりどころに、厳しい労苦に耐えるうち、食とは、

仏とは何かに気付いていく…。『小説宝石』掲載を単行本化。 
産経新聞 2015/10/04 

2015:08. / 305p 
978-4-334-91042-6 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784334910426*

 

壇蜜日記<2>(文春文庫 た 92-2) 
壇 蜜 著 
文藝春秋 
風呂上がりのアイスだけが仕事の励み。可愛い後輩を見れば、妹だったら…と妄想

し、トイレットペーパーの「8 ロール入り」の豊富さに気持ちを高揚させる-。そんな日

常に新展開! 壇蜜が綴った 2014-2015 の日記。 
産経新聞 2015/10/04 

2015:09. / 223p 
978-4-16-790453-1 
610 円〔本体〕+税 

*9784167904531*

 

霧(ウラル) 
桜木 紫乃 著 
小学館 
国境の街・北海道根室。有力者の娘・珠生が恋に落ちたのは、北の海の汚れ仕事

を牛耳る相羽組の組長だった…。昭和 30 年代の根室を舞台に描く、桜木紫乃の

記念碑的作品。『STORY BOX』掲載を加筆修正し単行本化。 
産経新聞 2015/10/04 

2015:09. / 315p 
978-4-09-386420-6 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784093864206*

 

はじまりのコップ～左藤吹きガラス工房奮闘記～ 
木村 衣有子 著 
亜紀書房 
どんな人がどんなことを考えてこしらえたのか、どんな経緯で技術を得たのか、どう

やって暮らしているのか-。千葉・九十九里にある「左藤吹きガラス工房」の左藤玲朗

さんを訪ね、これまでの道のりや仕事ぶりなどを取材する。 
産経新聞 2015/10/04 

2015:07. / 263p 図版
16p 
978-4-7505-1453-6 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784750514536*

 

芸人貧乏物語 
松野 大介 著 
講談社 
芸人の苦労は蜜の味。元芸人の著者だから聞き出せた、芸人たちのインタビュー

集。貧乏話でその芸人が、もっとわかる、もっと笑える！ 
産経新聞 2015/10/10 

2015:08. / 210p 
978-4-06-219662-8 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784062196628*
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未来のことは未来の私にまかせよう～31 歳で胃がんになったニュースキャスター

～ 
黒木 奈々 著 
文藝春秋 
働く女性ががんになったとき、何を考え、悩み、決断するのか。がん闘病を公表し

た、NHK BS1「国際報道 2015」のキャスター・黒木奈々が綴る、涙と希望と勇気あ

ふれる手記。 
産経新聞 2015/10/10 

2015:03. / 223p 
978-4-16-390238-8 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784163902388*

 

なゆたのきろく～吃音のある子どもの子育てと支援～ 
阿部 法子/ 坂田 善政 著 
学苑社 
変動することばの状態に心を揺らすお母さんと言語聴覚士の詳細なやりとり。 
産経新聞 2015/10/11 

2015:08. / 222p 
978-4-7614-0776-6 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784761407766*

 

小林秀雄の後の二十一章 
小川 榮太郎 著 
幻冬舎 
この国の危機は政治や経済にあるのではなく、日本人の核となる精神の喪失こそ

が、 も深刻な危機である。文藝を批評することで、破滅に向かう日本の精神の再

生を試みる、真摯な野心にあふれた評論集。 
産経新聞 2015/10/11 

2015:08. / 542p 
978-4-344-02806-7 
5,500 円〔本体〕+税 

*9784344028067*

 

エスケープ～2014 年全日本選手権ロードレース～ 
佐藤 喬 著 
辰巳出版 
極限のスピードと恐怖の中で繰り広げられる無数のドラマ。ロードレーサーたちは何

を思い、何のために走るのか? 2014 年全日本選手権ロードレースに挑んだ選手た

ちの思惑と葛藤を描くスポーツノンフィクション。 
産経新聞 2015/10/11 

2015:07. / 191p 
978-4-7778-1507-4 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784777815074*

 

我が家のヒミツ 
奥田 英朗 著 
集英社 
結婚して数年が経ち不妊に悩み始めた夫婦、16 歳の誕生日を機に初めて実の父

親に会いにいくことを決意した女子高生…。笑って泣いて、人生が愛おしくなる平

成の家族小説。『小説すばる』掲載を加筆訂正して単行本化。 
産経新聞 2015/10/11 

2015:09. / 276p 
978-4-08-771625-2 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784087716252*

 

1985 猛虎がひとつになった年 
鷲田 康 著 
文藝春秋 
V9 巨人が築き上げてきた近代野球の概念を崩した、1985 年の阪神の優勝。その

裏側には、選手たちのどんな思いとドラマがあったのか。30 年の時を経て、すべて

の主力選手が、日本一の阪神タイガースについて語る。 
産経新聞 2015/10/11 

2015:09. / 310p,6p 
978-4-16-008214-4 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784160082144*
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他人の墓の中に立ち(HAYAKAWA POCKET MYSTERY BOOKS 1894) 
イアン・ランキン 著 
早川書房 
定年を迎えた元警部リーバスは、「手伝い」の捜査員として署に残る。そんな彼の前

に、3 人の女性が失踪し、いまだ行方不明の未解決事件が。 初の失踪者の母か

ら強い想いをぶつけられたリーバスは、事件現場に乗り込むが…。 
産経新聞 2015/10/11 

2015:04. / 483p 
978-4-15-001894-8 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784150018948*

 

ドイツリスク～「夢見る政治」が引き起こす混乱～(光文社新書 776) 
三好 範英 著 
光文社 
気鋭のジャーナリストが、エネルギー転換、ユーロ危機、ロシア・中国という 2 つの東

方世界への接近という 3 つのテーマから、ドイツの危うさの正体を突き止め、根強い

「ドイツ見習え論」に警鐘を鳴らす。 
産経新聞 2015/10/11、日本経済新聞 2015/10/11 

2015:09. / 244p 
978-4-334-03879-3 
840 円〔本体〕+税 

*9784334038793*

 

時を刻む湖～7 万枚の地層に挑んだ科学者たち～(岩波科学ライブラリー 242) 
中川 毅 著 
岩波書店 
若狭湾岸の湖底から発見された土の縞模様が、過去 5 万年の時を測る「世界の標

準時計」になった。20 余年前に若い研究者が描いた夢は、どのように花開いたか。

国境を越えた友情、ライバルとの戦い、挫折と栄光を当事者が語る。 
産経新聞 2015/10/17、産経新聞 2015/10/17、毎日新聞 2015/10/18 

2015:09. / 4p,122p 
978-4-00-029642-7 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784000296427*

 

たらふくつるてん 
奥山 景布子 著 
中央公論新社 
江戸を笑わせた絶体絶命の男、鹿野武左衛門。「江戸落語の始祖」といわれた男

の謎と波瀾に満ちた半生を描く長篇小説。喜怒哀楽がしみこんだ人情味たっぷりの

土から、「咄」という芽が次々顔を出す。 
産経新聞 2015/10/18 

2015:09. / 290p 
978-4-12-004751-0 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784120047510*

 

M と Σ 
内村 薫風 著 
新潮社 
誤審と解放。行列と暴力。タイソンとマンデラ。意志と衝動。ブラック企業とドラクエ。

野性と理性。42 と 1…。その日、世界で同時に起こった「奇跡」のすべて。表題作な

ど全 3 作を収録。『新潮』掲載に加筆修正。 
産経新聞 2015/10/18 

2015:08. / 196p 
978-4-10-339461-7 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784103394617*

 

海からの詩～詩集～ 
中原 かおり 著 
小学館スクウェア 
ここにいると 自分がありのままでいいと思えるのは この 海の町の やさしさのおか

げ なのかもしれない(「海の町」より) 湘南ビーチ FM「DAILY ZUSHI HAYAMA」

に提供した詩をまとめる。 
産経新聞 2015/10/18 

2015:10. / 95p 
978-4-7979-8431-6 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784797984316*



 5  

 

御用船帰還せず 
相場 英雄 著 
幻冬舎 
お家取り潰し、勘定所幹部更迭を断行した勘定吟味役・荻原重秀。次いで企てた

のが御法度の金銀改鋳。若き重秀の燃える意志を受け、陰の一団「微行組」が江戸

の闇を疾走する! 『デーリー東北』等連載を加筆・修正。 
産経新聞 2015/10/18 

2015:09. / 432p 
978-4-344-02822-7 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784344028227*

 

国家を喰らう官僚たち～アメリカを乗っ取る新支配階級～ 
ランド・ポール/ 浅川 芳裕 著 
新潮社 
健康の増進、テロの防止、環境の浄化などさまざまな名目で、予算獲得と権限拡大

に邁進する官僚機構。ついには独自の武装チームを編成し、公然と国民を搾取す

るに至る-。アメリカの次期大統領候補が官僚支配の恐怖を暴く。 
産経新聞 2015/10/18 

2015:09. / 238p 
978-4-10-506941-4 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784105069414*

 

おねえちゃんにあった夜 
シェフ・アールツ/ マリット・テルンクヴィスト/ 長山 さき 著 
徳間書店 
おねえちゃんはぼくが生まれる前に亡くなった。ある日、ぼくは「ねえ、あたしのおと

うと!今晩いっしょに、自転車ででかけようよ」という声を聞いた。子どもが「死」を受け

入れていく過程を、詩的な文章と叙情的な絵で描く。 
産経新聞 2015/10/18 

2015:09. / [48p] 
978-4-19-864017-0 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784198640170*

 

うずら大名 
畠中 恵 著 
集英社 
「御吉兆!」と鳴く勇猛果敢なうずらを連れた自称“大名”の有月。泣き虫で人に振り

回されてばかりの村名主・吉之助。二人と一羽が幕府を揺るがす陰謀に挑む! 『小

説すばる』掲載を加筆修正し、書き下ろしを加え単行本化。 
産経新聞 2015/10/18 

2015:09. / 322p 
978-4-08-771628-3 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784087716283*

 

卜伝飄々 
風野 真知雄 著 
文藝春秋 
諸国を巡り、多くの伝説を生んだ塚原卜伝。数百戦で刃傷ひとつ負わなかった男

が、剣の道を極めた先に見たものとは。更なる高みを目指す卜伝の老境の姿を軽

やかに描く剣豪小説。『オール讀物』掲載に書き下ろしを加え単行本化。 
産経新聞 2015/10/18 

2015:08. / 316p 
978-4-16-390318-7 
1,550 円〔本体〕+税 

*9784163903187*

 

呪文 
星野 智幸 著 
河出書房新社 
それは、希望という名の恐怖――寂れゆく松保商店街に現れた若きリーダー図領。

実行力ある彼の言葉に街の人々は熱狂したのだが……。 
産経新聞 2015/10/18、日本経済新聞 2015/10/18 

2015:09. / 242p 
978-4-309-02397-7 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784309023977*
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7 本指のピアニスト 
西川 悟平 著 
朝日新聞出版 
「一生ピアノは弾けない」という医師からの宣告、自殺未遂。救いようのない状況の

なかでも、決してあきらめなかった。そして数々の奇跡が訪れる-。7 本しか指が動か

ないニューヨーク在住のピアニストによる激動の半生記。 
産経新聞 2015/10/24 

2015:04. / 213p 
978-4-02-251138-6 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784022511386*

 

すべての仕事は「肯定」から始まる 
丸山 俊一 著 
大和書房 
「ニッポンのジレンマ」を作った男の頭の中 
産経新聞 2015/10/25 

2015:09. / 254p 
978-4-479-79485-1 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784479794851*

 

親を送る 
井上 理津子 著 
集英社インターナショナル 
別れは突然やってきた。７９歳の母と８４歳の父を、義姉と女２人、迷いながら見送っ

た半年間の物語。『さいごの色街 飛田』の著者が 
産経新聞 2015/10/25 

2015:09. / 287p 
978-4-7976-7250-3 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784797672503*

 

論語のこころ(講談社学術文庫 2320) 
加地 伸行 著 
講談社 
仁と礼に基づく理想社会とは何か。『論語』の実践的な読み方と、その魅力の伝え

方を中国哲学史研究の泰斗が平易に説く『論語』再発見 
産経新聞 2015/10/25 

2015:09. / 269p 
978-4-06-292320-0 
920 円〔本体〕+税 

*9784062923200*

 

真田幸村と真田丸の真実～徳川家康が恐れた名将～(光文社新書 781)  
渡邊 大門 著 
光文社 
一牢人にすぎない真田幸村が、さまざまな秘策で天下人・徳川家康を窮地に陥れ

る物語。だが、それは「史実」なのだろうか? 多くの逸話・伝説が残る幸村像を、気

鋭の歴史学者が新しく塗り替える。 
産経新聞 2015/10/25 

2015:10. / 263p 
978-4-334-03884-7 
800 円〔本体〕+税 

*9784334038847*

 

帰蝶 
諸田 玲子 著 
ＰＨＰ研究所 
“美濃のマムシ”斎藤道三の娘で、織田信長の正室・帰蝶。残虐な夫との関係や本

能寺の変の真相を軸に、大胆な推理を交えて、波瀾に満ちたその生涯を描ききっ

た力作長編。『文蔵』連載に加筆・修正。 
産経新聞 2015/10/25 

2015:10. / 363p 
978-4-569-82662-2 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784569826622*
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岡本喜八の全映画 
小林 淳 著 
アルファベータブックス 
「暗黒街の顔役」「独立愚連隊」「日本のいちばん長い日」「大誘拐」…。多岐にわた

る映画を遺したアルチザン(職人的芸術家)岡本喜八。作品データ・梗概と共に、音

楽の使われ方にも着目し、その全作品を紹介する。 
産経新聞 2015/10/25 

2015:10. / 222p 
978-4-86598-004-2 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784865980042*

 

虚ろまんてぃっく 
吉村 萬壱 著 
文藝春秋 
人間が大嫌いになったり、我慢ならなくなったり、耐えられなくなった人に贈る、不穏

でグロテスクで、時に美しい作品群。シュールな近未来もの、不条理な家族小説な

どを収録。『文學界』ほか掲載作品をまとめて単行本化。 
産経新聞 2015/10/25 

2015:09. / 308p 
978-4-16-390328-6 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784163903286*

 

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。 
産経新聞 2015/10/31 

2015:06. / 6p,391p 
978-4-478-06575-4 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784478065754*

 

理想の書物(ちくま学芸文庫)  
ウィリアム・モリス/ Ｗ．Ｓ．ピータースン/ 川端 康雄 著 
筑摩書房 
朝日新聞 2015/10/04 

2006:02. / ３８０ｐ 
978-4-480-08964-9 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784480089649*

 

コレクション～趣味と好奇心の歴史人類学～  
クシシトフ・ポミアン吉田城 著 
平凡社 
朝日新聞 2015/10/04 

1992:05. / ４６５ｐ 
978-4-582-73825-4 
6,019 円〔本体〕+税 

*9784582738254*

 

ゲイルズバーグの春を愛す(ハヤカワ文庫 FT 26) 
ジャック・フィニイ/ 福島 正実 著 
早川書房 
朝日新聞 2015/10/04 

1980:11. / 334p 
978-4-15-020026-8 
780 円〔本体〕+税 

*9784150200268*

 

ページと力～手わざ、そしてデジタル・デザイン～  
鈴木 一誌 著 
青土社 
デザイン界きっての論客による画期的文化論 
朝日新聞 2015/10/04 

2002:10. / ３６７，２２ｐ 
978-4-7917-6000-8 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784791760008*
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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。 
朝日新聞 2015/10/04 

2015:07. / 267p 
978-4-89815-416-8 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784898154168*

 

江戸おんな歳時記 
別所 真紀子 著 
幻戯書房 
埋もれていた江戸時代の女性の俳句を全国から有名・無名問わず渉猟、四季別に

精選し紹介する、画期的評論・アンソロジー。 
朝日新聞 2015/10/04 

2015:08. / 265p 
978-4-86488-080-0 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784864880800*

 

なぜドイツではエネルギーシフトが進むのか 
田口 理穂 著 
学芸出版社 
ドイツで再生可能エネルギーが普及しているのはなぜか。日本でも可能か。ドイツ

在住の著者が課題も含めた 新の動向を紹介する。 
朝日新聞 2015/10/04 

2015:08. / 199p 
978-4-7615-2603-0 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784761526030*

 

移民の宴～日本に移り住んだ外国人の不思議な食生活～(講談社文庫 た 116-5) 
高野 秀行 著 
講談社 
日本に移住した外国人は、どんな料理を食べているのか？震災直後の南三陸町の

フィリピン人から神楽坂のフランス人まで、突撃ルポ！ 
朝日新聞 2015/10/04 

2015:09. / 397p 図版
16p 
978-4-06-293183-0 
800 円〔本体〕+税 

*9784062931830*

 

?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。 
朝日新聞 2015/10/04 

2015:07. / 282p,7p 
978-4-309-02393-9 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784309023939*

 

彼女の人生は間違いじゃない 
廣木 隆一 著 
河出書房新社 
震災後、恋人とぎくしゃくするみゆきはデリヘルのバイトを始め…フクシマの今を描

く、映画監督の初小説。高良健吾・降谷建志氏推薦！ 
朝日新聞 2015/10/04 

2015:08. / 155p 
978-4-309-02400-4 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784309024004*

 

金魚はすごい(講談社+α 新書 707-1D) 
吉田 信行 著 
講談社 
可愛い魚、きれいな魚、誰しも飼ったことがある金魚。しかし、あなたは金魚の本当

の姿を知らない。金魚が「面白深く分かる本」必読！ 
朝日新聞 2015/10/04 

2015:09. / 171p 
978-4-06-272912-3 
840 円〔本体〕+税 

*9784062729123*



 9  

 

かえりみち  
森 洋子 著 
トランスビュー 
ねえ、見えるでしょ。ほら、あそこ…。子どもの頃には見えていた、日常とシンメトリー

するもうひとつの風景。細密な鉛筆画で描く、森洋子の作品世界。 
朝日新聞 2015/10/04 

2008:01. / １冊（ペー

ジ付なし） 
978-4-901510-55-4 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784901510554*

 

百万畳ラビリンス 下(コミック（YK コミックス）) 
たかみち 著 
少年画報社 
人と関わるのが苦手な礼香は、ゲーム会社でバグ探しのアルバイトをしていたが、

ルームメイトの庸子と共に木造迷路に迷い込んでしまい……！？ミステリーファンタ

ジー！ 
朝日新聞 2015/10/04 

2015:08. /  
978-4-7859-5602-8 
680 円〔本体〕+税 

*9784785956028*

 

百万畳ラビリンス 上(コミック（YK コミックス）) 
たかみち 著 
少年画報社 
人と関わるのが苦手な礼香は、ゲーム会社でバグ探しのアルバイトをしていたが、

ルームメイトの庸子と共に木造迷路に迷い込んでしまい……！？ミステリーファンタ

ジー！ 
朝日新聞 2015/10/04 

2015:08. /  
978-4-7859-5601-1 
680 円〔本体〕+税 

*9784785956011*

 

観念論の教室(ちくま新書 1143) 
冨田 恭彦 著 
筑摩書房 
私たちに知覚される場合だけ物は存在すると考える「観念論」。人間はなぜこの考

え方に深くとらわれてきたのか。元祖・観念論者ジョージ・バークリの思想を論じ、西

洋哲学 大のテーマの源流に迫る。 
朝日新聞 2015/10/04 

2015:09. / 238p 
978-4-480-06848-4 
800 円〔本体〕+税 

*9784480068484*

 

デザイン的思考～つまようじからロゴマークまで～  
ジョン・ヘスケット/ 菅 靖子/ 門田 園子 著 
星雲社 
２１世紀のグローバル社会において、デザインに何が求められているのか？ デザ

イナーの社会的役割、ユーザの役割とは何か？ デザインの歴史的展開から実用

性や有意性、その未来までを幅広く考察する。 
朝日新聞 2015/10/04 

2007:07. / ２３９ｐ 
978-4-434-10780-1 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784434107801*

 

握る男(角川文庫 は 36-4)  
原 宏一 著 
KADOKAWA 
両国の鮨店「つかさ鮨」の敷居をまたいだ小柄な少年。抜群の「握り」の才を持つ

彼、徳武光一郎には、稀代の策略家という別の顔が。先輩弟子の金森は、彼の夢

に惹かれ、全てを賭けることを決意するが……。 
朝日新聞 2015/10/04 

2015:03. / 435p 
978-4-04-102310-5 
760 円〔本体〕+税 

*9784041023105*
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文学の用語 
野中 涼 著 
松柏社 
厳選した文学用語 200 語を 4 つのグループにまとめ、具体的に分かりやすく解説

する。創作、鑑賞、研究に役立つ、引く辞典であると共に、言語芸術の魅力的な諸

相を知ることができる読む辞典でもある一冊。 
朝日新聞 2015/10/04 

2015:09. / 5p,467p 
978-4-7754-0213-9 
4,500 円〔本体〕+税 

*9784775402139*

 

京都ぎらい(朝日新書 531)  
井上 章一 著 
朝日新聞出版 
中華思想、姫と坊主、東京“外資系”、寺と花柳界、古都税、怨霊鎮め、町屋の闇

…。さげすまれてきた「洛外人」が、京都人のえらそうな腹のうちを暴露する。洛中千

年の「花」「毒」を見定める新・京都論。 
朝日新聞 2015/10/04 

2015:09. / 221p 
978-4-02-273631-4 
760 円〔本体〕+税 

*9784022736314*

 

過去と向き合い生きる(信毎選書 16) 
井出 孫六 著 
信濃毎日新聞社 
わたしがきちんと向き合うべき過去は、1931 年 9 月の誕生とともに始まった-。長野

県出身の井出孫六が 36 年間綴った信州への手紙。『信濃毎日新聞』夕刊コラム

「今日の視角」からセレクトして単行本化。 
朝日新聞 2015/10/04 

2015:08. / 296p 
978-4-7840-7268-2 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784784072682*

 

あなたを選んでくれるもの(CREST BOOKS) 
ミランダ・ジュライ/ ブリジット・サイアー/ 岸本 佐知子 著 
新潮社 
映画の脚本執筆に行き詰まった著者は、フリーペーパーに売買広告を出す人々を

訪ね、話を聞いてみることにした。アメリカの片隅で同じ時代を生きる、ひとりひとり

の、忘れがたい輝き。胸を打つインタビュー集。 
朝日新聞 2015/10/04 

2015:08. / 245p 
978-4-10-590119-6 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784105901196*

 

やせる石? 
歌川 たいじ 著 
KADOKAWA 
たまみは人も驚く巨デブ女子。邪魔ですみませんと身を竦め生きてきた彼女がデブ

専男子から告白された！けれどたまみは泣きながら彼を拒絶して……。甘塩っぱく

て毒もある、カウンターパンチ的青春小説ここに見参！ 
朝日新聞 2015/10/04 

2015:08. / 365p 
978-4-04-103251-0 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784041032510*

 

ミシェル・ルグラン自伝～ビトゥイーン・イエスタデイ・アンド・トゥモロウ～ 
ミシェル・ルグラン/ ステファン・ルルージュ/ 高橋 明子/ 濱田 高志 著 
アルテスパブリッシング 
『シェルブールの雨傘』『ロシュフォールの恋人たち』をはじめ数々の名作を手がけ

てきた映画音楽の巨匠ミシェル・ルグランが、60 年におよぶ華麗で多彩な音楽人生

を初めて自ら赤裸々に、格調高く綴った珠玉の回想録。 
朝日新聞 2015/10/04 

2015:07. / 279p 図版
24p 
978-4-86559-122-4 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784865591224*
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万骨伝～饅頭本で読むあの人この人～(ちくま文庫 て 10-4)  
出久根 達郎 著 
筑摩書房 
古書業界・出版業界では、故人をしのぶ追悼本を葬式饅頭になぞらえて饅頭本と

いう。古書店主であった著者が、それらの饅頭本に描かれた、強烈な人生や業績を

紹介する。月刊『歴史読本』連載に加筆・再編集して文庫化。 
朝日新聞 2015/10/04 

2015:09. / 423p 
978-4-480-43297-1 
950 円〔本体〕+税 

*9784480432971*

 

獄中で聴いたイエスタデイ 
瀧島 祐介 著 
鉄人社 
殺人犯の私が更生できたのは、あのとき警視庁の留置場でポールのナマ歌を聴い

たのがきっかけだった-。成田空港で大麻所持の現行犯で逮捕されたポール・マッ

カートニーと偶然“獄中”で出会い、人生を変えた元極道の自伝。 
朝日新聞 2015/10/04 

2015:09. / 223p 
978-4-86537-040-9 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784865370409*

 

気仙沼ニッティング物語～いいものを編む会社～ 
御手洗 瑞子 著 
新潮社 
大切なのは仕事をつくり出し、生活の循環を取り戻すこと! マッキンゼー勤務後ブ

ータン公務員を経て、震災後の気仙沼で編み物会社を起業。2 年連続で黒字化

し、編み物で「世界の KESENNUMA」を目指す著者の奮闘記。 
朝日新聞 2015/10/04 

2015:08. / 223p 
978-4-10-332012-8 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784103320128*

 

スタニスラフスキーとヨーガ 
セルゲイ・チェルカッスキー/ 堀江 新二 著 
未来社 
演劇芸術の歴史で初めて、ある具体的な時代の演劇規範ではなく、ヨーガなど生き

た自然の法則をベースにした演技のシステムを確立しようとしたスタニスラフスキー。

スタニスラフスキー・システムのいろいろな要素を分析する。 
朝日新聞 2015/10/04 

2015:08. / 147p,13p 
978-4-624-70097-3 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784624700973*

 

世界の発明発見歴史百科 
テリー・ブレヴァートン/ 日暮 雅通 著 
原書房 
ナイフ、火薬、燃料電池、映画技法、ウィキペディア…。生活を一変させ、常識を覆

した重要な 300 の発明と発見を、前後関係を理解しやすい時代順項目で解説。そ

れぞれの項目のトピックをコラム形式で多数収録。索引も充実。 
朝日新聞 2015/10/04 

2015:09. / 411p 
978-4-562-05248-6 
4,500 円〔本体〕+税 

*9784562052486*

 

亡国記 
北野 慶 著 
現代書館 
巨大地震発生、未曾有の原発大爆発! 迫り来る放射能の脅威を逃れて流浪する

父と娘を待ち受ける世界の憎悪と救い。旅の終わりに、辿り着いた世界の果てで、2
人を待つ希望とは? 巻末にテキストデータ請求券付き。 
朝日新聞 2015/10/04 

2015:07. / 357p 
978-4-7684-5766-5 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784768457665*
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報復ではなく和解を～ヒロシマから世界へ～ 新版(岩波現代文庫) 
秋葉 忠利 著 
岩波書店 
三期連続で広島市長をつとめ、平和市長会議のリーダーとして長年活発な平和活

動を続けてきた秋葉忠利が、世界に向けて「ヒロシマの心」を訴えた講演を厳選して

収録。福島原発事故以降の 新の講演 3 本を加えた新版。 
朝日新聞 2015/10/04 

2015:09. / 17p,207p 
978-4-00-603293-7 
860 円〔本体〕+税 

*9784006032937*

 

ゴッホ・オンデマンド～中国のアートとビジネス～ 
W.W.Y.ウォング/ 松田 和也 著 
青土社 
世界でもっとも複製画をつくりだす中国の村。そこには多くの人が絵を求めてやって

くる。グローバリゼーションと消費社会、芸術の意味や創造の価値などの問題を、世

界一の複製画の村を仔細にフィールドワークして明らかにする。 
朝日新聞 2015/10/04 

2015:07. / 377p,21p 
図版 16p 
978-4-7917-6855-4 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784791768554*

 

民主主義ってなんだ? 
高橋 源一郎/ SEALDs 著 
河出書房新社 
安倍政権の暴走に若者が立ち上がった。この国の未来を諦めないために。自由と

民主主義を実現する社会に向けた新たなマニフェスト。 
朝日新聞 2015/10/04、朝日新聞 2015/10/18、朝日新聞 2015/10/25 

2015:09. / 197p 
978-4-309-24732-8 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784309247328*

 

火花 
又吉 直樹 著 
文藝春秋 
奇想の天才である一方で人間味溢れる神谷、彼を師と慕う後輩徳永。芸人の 2 人

が運命のように出会ってから劇は始まった-。笑いとは何か、人間が生きるとは何な

のか。『文學界』掲載を書籍化。 
朝日新聞 2015/10/04、読売新聞 2015/10/18 

2015:03. / 148p 
978-4-16-390230-2 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784163902302*

 

宴のあと 改版(新潮文庫)  
三島 由紀夫 著 
新潮社 
朝日新聞 2015/10/11 

1990:01. / ２３７ｐ 
978-4-10-105016-4 
520 円〔本体〕+税 

*9784101050164*

 

哲学 はじめの一歩（全 4 巻・函入り） 
立正大学文学部哲学科 編 
春風社 
高校生・大学新入生を哲学の世界へ誘う 
朝日新聞 2015/10/11 

2015:09. / 400p 
978-4-86110-459-6 
3,241 円〔本体〕+税 

*9784861104596*

 

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 
朝日新聞 2015/10/11 

2015:05. / 536p,3p 
978-4-560-08435-9 
3,300 円〔本体〕+税 

*9784560084359*
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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 
朝日新聞 2015/10/11 

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 
朝日新聞 2015/10/11 

2015:08. / 505p,26p 
図版 16p 
978-4-560-08437-3 
3,300 円〔本体〕+税 

*9784560084373*

 

兵士とセックス～第二次世界大戦下のフランスで米兵は何をしたのか?～ 
メアリー・ルイーズ・ロバーツ/ 佐藤 文香/ 西川 美樹 著 
明石書店 
戦争における性行為の重要性に切り込んだ快著 
朝日新聞 2015/10/11 

2015:08. / 433p 
978-4-7503-4234-4 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784750342344*

 

“ひとり出版社”という働きかた 
西山 雅子 編 
河出書房新社 
ミシマ社、港の人、里山社、赤々舎…“小商い“の一形態として注目される 13 の「ひ

とり出版社」を通して、働きかたのヒントを探る。 
朝日新聞 2015/10/11 

2015:07. / 260p 
978-4-309-24718-2 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784309247182*

 

タモリと戦後ニッポン(講談社現代新書 2328) 
近藤 正高 著 
講談社 
タモリとは「日本の戦後」そのものだった！敗戦直後に生まれた稀代の司会者の半

生と戦後社会を重ね合わせて考察した、新感覚現代史。 
朝日新聞 2015/10/11 

2015:08. / 346p 
978-4-06-288328-3 
920 円〔本体〕+税 

*9784062883283*

 

ナチスと自然保護～景観美・アウトバーン・森林と狩猟～ 
フランク・ユケッター 著 
築地書館 
ヨーロッパの森林政策、環境政策をリードするドイツ自然保護思想・運動のルーツを

たんねんに辿り、第三帝国の自然保護の実像を描く。 
朝日新聞 2015/10/11 

2015:07. / 293p 
978-4-8067-1495-8 
3,600 円〔本体〕+税 

*9784806714958*

 

ボタニカルイラストで見る野菜の歴史百科～栽培法から料理まで～ 
サイモン・アケロイド/ 内田 智穂子 著 
原書房 
70 種に及ぶ用価値の高い野菜に関する栽培、保存、調理のコツを解説。野菜の

形、色、味の世界へと続く扉を開く楽しいガイドブック 
朝日新聞 2015/10/11 

2015:09. / 224p 
978-4-562-05159-5 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784562051595*



 14  

 

中欧の詩学～歴史の困難～(叢書・ウニベルシタス 1031) 
ヨゼフ・クロウトヴォル 著 
法政大学出版局 
大国のはざまで自らの歴史を持ちえない場所―クンデラやカフカなど比類ない輝き

を放つ中欧という場所に息づく文化の本質を、歴史の不条理の内に見つめる。 
朝日新聞 2015/10/11 

2015:08. / 23p,239p,6p
978-4-588-01031-6 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784588010316*

 

隣人。～38 度線の北～ 
初沢 亜利 著 
徳間書店 
気鋭の写真家・初沢亜利が、潜入ではなく堂々と、3 年の歳月をかけて平壌の日

常、地方の庶民生活を正面から撮影した写真集。近くて遠い隣国・北朝鮮の現在を

伝える。 
朝日新聞 2015/10/11 

2012:12. / 167p 
978-4-19-863524-4 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784198635244*

 

新選組血風録  
司馬 遼太郎 著 
中央公論新社 
混沌たる時代を切り開こうとしながらも、志半ばで倒れていった新選組隊士たちの

剣と愛、そして哀歓を綴った、全国松竹系公開映画「御法度」原作。１９６４年刊の新

装改版。 
朝日新聞 2015/10/11 

1999:11. / ４８９ｐ 
978-4-12-002952-3 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784120029523*

 

東京五輪 1964(文春新書 947) 
佐藤 次郎 著 
文藝春秋 
さまざまな立場から経験した祝祭を描く  聖火ランナー、金メダリストから、初の衛星

放送に挑んだ NHK のスタッフ、選手村でヘーシンクの髪を刈った理容師までを訪

ね歩いた。 
朝日新聞 2015/10/11 

2013:10. / 283p 
978-4-16-660947-5 
830 円〔本体〕+税 

*9784166609475*

 

仁義なき宅配～ヤマト VS 佐川 VS 日本郵便 VS アマゾン～ 
横田 増生 著 
小学館 
急成長する宅配ビジネスの裏側に「潜入労働」で迫る。宅配ドライバーの助手や物

流センターのバイトとして働くことを通じて、宅配戦争の光と影を浮き彫りにする。

『SAPIO』連載に加筆し書籍化。 
朝日新聞 2015/10/11 

2015:09. / 316p 
978-4-09-379874-7 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784093798747*

 

雪国(角川文庫 か 1-2) 
川端 康成 著 
角川書店 
国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。「無為の孤独」を非情に守る青年・島

村と、雪国の芸者・駒子の純情。魂が触れあう様を具に描き、人生の哀しさ美しさを

うたったノーベル文学賞作家の名作。 
朝日新聞 2015/10/11 

2013:06. / 208p 
978-4-04-100846-1 
362 円〔本体〕+税 

*9784041008461*
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建築家、走る(新潮文庫 く-50-1)  
隈 研吾 著 
新潮社 
「弱い日本」に生まれざるを得なかったがゆえの悩み、迷いこそがぼくの本領なので

す-。世界中から依頼が殺到する建築家・隈研吾が、「制約を自由に変える」仕事術

と、ユニークな自伝的建築論を紹介する。 
朝日新聞 2015/10/11 

2015:09. / 249p 
978-4-10-120036-1 
490 円〔本体〕+税 

*9784101200361*

 

東京オリンピック～文学者の見た世紀の祭典～(講談社文芸文庫 こ S1) 
講談社 編 
講談社 
世紀の祭典が生んだ、煌びやかな文学者の競演! 三島由紀夫、井上靖、檀一雄、

小田実、安岡章太郎、大江健三郎…。錚々たる名手たちが、文学者の視点で五輪

に沸いた 1964 年東京のすべてを活写した全記録。 
朝日新聞 2015/10/11 

2014:01. / 396p 
978-4-06-290217-5 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784062902175*

 

夢に出そうなミクロ生物 
ミクロ生物選定委員会 編 
扶桑社 
電子顕微鏡の圧倒的な分解能によって微細に描き出される生物の表面構造、奇怪

きわまるフォルム…。クマムシ、マダニ、サナダムシ、人喰いアメーバなど、身近なミ

クロ生物を走査型電子顕微鏡で撮影した写真集。 
朝日新聞 2015/10/11 

2015:09. / 87p 
978-4-594-07324-4 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784594073244*

 

審判(白水Ｕブックス)  
カフカ/ 池内 紀 著 
白水社 
銀行員ヨーゼフ・Ｋは、ある日、突然逮捕される。いかなる理由による逮捕なのか。

不条理にみちた現代社会に生きる孤独と不安を描いた作品。「カフカ小説全集」

を、訳文に手直しをほどこして再編集したシリーズ。 
朝日新聞 2015/10/11 

2006:05. / ３４５ｐ 
978-4-560-07154-0 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784560071540*

 

風と共に去りぬ<第 3 巻>(新潮文庫 ミ-4-3) 
マーガレット・ミッチェル/ 鴻巣 友季子 著 
新潮社 
故郷を再建するため起ちあがるスカーレット。しかし過酷な重税が課せられ、農園を

売らなければならない危機の瀬戸際に。スカーレットは金策のため、自らの身をレッ

ト・バトラーに差し出す決意を固めたのだが…。 
朝日新聞 2015/10/11 

2015:05. / 423p 
978-4-10-209108-1 
670 円〔本体〕+税 

*9784102091081*

 

風と共に去りぬ<第 5 巻>(新潮文庫 ミ-4-5) 
マーガレット・ミッチェル 著 
新潮社 
夫を殺されたスカーレットは、ついにレット・バトラーと結ばれる。娘も生まれ、レット

はことのほか溺愛するが、ある事故をきっかけにふたりの関係は決定的に変わって

しまい…。壮大なスケールにふさわしい完結編。 
朝日新聞 2015/10/11 

2015:07. / 572p 
978-4-10-209110-4 
790 円〔本体〕+税 

*9784102091104*
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沖縄のことを教えてください 
初沢 亜利 著 
赤々舎 
都会に生まれ育った「内地人」である著者が、基地問題をはじめとして、様々な抑圧

と無責任な憧れを受け続けている沖縄に 1 年 3 ケ月の間移住し、撮影。沖縄と日

本のあいだを全力で漂い、民族の感情に触れる写真集。 
朝日新聞 2015/10/11 

2015:08. / 169p 
978-4-86541-036-5 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784865410365*

 

時代の正体～権力はかくも暴走する～ 
神奈川新聞「時代の正体」取材班 編 
現代思潮新社 
安保、集団的自衛権、米軍基地、ヘイトスピーチなど、戦後 70 年の重大問題に焦

点をあてる。高畑勲、内田樹、辺見庸ほか、時代を問うインタビューも収録。『神奈

川新聞』のシリーズ「時代の正体」をもとに書籍化。 
朝日新聞 2015/10/11 

2015:09. / 263p 
978-4-329-00495-6 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784329004956*

 

雑誌『第三帝国』の思想運動～茅原華山と大正地方青年～ 
水谷 悟 著 
ぺりかん社 
ジャーナリスト茅原華山率いる益進会同人が発行した雑誌『第三帝国』が、大正初

期の時代状況のなかで示した思想とは。益進会同人の唱えた「益進主義」の思想と

行動、そして地方青年読者との連関性に注目して解明する。 
朝日新聞 2015/10/11 

2015:06. / 366p 
978-4-8315-1414-1 
7,000 円〔本体〕+税 

*9784831514141*

 

TOKYO オリンピック物語(小学館文庫 の 4-3) 
野地 秩嘉 著 
小学館 
1964 年の東京オリンピックには、シェフやデザイナーなど、大会のために集められ

た若き精鋭たちがいた。15 年にわたる徹底取材の傑作ノンフィクション。2020 年に

控える東京大会を成功させる智力とヒントが満載。 
朝日新聞 2015/10/11 

2013:10. / 361p 
978-4-09-408876-2 
657 円〔本体〕+税 

*9784094088762*

 

風と共に去りぬ<第 1 巻>(新潮文庫 ミ-4-1) 
マーガレット・ミッチェル/ 鴻巣 友季子 著 
新潮社 
アメリカ南部の大農園<タラ>に生まれたスカーレット。若さと美しさを満喫し、激しい

気性だが言い寄る男には事欠かない。だがアシュリが結婚すると聞いて自棄にな

り、別の男と結婚したのも束の間、南北戦争が勃発し…。 
朝日新聞 2015/10/11 

2015:04. / 460p 
978-4-10-209106-7 
710 円〔本体〕+税 

*9784102091067*

 

アルファベット・ハウス(HAYAKAWA POCKET MYSTERY BOOKS 1900)  
ユッシ・エーズラ・オールスン 著 
早川書房 
第二次世界大戦中、ドイツの、精神病患者に人体実験を施す通称「アルファベット・

ハウス」から逃げ出した、英国軍パイロット・ブライアン。28 年後、やむなく残したジェ

イムズを探しに訪独するが…。友情と愛憎の物語。 
朝日新聞 2015/10/11 

2015:10. / 572p 
978-4-15-001900-6 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784150019006*
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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。 
朝日新聞 2015/10/11 

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

*9784864880770*

 

風と共に去りぬ<2>(岩波文庫 32-342-2) 
マーガレット・ミッチェル 著 
岩波書店 
舞台はアトランタへ。寡婦としての銃後生活に鬱屈するスカーレットに、レット・バトラ

ーが接近し…。南北戦争とその後の混乱の時代を、強靱な意志の力で生き抜いて

ゆくスカーレットの人生と激しい愛を描いた長編小説の新訳。 
朝日新聞 2015/10/11 

2015:06. / 382p 
978-4-00-323422-8 
840 円〔本体〕+税 

*9784003234228*

 

風と共に去りぬ<第 4 巻>(新潮文庫 ミ-4-4) 
マーガレット・ミッチェル 著 
新潮社 
敗戦後の混乱はますます激しくなり、連邦政府の圧政と解放された奴隷の横暴に

南部人が苦しむ 中、スカーレットは、妹スエレンの婚約者を横取りして再婚した。

夫とともに製材所の経営に乗り出し、意外な商才を発揮するが…。 
朝日新聞 2015/10/11 

2015:06. / 453p 
978-4-10-209109-8 
710 円〔本体〕+税 

*9784102091098*

 

だから、生きる。 
つんく♂ 著 
新潮社 
歌手、音楽プロデューサーとして成功を収める著者を突然襲った喉頭癌。声帯摘

出に至るまでの壮絶な日々、なによりも大切な家族のこと、プロデューサーとして思

うこと、そして声を失って歩き始めたばかりの人生について綴る。 
朝日新聞 2015/10/11 

2015:09. / 220p 
978-4-10-339591-1 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784103395911*

 

風と共に去りぬ<第 2 巻>(新潮文庫 ミ-4-2) 
マーガレット・ミッチェル/ 鴻巣 友季子 著 
新潮社 
アトランタで鬱屈した日々を送るスカーレットに、南北間の密輸で巨利を得ていたレ

ット・バトラーが破天荒な魅力で接近する。戦火烈しいアトランタを彼の助けで脱出

したスカーレット。だが、故郷<タラ>は無残に変わり果て…。 
朝日新聞 2015/10/11 

2015:04. / 469p 
978-4-10-209107-4 
710 円〔本体〕+税 

*9784102091074*

 

ファイヤーボール(PHP 文芸文庫 は 5-1) 
原 宏一 著 
ＰＨＰ研究所 
家族も顧みずに一心に働いてきた咲元は、突然の社内抗争に巻き込まれ、窓際部

署に追いやられる。家庭でも軽んじられ、妻から押し付けられた町内会の会合に出

席することに。そこでの一言が波紋を呼び、“祭り”をつくる羽目に! 
朝日新聞 2015/10/11 

2015:09. / 365p 
978-4-569-76414-6 
740 円〔本体〕+税 

*9784569764146*
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風と共に去りぬ<3>(岩波文庫 32-342-3) 
マーガレット・ミッチェル/ 荒 このみ 著 
岩波書店 
陥落寸前のアトランタから、スカーレットはレットの助けを得てタラへ。だが故郷は安

息の地ではなく…。南北戦争とその後の混乱の時代を、強靱な意志の力で生き抜

いてゆくスカーレットの人生と激しい愛を描いた長編小説の新訳。 
朝日新聞 2015/10/11 

2015:09. / 492p 
978-4-00-323423-5 
1,020 円〔本体〕+税 

*9784003234235*

 

風と共に去りぬ<1>(岩波文庫 32-342-1) 
マーガレット・ミッチェル/ 荒 このみ 著 
岩波書店 
1861 年 4 月、南部ジョージア州。大農園主の娘・スカーレットは、生まれて初めて

試練に直面する…。南北戦争とその後の混乱の時代を、強靱な意志の力で生き抜

いてゆくスカーレットの人生と激しい愛を描いた長編小説の新訳。 
朝日新聞 2015/10/11 

2015:04. / 373p 
978-4-00-323421-1 
840 円〔本体〕+税 

*9784003234211*

 

二つの母国に生きて(朝日文庫 ど 3-2) 
ドナルド・キーン 著 
朝日新聞出版 
傑出した日本文学研究者によるエッセイ集。来日経緯から、桜・軽井沢など日本文

化考、戦争犯罪について、伝統芸能論、三島、谷崎との交流まで多彩に綴る。清潔

な文章にその知性とウィット、誠実な人柄までがにじむ珠玉の一冊。 
朝日新聞 2015/10/11、日本経済新聞 2015/10/11 

2015:09. / 245p 
978-4-02-261838-2 
600 円〔本体〕+税 

*9784022618382*

 

死者の花嫁～葬送と追想の列島史～ 
佐藤 弘夫 著 
幻戯書房 
自然葬・樹木葬など葬送のあり方が多様化する現在。日本列島に定着していた仏

教式の葬送文化の成立と、それを支えた死生観を辿り、未来に向けて生者と死者

の関係を再構築していくための素材を提示する。 
朝日新聞 2015/10/11、毎日新聞 2015/10/25 

2015:08. / 205p 
978-4-86488-079-4 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784864880794*

 

おかあさんのいのり 
武鹿 悦子/ 江頭 路子 著 
岩崎書店 
その手がどうか銃などにぎりませんように。世界中のこどもたちから平和をうばわない

で。戦後 70 年、平和への願いをこめた絵本。 
朝日新聞 2015/10/12 

2015:07. / 1 冊(ページ

付なし) 
978-4-265-80222-7 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784265802227*

 

彼岸花はきつねのかんざし～絵本～ 
朽木 祥/ ささめや ゆき 著 
学研教育出版 
也子の前にあらわれた、まあるい目をしたかわいい子ぎつね。「あんた、あたしに化

かされたい?」と聞いて、竹やぶの中へ消えていった。そして、あの夏の日、一発の

大きな爆弾が街に落とされ…。同名の物語を絵本化。 
朝日新聞 2015/10/12 

2015:08. / 55p 
978-4-05-204284-3 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784052042843*
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太宰治全集<8>(ちくま文庫） 
太宰 治 著 
筑摩書房 
朝日新聞 2015/10/18 

1989:04. / 541p 
978-4-480-02258-5 
1,100 円〔本体〕+税 

*9784480022585*

 

みちくさ日記(torch comics) 
道草 晴子 著 
リイド社 
朝日新聞 2015/10/18 

2015:10. / 141p 
978-4-8458-4417-3 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784845844173*

 

番号法の逐条解説 
宇賀 克也 著 
有斐閣 
番号法とは、どのような法律か 
朝日新聞 2015/10/18 

2014:03. / 7p,348p 
978-4-641-13158-3 
2,900 円〔本体〕+税 

*9784641131583*

 

「個人主義」大国イラン～群れない社会の社交的なひとびと～(平凡社新書 786) 
岩崎 葉子 著 
平凡社 
組織よりも個人の国に必要な濃密な人間関係 
朝日新聞 2015/10/18 

2015:09. / 271p 
978-4-582-85786-3 
840 円〔本体〕+税 

*9784582857863*

 

マイナンバー制度 番号管理から住民を守る 
白石 孝/ 清水 雅彦 著 
自治体研究社 
2015 年 10 月開始のマイナンバー制度。社会保障、税、預貯金、医療分野への利

用範囲の拡大など問題点を考える。 
朝日新聞 2015/10/18 

2015:03. / 93p 
978-4-88037-633-2 
926 円〔本体〕+税 

*9784880376332*

 

新宗教と総力戦～教祖以後を生きる～ 
永岡 崇 著 
名古屋大学出版会 
戦争へと向かう時代の中、指導者や信者たちは、どのように信仰実践の地平を拓い

てきたか。人びとが生きた宗教の実像に迫る。 
朝日新聞 2015/10/18 

2015:09. / 6p,353p,7p 
978-4-8158-0815-0 
5,400 円〔本体〕+税 

*9784815808150*

 

イーロン・マスク～未来を創る男～ 
アシュリー・バンス/ 斎藤 栄一郎 著 
講談社 
電気自動車やロケット事業に乗り出すなど、「次世代のジョブズ」になりそうな若手経

営者、イーロン・マスク。その初の本格評伝。 
朝日新聞 2015/10/18 

2015:09. / 318p 図版
16p 
978-4-06-219633-8 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784062196338*
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Killers<上> 
堂場 瞬一 著 
講談社 
殺人者は、いつの時代にも存在する―。警察小説の旗手・堂場瞬一のデビューか

ら 100 冊目を飾る、記念碑的文芸巨編 1500 枚！ 
朝日新聞 2015/10/18 

2015:10. / 434p 
978-4-06-219752-6 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784062197526*

 

花鏡～室町耽美抄～ 
海道 龍一朗 著 
講談社 
一休宗純は、師と死別したあと入水自殺を図った。一休を包みこんだ闇の正体と

は！―室町時代発祥の美を探求する至高の歴史小説集。 
朝日新聞 2015/10/18 

2015:09. / 403p 
978-4-06-219738-0 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784062197380*

 

自衛隊のリアル 
瀧野 隆浩 著 
河出書房新社 
自衛隊員はこの状況をどう捉え苦悩しているのか。戦後の自衛隊はいかに変化して

きたのか。防大卒の記者が、現在の危機を描き尽くす。 
朝日新聞 2015/10/18 

2015:08. / 214p 
978-4-309-24722-9 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784309247229*

 

立志・苦学・出世～受験生の社会史～(講談社学術文庫 2318) 
竹内 洋 著 
講談社 
近代日本人のライフコースに「受験」はどんな意味を持ったのか。心性史の観点か

ら受験的生活世界の言説と社会のエートスを解読する。 
朝日新聞 2015/10/18 

2015:09. / 205p 
978-4-06-292318-7 
800 円〔本体〕+税 

*9784062923187*

 

ぼくらの民主主義なんだぜ(朝日新書 514) 
高橋 源一郎 著 
朝日新聞出版 
壊れた日本を作り直す、絶望しないための 48 か条。震災と原発、特定秘密保護

法、若者の就活、ヘイトスピーチ、従軍慰安婦、表現の自由などを取りあげる。『朝

日新聞』連載「論壇時評」を書籍化。 
朝日新聞 2015/10/18 

2015:05. / 255p 
978-4-02-273614-7 
780 円〔本体〕+税 

*9784022736147*

 

あなたのマイナンバーへの疑問に答えます 
水町 雅子 著 
中央経済社 
マイナンバーってどういうもの? 具体的にどう便利になるの? マイナンバーの提示を

拒否できる? セキュリティは大丈夫? 平成 27 年 10 月に配付がスタートするマイナ

ンバーに関する疑問に答えます。 
朝日新聞 2015/10/18 

2015:09. / 2p,5p,92p 
978-4-502-16451-4 
900 円〔本体〕+税 

*9784502164514*
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欧米社会の集団妄想とカルト症候群～少年十字軍、千年王国、魔女狩り、KKK、

人種主義の生成と連鎖～ 
浜本 隆志/ 柏木 治 著 
明石書店 
ドイツ、フランス、スペイン、イタリア、アメリカ合衆国において、どのような集団妄想

やカルト症候群が生まれ、猛威を振るったのかを概観。それらの生成のメカニズムを

宗教・社会史的な視点から考察する。 
朝日新聞 2015/10/18 

2015:09. / 396p 
978-4-7503-4243-6 
3,400 円〔本体〕+税 

*9784750342436*

 

フェイスオフ対決(集英社文庫 ハ 19-1) 
田口 俊樹 著, デイヴィッド・バルダッチ 編 
集英社 
英米の人気ミステリー作家が二人一組で物語を共作したアンソロジー。ハリー・ボッ

シュが担当する未解決事件の捜査が、パトリック・ケンジーが追う少女失踪事件と交

錯する「レッド・アイ」など全 11 編を収録。 
朝日新聞 2015/10/18 

2015:09. / 559p 
978-4-08-760711-6 
1,100 円〔本体〕+税 

*9784087607116*

 

マイストーリー～私の物語～ 
林 真理子 著 
朝日新聞出版 
芥川賞作家の母親、「死んだ旦那の自伝を作りたい」と訪れた美しい未亡人…。自

費出版の編集者・太田の元には様々な依頼が舞い込む。出版をめぐる人々の欲望

と野心を鮮やかに描く。『朝日新聞』連載を単行本化。 
朝日新聞 2015/10/18 

2015:09. / 382p 
978-4-02-251299-4 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784022512994*

 

マイナンバー法のすべて～身分証明、社会保障からプライバシー保護まで、共通

番号制度のあるべき姿を徹底解説～ 
八木 晃二 著 
東洋経済新報社 
現在のマイナンバー制度は、十把一絡げに多くの要素を入れ込み過ぎたために、

目的を見失っている。国民にとって真に役立つマイナンバー制度とはどのようなも

のか、具体的な制度設計まで踏み込んで詳しくまとめる。 
朝日新聞 2015/10/18 

2013:01. / 247p,6p 
978-4-492-21205-9 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784492212059*

 

とにかくうちに帰ります(新潮文庫 つ-34-1)  
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。 
朝日新聞 2015/10/18 

2015:10. / 207p 
978-4-10-120141-2 
460 円〔本体〕+税 

*9784101201412*

 

春画を旅する 
山本 ゆかり 著 
柏書房 
春画の起源から終焉にいたるまでの歴史を紹介。さらに、春画がもつマジカルな

力、恋の修行の旅に出る豆男の物語、江戸時代の典型的な男前のこと、キスの文

化史など、多彩なビューポイントから春画の世界を眺める。 
朝日新聞 2015/10/18 

2015:09. / 223p 
978-4-7601-4628-4 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784760146284*
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満州事変はなぜ起きたのか(中公選書 022) 
筒井 清忠 著 
中央公論新社 
太平洋戦争はかなりの程度、日中戦争に起因し、日中戦争はかなりの程度、満州

事変に起因する。その問題意識を前提に、日露戦争後にはじまる複雑な歴史を整

理し、個別研究を統合しながら両大戦間の日中関係史を再検証する。 
朝日新聞 2015/10/18 

2015:08. / 205p 
978-4-12-110022-1 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784121100221*

 

スタア・バーのカクテルブック(文春新書 1040) 
岸 久 著 
文藝春秋 
「IBA 世界カクテルコンクール」で日本人初の世界チャンピオンとなった著者が、日

本独自の進化を遂げたバー文化、そこに欠かせないカクテルについて解説する。

技術の粋を極めた珠玉のカクテルのレシピも写真とともに紹介。 
朝日新聞 2015/10/18 

2015:08. / 199p 
978-4-16-661040-2 
1,100 円〔本体〕+税 

*9784166610402*

 

エラい人にはウソがある～論語好きの孔子知らず～ 
パオロ・マッツァリーノ 著 
さくら舎 
孔子はヘタレ? 論語は痛いエピソード満載の書? 長年にわたって染みこんだ政治

思想や道徳観、歴史ファンタジーによって歪められてきた「論語」の解釈。イタリア生

まれの日本文化史研究家が“ありのままの孔子”を論じる。 
朝日新聞 2015/10/18 

2015:10. / 220p 
978-4-86581-029-5 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784865810295*

 

江戸のしかけ絵本～立版古とおもちゃ絵～ 
佐久間 保明 著, 佐久間 保明/ 本庄 美千代 編 
グラフィック社 
立版古、双六、あそび絵、円盤しかけ…。江戸から明治初期の組み立て絵やあそ

び絵を紹介。2014 年秋に武蔵野美術大学美術館・図書館で開催された展覧会の

図録をもとに再編集。切り取って組み立てる立版古シート 8 枚付き。 
朝日新聞 2015/10/18 

2015:09. / 120p 
978-4-7661-2773-7 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784766127737*

 

マイナンバー国家改造計画～12 ケタの番号が日本社会を変える～ 
梅屋 真一郎 著 
日経ＢＰ社 
マイナンバーはどんな仕組みか。マイナンバーで世の中はどう変わるか。私たちは

どんな準備をしなければならないか。マイナンバー制度の意味とポイント、個人と企

業へのインパクトを第一人者が詳解する。マイナンバー法も収録。 
朝日新聞 2015/10/18 

2015:08. / 307p 
978-4-8222-5100-0 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784822251000*

 

ロラン・バルト～言語を愛し恐れつづけた批評家～(中公新書 2339)  
石川 美子 著 
中央公論新社 
批評家ロラン・バルトとはいったいどのようなひとだったのか。文学言語のみならず

モードや写真、日本論に至るまで華麗な批評活動を展開し、20 世紀の文学・思想

シーンを塗り替えた、その多彩な思考の全体像を浮き彫りにする。 
朝日新聞 2015/10/18 

2015:09. / 5p,213p 
978-4-12-102339-1 
800 円〔本体〕+税 

*9784121023391*
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「マイナンバー法」を問う(岩波ブックレット No.847) 
清水 勉/ 桐山 桂一 著 
岩波書店 
国民一人ひとりに番号を振る「共通番号制」(マイナンバー法)が成立しようとしてい

る。それによって国家の管理・監視が強化され、国民間の相互監視社会が出現す

る。法案の問題点を摘出し、危険性を考える。 
朝日新聞 2015/10/18 

2012:08. / 63p 
978-4-00-270847-8 
500 円〔本体〕+税 

*9784002708478*

 

ガイトナー回顧録～金融危機の真相～ 
ティモシー・F.ガイトナー/ 伏見 威蕃 著 
日本経済新聞出版社 
ニューヨーク連銀総裁、オバマ政権初代財務長官として、大恐慌以来 悪の金融

危機対応の 前線に立ってきたガイトナー。日本の「失われた 10 年」を熟知し、抜

本的な金融改革を遂行した闘いのすべてを赤裸々に語る。 
朝日新聞 2015/10/18、日本経済新聞 2015/10/18 

2015:08. / 685p 図版
16p 
978-4-532-16962-6 
4,000 円〔本体〕+税 

*9784532169626*

 

付喪神(<現代版>絵本御伽草子) 
町田 康/ 石黒 亜矢子 著 
講談社 
康保年間。京都四条河原町。古くなって道端に捨てられた茶碗やまな板、包丁、

傘、招き猫など「物」達の人間への復讐会議が始まった！ 
朝日新聞 2015/10/18、毎日新聞 2015/10/18 

2015:10. / 64p 
978-4-06-219733-5 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784062197335*

 

象の草子(<現代版>絵本御伽草子) 
講談社 
「猫のつなをとき自由にしてやること」突然洛中にだされたおふれで巻き起こったね

ずみと猫の諍い。はたして僧師はどうおさめるのか？ 
朝日新聞 2015/10/18、毎日新聞 2015/10/18 

2015:10. / 34p 
978-4-06-219787-8 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784062197878*

 

断作戦(文春文庫)  
古山 高麗雄 著 
文芸春秋 
朝日新聞 2015/10/25 

2003:02. / ３６６ｐ 
978-4-16-729104-4 
638 円〔本体〕+税 

*9784167291044*

 

竜陵会戦(文春文庫)  
古山 高麗雄 著 
文芸春秋 
朝日新聞 2015/10/25 

2003:03. / ４０９ｐ 
978-4-16-729105-1 
676 円〔本体〕+税 

*9784167291051*

 

フーコン戦記(文春文庫)  
古山 高麗雄 著 
文芸春秋 
朝日新聞 2015/10/25 

2003:04. / ４１３ｐ 
978-4-16-729103-7 
676 円〔本体〕+税 

*9784167291037*
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風の歌を聴け(講談社文庫)  
村上 春樹 著 
講談社 
朝日新聞 2015/10/25 

2004:09. / １６０ｐ 
978-4-06-274870-4 
390 円〔本体〕+税 

*9784062748704*

 

日本全国万葉の旅<大和編> 
坂本 信幸/ 村田 右富実/ 牧野 貞之 著 
小学館 
万葉集に詠まれた土地を写真と解説でたどる 
朝日新聞 2015/10/25 

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

*9784093883931*

 

戦争小説家古山高麗雄伝 
玉居子 精宏 著 
平凡社 
“兵隊蟻”を自称した作家の苛酷な戦場体験 
朝日新聞 2015/10/25 

2015:08. / 279p 
978-4-582-83693-6 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784582836936*

 

日本全国万葉の旅<西日本・東日本編> 
坂本 信幸/ 村田 右富実/ 牧野 貞之 著 
小学館 
万葉歌の舞台となった土地を写真と解説で紹介 
朝日新聞 2015/10/25 

2015:10. / 287p 
978-4-09-388394-8 
4,400 円〔本体〕+税 

*9784093883948*

 

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

の症状を軽やかに解きほぐす。 
朝日新聞 2015/10/25 

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

*9784255008349*

 

日本の TPP 交渉参加の真実～その政策過程の解明～(明治大学社会科学研究

所叢書) 
作山 巧 著 
文眞堂 
何故に政策大転換が為されたのか。TPP 参加協議にも従事した元農水省国際交

渉官が歴代 7 内閣の政策要因・背景を実証的に解明。 
朝日新聞 2015/10/25 

2015:10. / 14p,245p 
978-4-8309-4874-9 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784830948749*

 

水曜日のアニメが待ち遠しい～フランス人から見た日本サブカルチャーの魅力を

解き明かす～ 
トリスタン・ブルネ 著 
誠文堂新光社 
日本のアニメやマンガがなぜフランスで大人気となったのか。黎明期から現在まで、

具体的な作品に触れながら、当事者の目線で解説。 
朝日新聞 2015/10/25 

2015:08. / 233p 
978-4-416-31508-8 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784416315088*
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欧州解体～ドイツ一極支配の恐怖～ 
ロジャー・ブートル/ 町田 敦夫 著 
東洋経済新報社 
英国、ギリシャ離脱でＥＵ崩壊か。ドイツが覇権を握るのか。英国シティのナンバー

ワン・エコノミストがこれからの欧州情勢を徹底予測 
朝日新聞 2015/10/25 

2015:08. / 385p,12p 
978-4-492-44417-7 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784492444177*

 

室生犀星(講談社文芸文庫 と A10) 
富岡 多惠子 著 
講談社 
詩人犀星はなぜ小説家になったのか。同様に詩から小説へと主舞台を移した著者

が、敬愛する犀星の人生と文学を真摯にたどる傑作評伝。 
朝日新聞 2015/10/25 

2015:09. / 329p 
978-4-06-290284-7 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784062902847*

 

ユングのサウンドトラック～菊地成孔の映画と映画音楽の本～ ディレクターズ・カ

ット版(河出文庫 き 3-6) 
菊地 成孔 著 
河出書房新社 
日本で唯一の松本人志作品コンプリート批評、そしてあの論争の発端となった『セッ

ション』評をも収録、ディレクターズカット決定版！ 
朝日新聞 2015/10/25 

2015:09. / 421p 
978-4-309-41403-4 
1,100 円〔本体〕+税 

*9784309414034*

 

マスコミ漂流記(銀河叢書) 
野坂 昭如 著 
幻戯書房 
焼跡闇市派の昭和 30 年代と戦後メディアの群雄の記録。TV 草創期の舞台裏を描

いた、作家デビューまでの自伝的エッセイ。初書籍化。 
朝日新聞 2015/10/25 

2015:09. / 251p 
978-4-86488-082-4 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784864880824*

 

ＷＡＴＣＨＭＥＮ(ＳｈｏＰｒｏ Ｂｏｏｋｓ)  
アラン・ムーア/ デイブ・ギボンズ/ 石川 裕人 著 
小学館集英社プロダクション 
スーパーヒーローが実在する、もうひとつのアメリカ現代史を背景に、真の正義と

は、世界の平和とは、人間が存在する意味とは何かを描いたアメリカン・コミックス。 
朝日新聞 2015/10/25 

2009:02. / ４１２ｐ 
978-4-7968-7057-3 
3,400 円〔本体〕+税 

*9784796870573*

 

死刑冤罪～戦後 6 事件をたどる～ 
里見 繁 著 
インパクト出版会 
免田事件、財田川事件、松山事件、飯塚事件…。長年、冤罪の取材を続けてきた

著者が、冤罪そのものの構造を描くほか、雪冤の先に何があるのかを綴る。『冤罪フ

ァイル』掲載等を加筆し単行本化。 
朝日新聞 2015/10/25 

2015:09. / 359p 
978-4-7554-0260-9 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784755402609*

 

かたづの! 
中島 京子 著 
集英社 
江戸時代、“女性"という立場で、清心尼はいかにして有象無象の敵を前に生き抜

いたのか。「武器を持たない戦い」を信条とした、世にも珍しい女大名の一代記。著

者初の歴史小説にして新たな代表作。 
朝日新聞 2015/10/25 

2014:08. / 383p 
978-4-08-771570-5 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784087715705*
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ソウルメイト(集英社文庫 は 31-6) 
馳 星周 著 
集英社 
余命数ケ月を宣告された愛犬との 期の時間を大切にすごす「バーニーズ・マウン

テン・ドッグ」、母の遺した犬を被災地福島まで捜しに行く「柴」…。じんわりと心に響

く、犬と人間を巡る 7 つの物語。 
朝日新聞 2015/10/25 

2015:09. / 344p 
978-4-08-745360-7 
620 円〔本体〕+税 

*9784087453607*

 

マンホール～意匠があらわす日本の文化と歴史～(シリーズ・ニッポン再発見 1) 
石井 英俊 著 
ミネルヴァ書房 
日本全国に約 1400 万個もあるといわれるマンホール。日本全国をまわりながら、各

市町村のマンホールの蓋の写真を撮り続けている著者が、それらをテーマ別に取り

上げながら、各地の文化を垣間見る。 
朝日新聞 2015/10/25 

2015:09. / 211p,11p 
978-4-623-07447-1 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784623074471*

 

潜行～地下アイドルの人に言えない生活～ 
姫乃 たま 著 
サイゾー 
さとり世代の地下アイドル・姫乃たまが、地下アイドルたちの悲喜交々、アイドルとい

う存在などについて語る。姫乃たまのセクシーな写真、寺嶋由芙との対談なども収

録。ジャケットはリバーシブル仕様。 
朝日新聞 2015/10/25 

2015:09. / 199p 
978-4-904209-82-0 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784904209820*

 

深夜百太郎<入口> 
舞城 王太郎/ MASAFUMI SANAI 著 
ナナロク社 
ファミレスで、パートのおばちゃんの一人から、深夜に働いていると死んだはずの息

子がやってくるのでもう夜のシフトから外しい欲しいと相談があり…。「ファミレスの子

供」などを収録。舞城王太郎版百物語。 
朝日新聞 2015/10/25 

2015:09. / 428p 
978-4-904292-61-7 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784904292617*

 

日ロ関係 歴史と現代(法政大学現代法研究所叢書 39) 
下斗米 伸夫 著 
法政大学現代法研究所 
法政大学現代法研究所のプロジェクト「日ロ関係」の研究成果をまとめる。下田条約

締結後のロシアの表象の変化など、19 世紀から 21 世紀の日ロ、日ソ関係の可能

性と挫折について考察した論文全 8 編を収録する。 
朝日新聞 2015/10/25 

2015:03. / 210p 
978-4-588-63039-2 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784588630392*

 

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

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

日々を描く。『オール讀物』ほか掲載を単行本化。 
朝日新聞 2015/10/25 

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

*9784163902654*
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女子大生風俗嬢～若者貧困大国・日本のリアル～(朝日新書 537) 
中村 淳彦 著 
朝日新聞出版 
女子大生が風俗業界に大量流入している。そこから見えるいまの若者の底知れな

い貧困とは。資格を取りたい、留学したいといった「向上心ある学生」ほど、身体を売

って学費を稼いでいる衝撃的な現状をリポートする。 
朝日新聞 2015/10/25 

2015:10. / 219p 
978-4-02-273637-6 
760 円〔本体〕+税 

*9784022736376*

 

超人幻想神化三六年(ハヤカワ文庫 JA 1205) 
會川 昇 著 
早川書房 
神化三六年の日本。ディレクターの嘉津馬が担当する生放送人形劇の開始直前、

スタジオに元 GHQ の男らが乱入。謎の獣がスタッフを惨殺する。アニメ「コンクリー

ト・レボルティオ?超人幻想?」の脚本家による前日譚。 
朝日新聞 2015/10/25 

2015:09. / 361p 
978-4-15-031205-3 
740 円〔本体〕+税 

*9784150312053*

 

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。 
朝日新聞 2015/10/25 

2015:07. / 428p 
978-4-10-505875-3 
2,900 円〔本体〕+税 

*9784105058753*

 

泣いたらアカンで通天閣(祥伝社文庫 さ 17-1) 
坂井 希久子 著 
祥伝社 
おとうちゃん、たっぷり愛してくれておおきに、ありがとう-。大阪の通天閣の北にあ

る、北詰通商店街のラーメン屋「味よし」店主のゲンコと看板娘センコ。どん詰まり下

町商店街に息づく、とびっきりの人情と家族の物語。 
朝日新聞 2015/10/25 

2015:07. / 278p 
978-4-396-34132-9 
600 円〔本体〕+税 

*9784396341329*

 

幻想古書店で珈琲を(ハルキ文庫 あ 26-1) 
蒼月 海里 著 
角川春樹事務所 
会社が倒産し無職となった司は、どこからともなく漂う珈琲の香りに誘われ、古書店

に迷い込む。そこには自らを魔法使いだと名乗る店主・亜門がいて…。切なくも、ち

ょっぴり愉快な、本と人で紡がれた心がホッとする物語。 
朝日新聞 2015/10/25 

2015:09. / 231p 
978-4-7584-3944-2 
480 円〔本体〕+税 

*9784758439442*

 

深夜百太郎<出口> 
舞城 王太郎/ MASAFUMI SANAI 著 
ナナロク社 
夏になると裏山から赤ん坊の声が聞こえてくるのだが、ばあちゃんによればあれは

アカンボ石っていう穴の空いた石に風が通って鳴っているだけだという…。「山のア

カンボ石」などを収録。写真も掲載。舞城王太郎版百物語。 
朝日新聞 2015/10/25 

2015:10. / 533p 
978-4-904292-62-4 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784904292624*
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TPP 黒い条約(集英社新書 0695A) 
中野 剛志 著 
集英社 
TPP が日本の成長を助ける自由貿易協定だというのは真っ赤な?。99%の国民に対

して、1%の大企業・超富裕層が仕掛けた罠なのだ-。TPP 問題を早くから掘り下げ

てきた論客たちが、TPP 参加に 後の警鐘を鳴らす。 
朝日新聞 2015/10/25 

2013:06. / 254p 
978-4-08-720695-1 
760 円〔本体〕+税 

*9784087206951*

 

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。 
朝日新聞 2015/10/25 

2015:08. / 233p 
978-4-02-251251-2 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784022512512*

 

ヒーローインタビュー(ハルキ文庫 さ 19-1) 
坂井 希久子 著 
角川春樹事務所 
仁藤全。高校で 42 本塁打を放ち、阪神タイガースに入団。強打者として期待され

たものの伸び悩んで引退。ヒーローインタビューを受けたことはないが、ある者たち

にとって、彼はまぎれもなく英雄だった…。感動の人間ドラマ。 
朝日新聞 2015/10/25 

2015:06. / 313p 
978-4-7584-3909-1 
640 円〔本体〕+税 

*9784758439091*

 

「日本の四季」がなくなる日～連鎖する異常気象～(小学館新書 253) 
中村 尚 著 
小学館 
巨大台風、集中豪雨、竜巻、酷暑…。日本のみならず、世界中で異常気象が頻発

しているが、それは地球温暖化のせいなのか。「日本の四季」は失われてしまうの

か。気象研究の第一人者が、できる限り専門用語を使わずに解説する。 
朝日新聞 2015/10/25 

2015:10. / 222p 
978-4-09-825253-4 
760 円〔本体〕+税 

*9784098252534*

 

人間・始皇帝(岩波新書 新赤版 1563) 
鶴間 和幸 著 
岩波書店 
中国 初の皇帝・始皇帝。70 年代以降、地下から発見された新史料群に拠ると、

「史記」の描く従来の像とは違った姿が見えてくる。同時代の視点から始皇帝の足

跡をたどる。 
朝日新聞 2015/10/25 

2015:09. / 2p,266p 
978-4-00-431563-6 
800 円〔本体〕+税 

*9784004315636*

 

妻が椎茸だったころ 
中島 京子 著 
講談社 
オレゴンの片田舎で出会った老婦人が、禁断の愛を語り始め…。「人」への執着、

「花」への妄想、「石」への煩悩。ちょっと怖くて愛おしい、5 つの「偏愛」を描いた短

篇集。『小説現代』掲載をまとめて単行本化。 
朝日新聞 2015/10/25 

2013:10. / 172p 
978-4-06-218513-4 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784062185134*
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第三帝国の愛人～ヒトラーと対峙したアメリカ大使一家～ 
エリック・ラーソン/ 佐久間 みかよ 著 
岩波書店 
ナチ政権下、駐独アメリカ大使としてベルリンに赴任したドッドとその一家。華やか

な社交界、美しい青年将校たち、徐々にあらわれる恐怖政治の実態…。大使一家

の日記などをもとに、ナチ台頭の時代を生きた人々を活写する。 
朝日新聞 2015/10/25 

2015:09. / 12p,407p 
978-4-00-061069-8 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784000610698*

 

TPP と食料安保～韓米 FTA から考える～ 
中村 靖彦 著 
岩波書店 
TPP 問題で揺れる日本の現状を憂慮し、その問題解決の提言をする書き下ろし。

近韓米 FTA が発効した韓国の動向が、今後の日本の食料安保問題等の参考

になるのではという視点から、韓国での取材を行いその実態を報告する。 
朝日新聞 2015/10/25 

2014:01. / 7p,156p 
978-4-00-024043-7 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784000240437*

 

岬のマヨイガ(講談社・文学の扉) 
柏葉 幸子/ さいとう ゆきこ 著 
講談社 
声が出なくなった小学生の萌花、夫から逃げたゆりえ、そして小さな老婆・キワ。震

災の日から、女三人の不思議な共同生活が始まった。 
朝日新聞 2015/10/26 

2015:09. / 268p 
978-4-06-283235-9 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784062832359*

 

としょかんねずみ<3> サムとサラのせかいたんけん 
ダニエル・カーク/ わたなべ てつた 著 
瑞雲舎 
サムは図書館に住むねずみです。ある晩、サラというねずみと友達になったサム。

サラは今まで見たこともないような探検家でした。2 人は一緒に探検に行くことにな

ったのですが…。シリーズ第 3 弾。 
朝日新聞 2015/10/26 

2013:06. / 1 冊(ページ

付なし) 
978-4-916016-98-0 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784916016980*

 

としょかんねずみ<4> はくぶつかんのひみつ 
ダニエル・カーク/ わたなべ てつた 著 
瑞雲舎 
サムは図書館に住むねずみです。友達のサラといっしょに博物館に足を踏み入れ

たサム。ふたりは博物館をさまよい歩きながら、不思議なものを発見し、思いがけな

い友達にもめぐりあって…。シリーズ第 4 弾。 
朝日新聞 2015/10/26 

2014:11. / 1 冊(ページ

付なし) 
978-4-907613-04-4 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784907613044*

 

としょかんねずみ<5> すてきなわがや 
ダニエル・カーク/ わたなべ てつた 著 
瑞雲舎 
サムは図書館に住むねずみです。サムは調べものコーナーの自分の家が大好きな

のに、なんと図書館で改修工事が始まってしまいました。サムとサラの大事な家はど

うなってしまうのでしょうか…。シリーズ 終巻。 
朝日新聞 2015/10/26 

2015:09. / 1 冊(ページ

付なし) 
978-4-907613-07-5 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784907613075*
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としょかんねずみ<2> ひみつのともだち 
ダニエル・カーク/ わたなべ てつた 著 
瑞雲舎 
サムは図書館に住むねずみです。書いた本が絶賛されたサムですが、まだ誰も彼

の正体を知りません。ある日、トムという男の子がサムの正体に気付いてしまい、2
人は一緒に絵本をつくることに…。シリーズ第 2 弾。 
朝日新聞 2015/10/26 

2012:10. / 1 冊(ページ

付なし) 
978-4-916016-96-6 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784916016966*

 

ルイージといじわるなへいたいさん 
ルイス・スロボドキン/ こみや ゆう 著 
徳間書店 
毎週土曜日、バスでお隣の国のバイオリンの先生のところへ通うルイージ。国境警

備のへいたいさんは「宝石をかくしているのでは」と疑って、ルイージのケーキをつ

ぶしてしまい…。ユーモラスでほのぼのとした幼年童話。 
朝日新聞 2015/10/26 

2015:09. / 62p 
978-4-19-864018-7 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784198640187*

 

としょかんねずみ 
ダニエル・カーク/ わたなべ てつた 著 
瑞雲舎 
サムは図書館に住むネズミです。とにかく本を読むのが大好き。いろいろな本をたく

さん読んで、とうとう素晴らしいことを思いつきました。「自分で本を書いてみよう!」 
サムは夜のうちに自分の本を図書館の棚に並べて…。 
朝日新聞 2015/10/26 

2012:01. / 1 冊(ページ

付なし) 
978-4-916016-94-2 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784916016942*

 

アンチヘイト・ダイアローグ 
中沢 けい 著 
人文書院 
リアリストたちと語る日本の民主主義の現在 
東京・中日新聞 2015/10/04 

2015:09. / 290p 
978-4-409-24106-6 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784409241066*

 

半市場経済～成長だけでない「共創社会」の時代～(角川新書 K-46)  
内山 節 著 
KADOKAWA 
競争原理の市場経済に関わりながらも、より良い働き方やより良き社会をつくろうと

する「半市場経済」の営みが広がり始めている。志と価値観の共有が働くことの充足

感をもたらす、共創社会の時代を遠望していく。 
東京・中日新聞 2015/10/04 

2015:09. / 238p 
978-4-04-082025-5 
800 円〔本体〕+税 

*9784040820255*

 

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。 
東京・中日新聞 2015/10/04 

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

*9784480016249*
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ぼくらの哀しき超兵器～軍事と科学の夢のあと～(岩波現代全書 071) 
植木 不等式 著 
岩波書店 
超能力に殺人光線、魔法の水にゲイ爆弾…。「王道」の兵器が闊歩する世界史の

裏には、残念な超兵器たちが織りなす闇の歴史があった。奇々怪々・死屍累々のア

イデアを掘り起こし、白日の下にさらす。 
東京・中日新聞 2015/10/04 

2015:08. / 
18p,270p,14p 
978-4-00-029171-2 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784000291712*

 

レールの向こう 
大城 立裕 著 
新潮社 
沖縄に生きて、その歴史と文化に根ざした創作を続けてきた 89 歳の作家の新境地

-初めての私小説。川端康成文学賞を受賞した表題作のほか、「病棟の窓」「まだ

か」など全 6 編を収録する作品集。 
東京・中日新聞 2015/10/04、朝日新聞 2015/10/11、日本経済新聞 2015/10/18 

2015:08. / 234p 
978-4-10-374006-3 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784103740063*

 

アジアのなかの戦国大名～西国の群雄と経営戦略～(歴史文化ライブラリー 
409) 
鹿毛 敏夫 著 
吉川弘文館 
乱世をグローバルに生きた彼らの領国経営！ 
東京・中日新聞 2015/10/11 

2015:09. / 6p,200p 
978-4-642-05809-4 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784642058094*

 

おいしい資本主義 
近藤 康太郎 著 
河出書房新社 
資本主義から半分降りる新たなるサバイバル思想―朝日新聞の名物記者が、半ば

思いがけず選んだ会社に頼らない生き方を軽快に伝える。 
東京・中日新聞 2015/10/11 

2015:08. / 256p 
978-4-309-24727-4 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784309247274*

 

ぐにゃり東京～アンダークラスの漂流地図～ 
平井 玄 著 
現代書館 
フリーターとして、都心のあらゆる場所で昼夜を問わず働きながら目にした底辺社

会、そこに生きる下層民たちの実態を浮き彫りにする。東京という街が経済成長によ

って歪みを生じさせてきた様を、新宿で生まれ育った著者が描く。 
東京・中日新聞 2015/10/11 

2014:07. / 253p 
978-4-7684-5734-4 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784768457344*

 

Masato 
岩城 けい 著 
集英社 
親の都合でオーストラリアに引越し、現地の小学校に通うことになった真人。言語の

壁を乗り越え逞しく成長するが──。『さようなら、オレンジ』から２年。注目を集める新

人作家の、待望の新作長編！ 
東京・中日新聞 2015/10/11、朝日新聞 2015/10/18 

2015:09. / 228p 
978-4-08-771621-4 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784087716214*
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GHQ と戦った女沢田美喜 
青木 冨貴子 著 
新潮社 
米兵と日本人女性の混血児たちを救うため、エリザベス・サンダース・ホームを開い

た沢田美喜。たった一人、敢然と「戦争の後始末」に立ち向かった稀代の女性を描

くノンフィクション。 
東京・中日新聞 2015/10/18 

2015:07. / 253p 
978-4-10-373207-5 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784103732075*

 

黄金町マリア～横浜黄金町路上の娼婦たち～ 
八木澤 高明 著 
亜紀書房 
ゼロ年代の横浜アンダーグラウンド。かつて黄金町の仄暗い夜を怪しく彩った外国

人娼婦らを活写した一人の男。浄化の名の下、全てが消え去った世界を今ふたた

び往く…。大幅加筆し、未公開写真を追加した増補新版。 
東京・中日新聞 2015/10/18 

2015:09. / 305p 
978-4-7505-1457-4 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784750514574*

 

百歳までの読書術 
津野 海太郎 著 
本の雑誌社 
蔵書の処分、図書館の使い方、速読と遅読、有名作家たちの晩年…。名編集者が

70 歳からの本とのつきあい方を綴る、老いと笑いの読書エッセイ。『本の雑誌』連載

を加筆・再構成。 
東京・中日新聞 2015/10/18、東京・中日新聞 2015/10/25 

2015:07. / 270p 
978-4-86011-274-5 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784860112745*

 

ロンドン日本人村を作った男～謎の興行師タナカー・ブヒクロサン 1839-94～ 
小山 騰 著 
藤原書店 
幕末の日本に来航後、軽業見世物の興行師に転身し、日本人一座を率いて世界

各地で公演、ついに 1885 年ロンドン「日本人村」を仕掛けた謎のオランダ人の正体

とは? 軽業見世物興行を通じ、19 世紀後半の日英関係史に迫る。 
東京・中日新聞 2015/10/18、東京・中日新聞 2015/10/25 

2015:08. / 360p 図版
16p 
978-4-86578-038-3 
3,600 円〔本体〕+税 

*9784865780383*

 

死では終わらない物語について書こうと思う 
釈 徹宗 著 
文藝春秋 
日本人はこうやって死んできた-。古代の「往生伝」や仏教説話から、今日まで大き

な影響を及ぼしている中世日本浄土仏教の来世観、近現代における死後の世界ブ

ームまでを点検し、この国の底流に脈打つ生と死の“物語”に迫る。 
東京・中日新聞 2015/10/18、東京・中日新聞 2015/10/25 

2015:09. / 222p 
978-4-16-390330-9 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784163903309*

 

民を殺す国・日本～足尾鉱毒事件からフクシマへ～(筑摩選書 0119) 
大庭 健 著 
筑摩書房 
福島の原発事故も足尾鉱毒事件も、「国家の決定」が神聖視され、「知性の犠牲」を

捧げてまで、その遂行が優先される「構造的な無責任体制」に起因する。その乗り

越えには何が必要なのかを倫理学者が論じる。 
東京・中日新聞 2015/10/25 

2015:08. / 301p 
978-4-480-01626-3 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784480016263*
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女たちのジハード(集英社文庫)  
篠田 節子 著 
集英社 
読売新聞 2015/10/04 

2000:01. / ５２２ｐ 
978-4-08-747148-9 
705 円〔本体〕+税 

*9784087471489*

 

本のことがわかる本<1> 調べよう!文字のはじまりと本の歴史 
稲葉 茂勝/ 能勢 仁 著 
ミネルヴァ書房 
本のことがわかる！本が好きになる！ 
読売新聞 2015/10/04 

2015:07. / 31p 
978-4-623-07426-6 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784623074266*

 

本のことがわかる本<3> もっと知りたい!本が読者にとどくまで 
稲葉 茂勝/ 能勢 仁 著 
ミネルヴァ書房 
本のことがわかる！本が好きになる！ 
読売新聞 2015/10/04 

2015:09. / 31p 
978-4-623-07428-0 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784623074280*

 

文学で読む日本の歴史<古典文学篇> 
五味 文彦 著 
山川出版社 
古典文学を通して時代の全体像を明らかにする 
読売新聞 2015/10/04 

2015:07. / 373p 
978-4-634-15089-8 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784634150898*

 

サミュエル・ジョンソンが怒っている 
リディア・デイヴィス/ 岸本 佐知子 著 
作品社 
これぞリディア・デイヴィスの真骨頂！強靭な知性と鋭敏な感覚が生み出す、摩訶

不思議な 56 の短編。 
読売新聞 2015/10/04 

2015:08. / 241p 
978-4-86182-546-0 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784861825460*

 

白鳥評論(講談社文芸文庫 ま C6) 
正宗 白鳥/ 坪内 祐三 著 
講談社 
文学について、批評について、文壇について、作家について―独自のシニシズムと

ニヒリズムに貫かれた、白鳥評論の白眉。 
読売新聞 2015/10/04 

2015:08. / 283p 
978-4-06-290270-0 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784062902700*

 

稲と日本人 
甲斐 信枝/ 佐藤 洋一郎 著 
福音館書店 
はるか二千数百年前より、日本人は稲作を続けてきた。稲と日本人は、生死を共に

生き抜いた、かけがえのない仲間同士である 
読売新聞 2015/10/04 

2015:09. / 63p 
978-4-8340-8188-6 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784834081886*
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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。 
読売新聞 2015/10/04 

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

*9784062195720*

 

抱影(講談社文庫 き 15-31) 
北方 謙三 著 
講談社 
横浜。バーのオーナーで画家の私には時折会うだけの女がいる。響子。彼女の死

の病を知り、 期の作品を彼女に刻みつけようと考えた。 
読売新聞 2015/10/04 

2013:09. / 450p 
978-4-06-277636-3 
750 円〔本体〕+税 

*9784062776363*

 

本のことがわかる本<2> 見てみよう!知っているようで知らない「本」 
稲葉 茂勝/ 能勢 仁 著 
ミネルヴァ書房 
読めば本がよくわかる! 現代の日本の「本」の構造やページの構成、本のデザイン

の基本、日本や世界のさまざまなめずらしい本などを、豊富な写真で紹介する。 
読売新聞 2015/10/04 

2015:08. / 31p 
978-4-623-07427-3 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784623074273*

 

フランシス・クリック～遺伝暗号を発見した男～ 
マット・リドレー/ 田村 浩二 著 
勁草書房 
DNA 構造の発見、遺伝暗号の解読、分子生物学の樹立、そして意識研究へ-。稀

代の生命科学者フランシス・クリックの生涯と、科学という知の営みの尊さを描く。 
読売新聞 2015/10/04 

2015:08. / 6p,236p,8p 
978-4-326-75055-9 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784326750559*

 

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。 
読売新聞 2015/10/04 

2015:08. / 254p 
978-4-480-09687-6 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784480096876*

 

尾崎翠の感覚世界 
加藤 幸子 著 
萬書房 
名著復刊！ 芥川賞作家による尾崎翠讃歌。本作品論で言及した「第七官界彷

徨」「歩行」「地下室アントンの一夜」も収録。尾崎翠論を読み、尾崎翠作品を愉しむ

……至幸のとき。 
読売新聞 2015/10/04 

2015:08. / 253p 
978-4-907961-06-0 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784907961060*

 

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。 
読売新聞 2015/10/04 

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

*9784022736208*
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習得への情熱～チェスから武術へ～ 
ジョッシュ・ウェイツキン/ 吉田 俊太郎 著 
みすず書房 
ハイレベルの競技者たちが心理的に取り組んでいる課題とは? かつてチェスの神

童と呼ばれ、長じて卓抜した武術家となった著者が、トップクラスの競技者となるた

めの「超」能動的な学習術を伝える。 
読売新聞 2015/10/04 

2015:08. / 301p 
978-4-622-07922-4 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784622079224*

 

恋愛しない若者たち～コンビニ化する性とコスパ化する結婚～(ディスカヴァー携

書 153) 
牛窪 恵 著 
ディスカヴァー・トゥエンティワン 
いまの 20 代男女は、恋愛をしたがらない。これまでの若者研究や若者取材に加え

て、20 代男女へのインタビューと定量調査を行い、さまざまな角度から彼らの置か

れた社会の状況や深層心理を分析する。 
読売新聞 2015/10/04 

2015:09. / 327p 
978-4-7993-1769-3 
1,100 円〔本体〕+税 

*9784799317693*

 

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。 
読売新聞 2015/10/04 

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

*9784104056064*

 

二重螺旋～完全版～ 
ジェームス・D.ワトソン/ 青木 薫 著, ジェームス・D.ワトソン/ ジャン・ウィトコウスキ

ー 編 
新潮社 
DNA の立体構造はどのように発見されたのか? ライバルたちの猛追をかわし、生

物界の常識を大幅に書き換えた科学者たちの、ノーベル賞受賞までのリアル・スト

ーリー。資料写真、書簡等を追加した完全版。 
読売新聞 2015/10/04 

2015:05. / 479p 
978-4-10-506891-2 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784105068912*

 

「絶筆」で人間を読む～画家は最後に何を描いたか～(NHK 出版新書 469)  
中野 京子 著 
ＮＨＫ出版 
ボッティチェリ、ルーベンスからゴヤ、ゴッホまで、15?19 世紀に生きた 15 人の画家

たちが、それぞれどんな問題に直面し、どんな奮戦の後に傑作を産み出したか、さ

らにはどんな絶筆を遺したかを紹介する。 
読売新聞 2015/10/04 

2015:09. / 267p 
978-4-14-088469-0 
1,100 円〔本体〕+税 

*9784140884690*

 

昭和最後の日～テレビ報道は何を伝えたか～(新潮文庫 に-31-1) 
日本テレビ報道局天皇取材班 著 
新潮社 
昭和天皇吐血の大スクープを報じたその瞬間から、激動の昭和が終焉へと向かう

後のドラマが始まった。マスコミは連日病状を速報し、ついに崩御の時が訪れる

…。テレビ報道の真実を克明に綴るドキュメンタリー。 
読売新聞 2015/10/04 

2015:08. / 524p 
978-4-10-126011-2 
750 円〔本体〕+税 

*9784101260112*
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酔い子の旅のしおり～酒+つまみ+うつわ巡り～ 
江澤 香織 著 
マイナビ 
日本酒の本拠地・関西、酒蔵数日本一の 強日本酒王国・新潟、呑兵衛ガラパゴ

ス・青森、食の世界遺産・能登…。各地の酒蔵をめぐり、その土地ならではの歴史

や文化に触れる旅のしおり。データ:2015 年 2 月現在。 
読売新聞 2015/10/04 

2015:02. / 159p 
978-4-8399-5181-8 
1,580 円〔本体〕+税 

*9784839951818*

 

御社の寿命～あなたの将来は「目利き力」で決まる!～(中公新書ラクレ 527) 
帝国データバンク情報部/ 中村 宏之 著 
中央公論新社 
いま必要なのは会社の“寿命”を見抜く「事業性評価力=目利き力」だ! 帝国データ

バンクの膨大なデータをもとに、「目利き力」の鍛え方を伝授。生き残る企業の条件

や、会社を率いる社長に必要な資質等にも言及する。 
読売新聞 2015/10/04 

2015:06. / 209p 
978-4-12-150527-9 
760 円〔本体〕+税 

*9784121505279*

 

あなたの空洞 
伊藤 たかみ 著 
文藝春秋 
家は壊れなかったけれど、心の中で、何かが変わった。あの震災のあと、誰もが経

験した違和感、以前とは違う日々。愛は、実は、人を、弱くするのだ-。心に突き刺さ

る 4 篇。『文學界』掲載に書下ろしを加えて単行本化。 
読売新聞 2015/10/04 

2015:08. / 277p 
978-4-16-390312-5 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784163903125*

 

木を知る・木に学ぶ～なぜ日本のサクラは美しいのか?～(ヤマケイ新書 YS019) 
石井 誠治 著 
山と渓谷社 
サクラをはじめ、ウルシ、ツツジ、イチョウ、ブナ、マツなど日本の代表的な 13 種の

樹木の魅力を、樹木医で森林インストラクターでもある著者が親切ていねいに解

説。日本の自然と文化の礎となった「木」と友達になる本。 
読売新聞 2015/10/04 

2015:07. / 223p 
978-4-635-51005-9 
800 円〔本体〕+税 

*9784635510059*

 

勝手に!文庫解説(集英社文庫 き 4-2) 
北上 次郎 著 
集英社 
無類の小説好きが、依頼もないのに勝手に文庫解説を書いちゃった!? 「月のない

夜」「黒い犬」など、国内外のおすすめ小説 30 本の解説を掲載する。池上冬樹らと

の座談会も収録。『ミステリマガジン』に加筆し書籍化。 
読売新聞 2015/10/04 

2015:09. / 284p 
978-4-08-745365-2 
640 円〔本体〕+税 

*9784087453652*

 

それから(集英社文庫 な 19-7) 
夏目 漱石 著 
集英社 
明治末。代助は、失職して上京した友人、平岡の来訪を受ける。彼の妻、三千代は

かつて代助とも因縁のある間柄で…。「三四郎」に始まり「門」へと連なる 3 部作の第

2 作。写真で見る漱石・用語の注釈・年表・解説・鑑賞文付き。 
読売新聞 2015/10/04 

2013:10. / 399p 
978-4-08-752055-2 
480 円〔本体〕+税 

*9784087520552*
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介護民俗学へようこそ!～「すまいるほーむ」の物語～ 
六車 由実 著 
新潮社 
民俗学の「聞き書き」の方法が介護現場を劇的に変えた! デイサービス施設で利用

者への聞き書きを行っている著者が、人が人として尊重される介護のありかたを切り

拓く。『Web Foresight』連載他を単行本化。 
読売新聞 2015/10/04、読売新聞 2015/10/04、朝日新聞 2015/10/18 

2015:08. / 312p 
978-4-10-339511-9 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784103395119*

 

ペルシア王は「天ぷら」がお好き?～味と語源でたどる食の人類史～ 
ダン・ジュラフスキー/ 小野木 明恵 著 
早川書房 
天ぷらのほんとうの起源、ケチャップの起源となった思いがけない調味料、シチメン

チョウがターキーと呼ばれる理由…。スタンフォード大学で言語学を教える著者が、

食と言語にまつわる驚くべき史実を語る。古典的レシピも満載。 
読売新聞 2015/10/04、日本経済新聞 2015/10/18 

2015:09. / 315p 
978-4-15-209564-0 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784152095640*

 

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！ 
読売新聞 2015/10/04、毎日新聞 2015/10/04、朝日新聞 2015/10/18 

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

*9784309276151*

 

しゃべれどもしゃべれども(新潮文庫)  
佐藤 多佳子 著 
新潮社 
読売新聞 2015/10/11 

2000:05. / ４２１ｐ 
978-4-10-123731-2 
630 円〔本体〕+税 

*9784101237312*

 

錦繍 改版(新潮文庫）  270p 2004 
宮本 輝 著 
新潮社 
読売新聞 2015/10/11 

2004:03. / 270p 
978-4-10-130702-2 
490 円〔本体〕+税 

*9784101307022*

 

神と野獣の日 改版(角川文庫)  
松本 清張 著 
角川書店 
読売新聞 2015/10/11 

2008:05. / ２２１ｐ 
978-4-04-122762-6 
476 円〔本体〕+税 

*9784041227626*

 

古事記(岩波文庫)  
倉野憲司 著 
岩波書店 
読売新聞 2015/10/11 

1963:01. / ３８２ｐ 
978-4-00-300011-3 
940 円〔本体〕+税 

*9784003000113*
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ドクター・ハルの折り紙数学教室 
トーマス・ハル/ 羽鳥 公士郎 著 
日本評論社 
折り紙を使って数学を教え、生徒を夢中にさせてきた著者が、その幅広い題材を惜

しみなく公開。折り紙数学への入門にも 適。 
読売新聞 2015/10/11 

2015:09. / 21p,329p 
978-4-535-78713-1 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784535787131*

 

ゾンビの科学～よみがえりとマインドコントロールの探究～ 
フランク・スウェイン/ 西田 美緒子 著 
合同出版 
〈生と死〉〈自己と他者〉の境界を超える、脳科学、心と行動の操作、先進医療、進化

と寄生……を探究。あなたもすでに死んでいる? 
読売新聞 2015/10/11 

2015:07. / 237p 
978-4-7726-9546-6 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784772695466*

 

ちょっと毒のあるほうが、人生うまくいく!～「枕草子」に学ぶ「強く賢く生きる」知恵

～(知的生きかた文庫 し 44-3) 
清水 義範 著 
三笠書房 
作家・清水義範が、日本随筆文学の傑作『枕草子』を読み解き、「強く賢く生きる」知

恵を指南。一歩引いて見れば、恥もまた愉しい。 
読売新聞 2015/10/11 

2015:08. / 267p 
978-4-8379-8361-3 
630 円〔本体〕+税 

*9784837983613*

 

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。 
読売新聞 2015/10/11 

2015:07. / 227p 
978-4-06-258605-4 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784062586054*

 

世界女神大事典 
沖田 瑞穂 編 
原書房 
世界中の女神を広くとりあげた決定版。名前の意味から神格、神話の概要、他の女

神との関連性までを解説。約 90 項目、図版 150 点。 
読売新聞 2015/10/11 

2015:09. / 626p 
978-4-562-05195-3 
6,800 円〔本体〕+税 

*9784562051953*

 

うわわ手帳と私のアスペルガー症候群～１０歳の少女が綴る感性豊かな世界～  
高橋 紗都/ 高橋 尚美 著 
クリエイツかもがわ 
「私のような子どもたちや私のことを変と思わないで、きちんと理解、応援してほしい

です」 １０歳の少女がありのままを綴った、アスペルガー症候群の世界。 
読売新聞 2015/10/11 

2008:07. / １８７ｐ 
978-4-86342-001-4 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784863420014*

 

インバウンドの衝撃～外国人観光客が支える日本経済～(祥伝社新書 439)  
牧野 知弘 著 
祥伝社 
ホテルを満室にし、土産物屋をカラにし、不動産を買い漁る…。日本を救うのはや

はり、インバウンド(訪日外国人客)なのか? 地方再生の切り札ともなる、日本経済の

新たな形を徹底レポート。 
読売新聞 2015/10/11 

2015:10. / 234p 
978-4-396-11439-8 
800 円〔本体〕+税 

*9784396114398*
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自分の感受性くらい  
茨木 のり子 著 
花神社 
すがすがしく生きたいと思う心そのままを、確かな視線と優しい言葉でとらえた、あざ

やかな茨木のり子の詩の世界。１９６９年から１９７６年にかけての作品２０篇を収めた

詩集。１９７７年刊の新装版。 
読売新聞 2015/10/11 

2005:05. / ９３ｐ 
978-4-7602-1815-8 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784760218158*

 

殺人鬼ゾディアック～犯罪史上最悪の猟奇事件、その隠された真実～(亜紀書房

翻訳ノンフィクション・シリーズ 2-3) 
ゲーリー・L.スチュワート/ スーザン・ムスタファ/ 高月 園子 著 
亜紀書房 
警察を愚弄した連続殺人犯は、幼少時代を日本で過ごした、非常に頭のいい、うぬ

ぼれ屋の、この上なく残忍な負け犬だった…。1960 年代末に全米を震え上がらせ

た猟奇殺人事件の隠された真相に迫る。 
読売新聞 2015/10/11 

2015:08. / 426p 
978-4-7505-1433-8 
2,700 円〔本体〕+税 

*9784750514338*

 

コーチングとは「信じること」～ラグビー日本代表ヘッドコーチ エディー・ジョーンズ

との対話～(Sports Graphic Number Books) 
生島 淳 著 
文藝春秋 
弱かったラグビー日本代表は、なぜ世界の強豪に勝てるようになったのか。世界的

名将エディー・ジョーンズが組織と個人を育てるための哲学を語り尽くす。「エディー

さんの参考書-必読の 15 冊-」も収録。 
読売新聞 2015/10/11 

2015:08. / 220p 
978-4-16-390323-1 
1,100 円〔本体〕+税 

*9784163903231*

 

空色の小鳥 
大崎 梢 著 
祥伝社 
大企業総帥の父が溺愛した亡き兄は、内縁の妻との間に幼い娘を残していた。密

かにその子を引き取った弟。彼の心を占めるのは、打算か、愛情か、それとも-。『小

説 NON』連載に加筆・修正して単行本化。 
読売新聞 2015/10/11 

2015:09. / 339p 
978-4-396-63475-9 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784396634759*

 

俳句歳時記～合本～ 第４版  
角川学芸出版 著 
角川学芸出版 
美しく変化に富む日本の自然と豊な心が育んできた季語の世界。それぞれの季語

の背景には古典から現代までの文化が息づいています。その一つ一つを解説しな

がら、作句の手本となる例句を精選して掲げました。 
読売新聞 2015/10/11 

2008:06. / １０９６ｐ 
978-4-04-621167-5 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784046211675*

 

東京鉄道遺産 100 選～カラー版～(中公新書 2335) 
内田 宗治 著 
中央公論新社 
東京駅舎のように誰もが知っている文化財から、絶滅寸前の吊り掛け電車や駅の木

製ベンチ、構内踏切のような意外なものまで。首都に残る貴重な 100 の歴史的鉄

道遺産を精選し、カラー写真とともに紹介する。 
読売新聞 2015/10/11 

2015:08. / 3p,210p 
978-4-12-102335-3 
1,050 円〔本体〕+税 

*9784121023353*
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巨鯨の海(光文社文庫 い 49-3) 
伊東 潤 著 
光文社 
仲間との信頼関係が崩れると即、死が待ち受ける危険な漁法、組織捕鯨。それゆ

え、村には厳しい掟が存在した-。江戸末期から明治へ、共同体の熱狂の季節と終

焉を躍動感溢れる筆致で描く、全 6 編の一大クロニクル。 
読売新聞 2015/10/11 

2015:09. / 430p 
978-4-334-76974-1 
700 円〔本体〕+税 

*9784334769741*

 

金曜日の砂糖ちゃん(Ｌｕｎａ ｐａｒｋ ｂｏｏｋｓ)  
酒井 駒子 著 
偕成社 
知らない道を通って帰ると、ぽっかりひろがった野原に出くわした。木の下には音の

出ないオルガン。それでも蝶やバッタがやってきた…。子どもが一人でいる時間を

幻想とリアリズムの狭間で鮮やかに描き出す絵画的絵本。 
読売新聞 2015/10/11 

2003:10. / ６１ｐ 
978-4-03-965240-9 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784039652409*

 

あの日、マーラーが 
藤谷 治 著 
朝日新聞出版 
2011 年 3 月 11 日、東京・錦糸町で新世界交響楽団のコンサートが開かれようとし

ていた。だが、あの激震で世界は一変する。実話を基に、人と音楽の関わりを見つ

める長編。『小説トリッパー』連載に加筆し単行本化。 
読売新聞 2015/10/11 

2015:08. / 216p 
978-4-02-251294-9 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784022512949*

 

SATELLITE 
佐藤 健寿 著 
朝日新聞出版 
都市、群島、火山、砂漠、廃墟。はるか宇宙から眺めた世界は、美しくも奇妙で、

我々の「風景」という概念さえリセットする-。超高解像度で撮影された地球の人工衛

星写真を集めた、誰も見たことのない「惑星の風景」写真集。 
読売新聞 2015/10/11 

2015:09. / 207p 
978-4-02-331420-7 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784023314207*

 

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。 
読売新聞 2015/10/11 

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

*9784004315551*

 

源氏物語九つの変奏(新潮文庫 え-10-52) 
江國 香織/ 角田 光代/ 金原 ひとみ/ 桐野 夏生/ 小池 昌代/ 島田 雅彦/ 日

和 聡子/ 町田 康/ 松浦 理英子 著 
新潮社 
読売新聞 2015/10/18 

2011:05. / 316p 
978-4-10-133962-7 
476 円〔本体〕+税 

*9784101339627*
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薬で読み解く江戸の事件史 
山崎 光夫 著 
東洋経済新報社 
家康の本当の死因とは？島津斉彬や孝明天皇怪死事件の真相とは？「薬」をキー

ワードに江戸事件史の謎を解き明かす。 
読売新聞 2015/10/18 

2015:08. / 244p 
978-4-492-06195-4 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784492061954*

 

世界を変えた 100 の本の歴史図鑑～古代エジプトのパピルスから電子書籍まで

～ 
ロデリック・ケイヴ/ サラ・アヤド/ 大山 晶/ 樺山 紘一 著 
原書房 
本の発展の歴史においてターニングポイントになった 100 冊の本から、文化や時代

でどう変遷したかを 300 点以上の図版で解説する。 
読売新聞 2015/10/18 

2015:04. / 288p 
978-4-562-05110-6 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784562051106*

 

パラノイア合衆国～陰謀論で読み解く《アメリカ史》～ 
ジェシー・ウォーカー/ 鍛原 多惠子 著 
河出書房新社 
悪魔崇拝、異星人、イルミナティ、ＫＫＫ、ケネディ暗殺、９１１、ＦＥＭＡ…建国から

現在までアメリカが囚われてきた陰謀の精神史。 
読売新聞 2015/10/18 

2015:08. / 491p 
978-4-309-22636-1 
2,700 円〔本体〕+税 

*9784309226361*

 

地域おこし協力隊～日本を元気にする 60 人の挑戦～ 
椎川 忍/ 小田切 徳美/ 平井 太郎/ 地域活性化センター/ 移住・交流推進機構 
著 
学芸出版社 
いま全国で 1500 人以上の地域おこし協力隊員が活動中。隊員の成長、地域住民

の変化、自治体職員の進化について、リアルな現場報告。 
読売新聞 2015/10/18 

2015:09. / 287p 
978-4-7615-1352-8 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784761513528*

 

プリニウス<2>(BUNCH COMICS 45 PREMIUM) 
ヤマザキ マリ/ とり みき 著 
新潮社 
舞台は帝都ローマへ。一触即発の緊張関係が続く皇帝ネロとプリニウス、謎の美少

女娼婦と書記官エウクレス……魔都の闇に交錯する人間模様を色濃く描く。 
読売新聞 2015/10/18 

2015:02. / 184p 
978-4-10-771799-3 
660 円〔本体〕+税 

*9784107717993*

 

すべて真夜中の恋人たち(講談社文庫 か 112-4) 
川上 未映子 著 
講談社 
ふたりで話したことを思いだし、とてもすきだったことを思いだし、ときどき泣き、また

思いだし、それから、ゆっくりと忘れていった…。恋愛の究極を投げかける長編小

説。 
読売新聞 2015/10/18 

2014:10. / 350p 
978-4-06-277940-1 
640 円〔本体〕+税 

*9784062779401*
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山のパンセ(ヤマケイ文庫) 
串田 孫一 著 
山と渓谷社 
当時 40 歳代の串田孫一が、山にまつわる思想・思索、四季にわたる山行の様子な

どを平易な文章で綴った随想集。「山での行為と思考」「岩壁」「山の歌」など全 91
編を収録する。 
読売新聞 2015/10/18 

2013:10. / 509p 
978-4-635-04765-4 
1,100 円〔本体〕+税 

*9784635047654*

 

となりのセレブたち 
篠田 節子 著 
新潮社 
親の介護にペットの世話、面倒はすべてお金で解決。自己中心的なのに他力本

願。根拠なく楽観主義-。となりの小金持ちたちをユーモアと皮肉たっぷりに描く短

編集。『小説新潮』掲載を単行本化。 
読売新聞 2015/10/18 

2015:09. / 253p 
978-4-10-313364-3 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784103133643*

 

読んで、訳して、語り合う。～都甲幸治対談集～ 
都甲 幸治 著 
リットーミュージック 
「オスカー・ワオの短く凄まじい人生」の翻訳者、初の対談集。いしいしんじ、岸本佐

知子、堀江敏幸、柴田元幸、藤井光、小野正嗣…。一流の小説家や学者、翻訳家

と、村上春樹から世界文学までを語り合う。 
読売新聞 2015/10/18 

2015:10. / 271p 
978-4-8456-2651-9 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784845626519*

 

近代政治家評伝～山縣有朋から東條英機まで～(文春学藝ライブラリー) 
阿部 眞之助 著 
文藝春秋 
明治から昭和まで長年にわたり第一線で活躍した名物新聞記者が、原敬、伊藤博

文、大隈重信、犬養毅、大久保利通、板垣退助、桂太郎など、戦前の大物政治家

12 人の生身の姿を容赦なく描く、痛快な人物評伝。 
読売新聞 2015/10/18 

2015:10. / 397p 
978-4-16-813052-6 
1,250 円〔本体〕+税 

*9784168130526*

 

将棋エッセイコレクション(ちくま文庫 こ 46-1) 
後藤 元気 編 
筑摩書房 
将棋の楽しみは盤上に限らない。プロ棋士、作家、観戦記者から、ウェブ上での書

き手まで、「言葉」によって、将棋をより広く、深く、鮮やかに楽しむ可能性を開くため

の名エッセイを厳選収録したアンソロジー。 
読売新聞 2015/10/18 

2014:02. / 403p 
978-4-480-43140-0 
900 円〔本体〕+税 

*9784480431400*

 

極限のトレイルラン～アルプス激走 100 マイル～(新潮文庫 か-73-1) 
鏑木 毅 著 
新潮社 
目指すゴールは 160km 先、挑む「登り」の総計はエベレスト以上! 山道を駆けるトレ

イルランニングで世界 大のレース「ウルトラトレイル・デュ・モンブラン」に出場した

著者が、その究極の世界を明かす。 
読売新聞 2015/10/18 

2015:09. / 244p 
978-4-10-120046-0 
490 円〔本体〕+税 

*9784101200460*
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中学校のシャルパンティエ  
小谷野 敦 著 
青土社 
モーツァルト、ショパン、チャイコフスキー、ベルリオーズ、小沢征爾、鮫島有美子か

ら「みんなのうた」、歌謡曲まで、心に残る名曲には秘密があった…。大笑いしたあ

と、どこか切なくなる珠玉の音楽エッセイ集成。 
読売新聞 2015/10/18 

2003:03. / ２２５ｐ 
978-4-7917-6020-6 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784791760206*

 

1 行バカ売れ(角川新書 K-39) 
川上 徹也 著 
KADOKAWA 
大ヒットや大行列は、たった 1 行の言葉から生まれることがある。様々なヒット事例を

分析しながら、人とお金が集まるキャッチコピーの鉄則を紹介。「結果につながる」

言葉の書き方をコピーライターの著者が伝授する。 
読売新聞 2015/10/18 

2015:08. / 254p 
978-4-04-102752-3 
800 円〔本体〕+税 

*9784041027523*

 

日本の手術はなぜ世界一なのか～手術支援ロボットが拓く未来～(PHP 新書 
1004) 
宇山 一朗 著 
ＰＨＰ研究所 
日本の医局は、徒弟制度のようにベテランがしっかり若手に教えるので、平均的に

いい医師が多くなった。第一線で活躍する外科医が、医療の現在進行形の姿と今

後の姿、手術支援ロボット「ダビンチ」への熱き思いを語る。 
読売新聞 2015/10/18 

2015:09. / 196p 
978-4-569-82618-9 
820 円〔本体〕+税 

*9784569826189*

 

とうへんぼくで、ばかったれ 
朝倉 かすみ 著 
新潮社 
23 歳、生娘の吉田が 40 代独身男にひとめぼれ! 張り込み、尾行と地道な活動で

情報収集をはかり、やがて男を追いかけ上京。ただ問題は、男が吉田の存在すら

知らないということ-。『yom yom』連載を単行本化。 
読売新聞 2015/10/18 

2012:05. / 220p 
978-4-10-332341-9 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784103323419*

 

16 歳から知るオリンピックの軌跡 
清水 ひろし 著 
彩流社 
古代オリンピックから 1964 年に開催された前回の東京大会までの歴史と、それぞ

れの大会で活躍した選手の足跡、オリンピックにまつわるさまざまなエピソードを紹

介。現代オリンピックが抱える問題についても考察する。 
読売新聞 2015/10/18 

2015:09. / 270p 
978-4-7791-2163-0 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784779121630*

 

日本鉄道歌謡史<2> 戦後復興?東日本大震災 
松村 洋 著 
みすず書房 
鉄道は庶民の意識や暮らしをどう近代化したのか。人びとの暮らしの近代化は、鉄

道をどう変えたのか。鉄道の歌を通して、人びとが体験した近代化のさまざまな側面

を考える。2 は、1947 年?2012 年の歌を取り上げる。 
読売新聞 2015/10/18 

2015:08. / 6p,p280?604
978-4-622-07935-4 
4,200 円〔本体〕+税 

*9784622079354*
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人生の最終章を考える～その人らしく生き抜くための提言～ 
医療科学研究所 著 
法研 
人生の後半生、個人の尊厳を尊重した納得の生を全うするために、個人は、家族

は、地域は、社会はどうあるべきか。医学、法学、哲学等各分野の研究者や、現場

の医療・福祉関係者が提言する。『医療と社会』をもとに書籍化。 
読売新聞 2015/10/18 

2015:10. / 325p 
978-4-86513-211-3 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784865132113*

 

横井軍平ゲーム館～「世界の任天堂」を築いた発想力～(ちくま文庫 よ 29-1) 
横井 軍平/ 牧野 武文 著 
筑摩書房 
あふれるアイデアと徹底したユーザー目線によって「ウルトラハンド」「ゲーム&ウオッ

チ」「ゲームボーイ」などのヒット作を生み出した横井軍平。名作から珍作まで、ゲー

ムファンを虜にした商品を開発秘話とともに紹介する。 
読売新聞 2015/10/18 

2015:08. / 248p 
978-4-480-43293-3 
740 円〔本体〕+税 

*9784480432933*

 

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。 
読売新聞 2015/10/18 

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

*9784140056684*

 

日本鉄道歌謡史<1> 鉄道開業?第二次世界大戦 
松村 洋 著 
みすず書房 
鉄道は庶民の意識や暮らしをどう近代化したのか。人びとの暮らしの近代化は、鉄

道をどう変えたのか。鉄道の歌を通して、人びとが体験した近代化のさまざまな側面

を考える。1 は、1872 年頃?1943 年の歌を取り上げる。 
読売新聞 2015/10/18 

2015:08. / 6p,277p 
978-4-622-07934-7 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784622079347*

 

琥珀のまたたき 
小川 洋子 著 
講談社 
閉ざされた家で暮らす、オパール、琥珀、瑪瑙の三きょうだい。密やかな世界に隠さ

れた美しく切ない家族の物語を描く小川文学の神髄！ 
読売新聞 2015/10/18、朝日新聞 2015/10/25 

2015:09. / 317p 
978-4-06-219665-9 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784062196659*

 

プリニウス<1>(BUNCH COMICS 45 PREMIUM) 
ヤマザキ マリ/ とり みき 著 
新潮社 
この男、世界を変えた博物学者にして、愛すべき変人――。『テルマエ・ロマエ』の

ヤマザキマリが再び古代ローマに挑む。歴史伝奇ロマンの決定版、誕生！ 
読売新聞 2015/10/18、読売新聞 2015/10/25 

2014:07. / 194p 
978-4-10-771757-3 
660 円〔本体〕+税 

*9784107717573*
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中国人の頭の中(新潮新書 636)  
青樹 明子 著 
新潮社 
大嫌い、なのに大好き。反日教育と「抗日ドラマ」の洗脳にもかかわらず、日本を訪

れた中国人の大半は日本を好きになる。「邪悪な日本兵」のステレオタイプと、安心

安全の国・日本への憧れの間で揺れる現代中国人の屈折に迫る。 
読売新聞 2015/10/18、日本経済新聞 2015/10/25 

2015:09. / 189p 
978-4-10-610636-1 
700 円〔本体〕+税 

*9784106106361*

 

人類を変えた素晴らしき 10 の材料～その内なる宇宙を探険する～ 
マーク・ミーオドヴニク/ 松井 信彦 著 
合同出版 
すぐそこにある身近な材料の隠された驚異を伝える全米ベストセラー！ 年間ベスト

ブック多数、英国王立協会のウィントン賞受賞作。 
読売新聞 2015/10/18、毎日新聞 2015/10/25 

2015:09. / 265p 
978-4-7726-9547-3 
2,100 円〔本体〕+税 

*9784772695473*

 

わが流刑地に 
新延 拳 著 
思潮社 
外人墓地の墓碑はみな海へ向かって立つ 陸に上がった老船長が海を見ている 
彼の透明なまなざしが染められていく 海の青に 炎天の海の浮標ほど孤独なのだ

ろうか(「見者の果て」より) 33 篇を収めた詩集。 
読売新聞 2015/10/20 

2015:07. / 141p 
978-4-7837-3479-6 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784783734796*

 

異邦人 改版(新潮文庫)  
カミュ/ 窪田 啓作 著 
新潮社 
読売新聞 2015/10/25 

1995:01. / １４６ｐ 
978-4-10-211401-8 
460 円〔本体〕+税 

*9784102114018*

 

ガルガンチュアとパンタグリュエル<１> ガルガンチュア(ちくま文庫)  
ラブレー/ 宮下 志朗 著 
筑摩書房 
読売新聞 2015/10/25 

2005:01. / ４７５，３３ｐ 
978-4-480-42055-8 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784480420558*

 

素粒子(ちくま文庫)  
ミシェル・ウエルベック/ 野崎 歓 著 
筑摩書房 
読売新聞 2015/10/25 

2006:01. / ４４３ｐ 
978-4-480-42177-7 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784480421777*

 

失われた時を求めて～完訳版～<１> 第一篇 スワン家の方へ(集英社文庫 １)  
マルセル・プルースト/ 鈴木 道彦 著 
集英社 
読売新聞 2015/10/25 

2006:03. / ４９５ｐ 
978-4-08-761020-8 
900 円〔本体〕+税 

*9784087610208*
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失われた時を求めて～完訳版～<２> 第一篇 スワン家の方へ(集英社文庫 ２)  
マルセル・プルースト/ 鈴木 道彦 著 
集英社 
読売新聞 2015/10/25 

2006:03. / ５７０ｐ 
978-4-08-761021-5 
940 円〔本体〕+税 

*9784087610215*

 

失われた時を求めて～完訳版～<３> 第二篇 花咲く乙女たちのかげに(集英社

文庫 １)  
マルセル・プルースト/ 鈴木 道彦 著 
集英社 
読売新聞 2015/10/25 

2006:05. / ６２１ｐ 
978-4-08-761022-2 
1,050 円〔本体〕+税 

*9784087610222*

 

失われた時を求めて～完訳版～<４> 第二篇 花咲く乙女たちのかげに(集英社

文庫 ２)  
マルセル・プルースト/ 鈴木 道彦 著 
集英社 
読売新聞 2015/10/25 

2006:05. / ６００ｐ 
978-4-08-761023-9 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784087610239*

 

星の王子さま～新訳～(宝島社文庫)  
アントワーヌ・ド・サン＝テグジュペリ/ 倉橋 由美子 著 
宝島社 
読売新聞 2015/10/25 

2006:05. / １６５ｐ 
978-4-7966-5307-7 
476 円〔本体〕+税 

*9784796653077*

 

失われた時を求めて～完訳版～<５> 第三篇 ゲルマントの方(集英社文庫 １)  
マルセル・プルースト/ 鈴木 道彦 著 
集英社 
読売新聞 2015/10/25 

2006:08. / ７３０ｐ 
978-4-08-761024-6 
1,240 円〔本体〕+税 

*9784087610246*

 

失われた時を求めて～完訳版～<６> 第三篇 ゲルマントの方(集英社文庫 ２)  
マルセル・プルースト/ 鈴木 道彦 著 
集英社 
読売新聞 2015/10/25 

2006:08. / ７０９ｐ 
978-4-08-761025-3 
1,190 円〔本体〕+税 

*9784087610253*

 

失われた時を求めて～完訳版～<７> 第四篇 ソドムとゴモラ(集英社文庫 １)  
マルセル・プルースト/ 鈴木 道彦 著 
集英社 
読売新聞 2015/10/25 

2006:10. / ６１２ｐ 
978-4-08-761026-0 
1,150 円〔本体〕+税 

*9784087610260*
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失われた時を求めて～完訳版～<８> 第四篇 ソドムとゴモラ(集英社文庫 ２)  
マルセル・プルースト/ 鈴木 道彦 著 
集英社 
読売新聞 2015/10/25 

2006:10. / ６９３ｐ 
978-4-08-761027-7 
1,190 円〔本体〕+税 

*9784087610277*

 

失われた時を求めて～完訳版～<９> 第五篇 囚われの女(集英社文庫 １)  
マルセル・プルースト/ 鈴木 道彦 著 
集英社 
読売新聞 2015/10/25 

2007:01. / ４７７ｐ 
978-4-08-761028-4 
910 円〔本体〕+税 

*9784087610284*

 

失われた時を求めて～完訳版～<１０> 第五篇 囚われの女(集英社文庫 ２)  
マルセル・プルースト/ 鈴木 道彦 著 
集英社 
読売新聞 2015/10/25 

2007:01. / ４６７ｐ 
978-4-08-761029-1 
910 円〔本体〕+税 

*9784087610291*

 

失われた時を求めて～完訳版～<１１> 第六篇 逃げ去る女(集英社文庫)  
マルセル・プルースト/ 鈴木 道彦 著 
集英社 
読売新聞 2015/10/25 

2007:01. / ６４３ｐ 
978-4-08-761030-7 
1,150 円〔本体〕+税 

*9784087610307*

 

失われた時を求めて～完訳版～<１２> 第七篇 見出された時(集英社文庫 １)  
マルセル・プルースト/ 鈴木 道彦 著 
集英社 
読売新聞 2015/10/25 

2007:03. / ５５９ｐ 
978-4-08-761031-4 
1,048 円〔本体〕+税 

*9784087610314*

 

失われた時を求めて～完訳版～<１３> 第七篇 見出された時(集英社文庫 ２)  
マルセル・プルースト/ 鈴木 道彦 著 
集英社 
読売新聞 2015/10/25 

2007:03. / ３３８，１４１ｐ
978-4-08-761032-1 
910 円〔本体〕+税 

*9784087610321*

 

赤と黒～十九世紀年代記～<上>(光文社古典新訳文庫)  
スタンダール/ 野崎 歓 著 
光文社 
読売新聞 2015/10/25 

2007:09. / ４６５ｐ 
978-4-334-75137-1 
800 円〔本体〕+税 

*9784334751371*
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赤と黒～十九世紀年代記～<下>(光文社古典新訳文庫)  
スタンダール/ 野崎 歓 著 
光文社 
読売新聞 2015/10/25 

2007:12. / ６４５ｐ 
978-4-334-75146-3 
1,020 円〔本体〕+税 

*9784334751463*

 

悲しみよこんにちは(新潮文庫)  
サガン/ 河野 万里子 著 
新潮社 
読売新聞 2015/10/25 

2008:12. / １９７ｐ 
978-4-10-211828-3 
490 円〔本体〕+税 

*9784102118283*

 

愛人（ラマン）(河出文庫)  
マルグリット・デュラス/ 清水徹 著 
河出書房新社 
読売新聞 2015/10/25 

1992:02. / ２２１ｐ 
978-4-309-46092-5 
750 円〔本体〕+税 

*9784309460925*

 

星の王子さま(角川文庫 サ 3-1) 
サン=テグジュペリ/ 管 啓次郎 著 
角川書店 
読売新聞 2015/10/25 

2011:06. / 158p 
978-4-04-298219-7 
480 円〔本体〕+税 

*9784042982197*

 

モンテ・クリスト伯<1> 改版(岩波文庫 32-533-1）  421p 2007 
アレクサンドル・デュマ 著 
岩波書店 
読売新聞 2015/10/25 

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

*9784003253311*

 

モンテ・クリスト伯<2> 改版(岩波文庫 32-533-2）  433p 2007 
アレクサンドル・デュマ 著 
岩波書店 
読売新聞 2015/10/25 

2007:12. / 433p 
978-4-00-325332-8 
760 円〔本体〕+税 

*9784003253328*

 

モンテ・クリスト伯<3> 改版(岩波文庫 32-533-3）  405p 2007 
アレクサンドル・デュマ 著 
岩波書店 
読売新聞 2015/10/25 

2007:12. / 405p 
978-4-00-325333-5 
760 円〔本体〕+税 

*9784003253335*
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モンテ・クリスト伯<4> 改版(岩波文庫 32-533-4）  403p 2007 
アレクサンドル・デュマ 著 
岩波書店 
読売新聞 2015/10/25 

2007:12. / 403p 
978-4-00-325334-2 
860 円〔本体〕+税 

*9784003253342*

 

モンテ・クリスト伯<5> 改版(岩波文庫 32-533-5）  429p 2007 
アレクサンドル・デュマ 著 
岩波書店 
読売新聞 2015/10/25 

2007:12. / 429p 
978-4-00-325335-9 
860 円〔本体〕+税 

*9784003253359*

 

モンテ・クリスト伯<6> 改版(岩波文庫 32-533-6）  434p 2007 
アレクサンドル・デュマ 著 
岩波書店 
読売新聞 2015/10/25 

2007:12. / 434p 
978-4-00-325336-6 
940 円〔本体〕+税 

*9784003253366*

 

モンテ・クリスト伯<7> 改版(岩波文庫 32-533-7）  441p 2007 
アレクサンドル・デュマ 著 
岩波書店 
読売新聞 2015/10/25 

2007:12. / 441p 
978-4-00-325337-3 
860 円〔本体〕+税 

*9784003253373*

 

西田哲学から聖霊神学へ～随想～ 
小野寺 功 著 
春風社 
キリスト教の日本への受肉に関する思索 
読売新聞 2015/10/25 

2015:08. / 457p 
978-4-86110-464-0 
3,500 円〔本体〕+税 

*9784861104640*

 

かわいい闇 
マリー・ポムピュイ/ ファビアン・ヴェルマン/ ケラスコエット/ 原 正人 著 
河出書房新社 
かわいすぎるスタイルとまるっきり矛盾するような残酷な物語。フランス BD 界期待の

デュオによる問題作、初紹介！ 
読売新聞 2015/10/25 

2014:06. / 102p 
978-4-309-27490-4 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784309274904*

 

終わった人 
内館 牧子 著 
講談社 
「定年って生前葬だな」仕事一筋だった男が定年を迎え、人生の居場所を求めて惑

い、あがき続ける。果たして安息の時は訪れるのか？ 
読売新聞 2015/10/25 

2015:09. / 373p 
978-4-06-219735-9 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784062197359*
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地図と領土(ちくま文庫 う 26-2) 
ミシェル・ウエルベック 著 
筑摩書房 
孤独な天才芸術家ジェドは、一種獰猛な世捨て人の作家ウエルベックに仄かな友

情を抱くが、驚愕の事件が 2 人に襲いかかる。<惨劇>の目くるめく謎とは-。 
読売新聞 2015/10/25 

2015:10. / 462p 
978-4-480-43308-4 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784480433084*

 

自分のついた?を真実だと思い込む人(朝日新書 533) 
片田 珠美 著 
朝日新聞出版 
自分がついた?なのに、「真実」だと思い込み、いつのまにか被害者面。あなたの隣

にいる“空想虚言癖”の精神構造を読み解き、被害を受けないための防衛法を説

く。 
読売新聞 2015/10/25 

2015:09. / 218p 
978-4-02-273633-8 
760 円〔本体〕+税 

*9784022736338*

 

まぁ、空気でも吸って～人と社会:人工呼吸器の風がつなぐもの～ 
海老原 宏美/ 海老原 けえ子 著 
現代書館 
脊髄性筋萎縮症という進行性の難病をもち、医師に 3 歳までの命と診断された娘

が、障害と共に成長してきた半生をたどり、その母親が、娘が自立し巣立つまでの

日々を振り返る。 
読売新聞 2015/10/25 

2015:09. / 237p 
978-4-7684-3543-4 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784768435434*

 

松本亨と「英語で考える」～ラジオ英語会話と戦後民主主義～ 
武市 一成 著 
彩流社 
NHK ラジオ「英語会話」の講師として一世を風靡した松本亨。しかし、英語教育者

としての顔は彼の一側面にすぎない。日米のはざまで揺れたある越境者の人生と

戦後社会文化史の断面を明らかにする。 
読売新聞 2015/10/25 

2015:07. / 335p,12p 
978-4-7791-2144-9 
3,500 円〔本体〕+税 

*9784779121449*

 

ある秘密(Ｃｒｅｓｔ ｂｏｏｋｓ)  
フィリップ・グランベール/ 野崎 歓 著 
新潮社 
一人っ子で病弱なぼくは想像上の兄を作って遊んでいたが、ある日、かつて本当の

兄が存在していた形跡を見つける。禁断の恋。懊悩。そしてホロコースト…。１９５０

年代のパリを舞台にした自伝的長篇。 
読売新聞 2015/10/25 

2005:11. / １５８ｐ 
978-4-10-590051-9 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784105900519*

 

レ・ミゼラブル<1>(ちくま文庫 ゆ 5-1) 
ユゴー 著 
筑摩書房 
ジャン・ヴァルジャンを主人公にくり広げられる叙事詩的な小説。1 は、第 1 部「ファ

ンチーヌ」を収録。ミリエル司教と銀の燭台のエピソード、哀れな母親ファンチーヌと

残された幼い娘の場面などを描く。 
読売新聞 2015/10/25 

2012:11. / 543p 
978-4-480-42971-1 
950 円〔本体〕+税 

*9784480429711*
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ナタリー 
ダヴィド・フェンキノス/ 中島 さおり 著 
早川書房 
夫を亡くして以来、仕事に打ち込んで生きてきたナタリー。しかし、その生活は、不

器用で飾り気のないスウェーデン人マルキュスによって一変する。数々の断章を交

えた独特の手法で描き出す、ふたりの恋の行方は…。 
読売新聞 2015/10/25 

2012:06. / 255p 
978-4-15-209303-5 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784152093035*

 

鎖国論～影印・翻刻・校註～ 
[ケンペル/ 志筑 忠雄/ 杉本 つとむ 著 
八坂書房 
〈鎖国〉という語の出典として、歴史教科書でもおなじみの、江戸時代の基本文献に

して、日本の外交政策の原点、ひいては日本人の原点を探るうえで必須の史料、

著者架蔵の写本による、初の本格的校訂版、遂に刊行！ 
読売新聞 2015/10/25 

2015:09. / 306p 
978-4-89694-193-7 
3,500 円〔本体〕+税 

*9784896941937*

 

レ・ミゼラブル<4>(ちくま文庫 ゆ 5-4) 
ユゴー 著 
筑摩書房 
ジャン・ヴァルジャンを主人公にくり広げられる叙事詩的な小説。4 は、第 4 部「プリ

ュメ通りの牧歌とサン・ドニ通りの叙事詩」を収録。マリユスは反政府秘密結社での

活動を続ける一方、コゼットとの愛を育んでゆく。 
読売新聞 2015/10/25 

2013:02. / 622p 
978-4-480-42974-2 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784480429742*

 

レ・ミゼラブル<2>(ちくま文庫 ゆ 5-2) 
ヴィクトール・ユゴー 著 
筑摩書房 
ジャン・ヴァルジャンを主人公にくり広げられる叙事詩的な小説。2 は、第 2 部「コゼ

ット」を収録。約束を果たすべくジャン・ヴァルジャンは脱獄、コゼットを救い出す。だ

が、逃げる 2 人を警部ジャヴェールが追いつめる…。 
読売新聞 2015/10/25 

2012:12. / 478p 
978-4-480-42972-8 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784480429728*

 

レ・ミゼラブル<3>(ちくま文庫 ゆ 5-3) 
ユゴー 著 
筑摩書房 
ジャン・ヴァルジャンを主人公にくり広げられる叙事詩的な小説。3 は、第 3 部「マリ

ユス」を収録。純粋な青年マリユスは、可憐なコゼットに憧れをいだく。一方、コゼット

を見守るジャン・ヴァルジャンを戦慄の罠が襲い…。 
読売新聞 2015/10/25 

2013:01. / 475p 
978-4-480-42973-5 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784480429735*

 

レ・ミゼラブル<5>(ちくま文庫 ゆ 5-5) 
ユゴー 著 
筑摩書房 
ジャン・ヴァルジャンを主人公にくり広げられる叙事詩的な小説。5 は、第 5 部「ジャ

ン・ヴァルジャン」を収録。1832 年 6 月、パリの共和派の市民たちが蜂起し、政府軍

と戦う中、ジャン・ヴァルジャンはマリウスの命を救う。 
読売新聞 2015/10/25 

2014:02. / 519p 
978-4-480-42975-9 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784480429759*
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ピラミッド・タウンを発掘する 
河江 肖剰 著 
新潮社 
巨大建築物・ピラミッドはどのように作ったのか。なぜ作ったのか。そして作った人は

どのような生活をしていたのか-。気鋭のエジプト考古学者が当時の「人間」に焦点

を当て、砂漠の下から甦った古代都市の様子を明らかにする。 
読売新聞 2015/10/25 

2015:09. / 286p 
978-4-10-339571-3 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784103395713*

 

服従 
ミシェル・ウエルベック 著 
河出書房新社 
2022 年仏大統領選。極右・国民戦線党首を破り、イスラーム政権が誕生する。シャ

ルリー・エブド事件当日に発売された予言の書。 
読売新聞 2015/10/25、日本経済新聞 2015/10/25 

2015:09. / 299p 
978-4-309-20678-3 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784309206783*

 

犬～他一篇～(岩波文庫)  
中勘助 著 
岩波書店 
日本経済新聞 2015/10/04 

1985:02. / １３４ｐ 
978-4-00-310514-6 
400 円〔本体〕+税 

*9784003105146*

 

現代政治学叢書<１７> 戦争と平和  
猪口 邦子 著 
東京大学出版会 
日本経済新聞 2015/10/04 

1989:05. / ３０４， 
978-4-13-032107-5 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784130321075*

 

不滅の大国アメリカ  
ジョ－ゼフ・Ｓ．ナイ/ 久保伸太郎 著 
読売新聞社 
日本経済新聞 2015/10/04 

1990:10. / ２８３ｐ 
978-4-643-90082-8 
1,748 円〔本体〕+税 

*9784643900828*

 

海洋法  
山本草二 著 
三省堂 
日本経済新聞 2015/10/04 

1992:12. / ２８０ｐ 
978-4-385-31340-5 
3,500 円〔本体〕+税 

*9784385313405*

 

サッチャ－回顧録～ダウニング街の日々～<上巻>  
マ－ガレット・ヒルダ・サッチャ－/ 石塚雅彦 著 
日本経済新聞出版社 
日本経済新聞 2015/10/04 

1993:11. / ５５０ｐ 
978-4-532-16116-3 
2,718 円〔本体〕+税 

*9784532161163*
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サッチャ－回顧録～ダウニング街の日々～<下巻>  
マ－ガレット・ヒルダ・サッチャ－/ 石塚雅彦 著 
日本経済新聞出版社 
日本経済新聞 2015/10/04 

1993:11. / ５５０ｐ 
978-4-532-16117-0 
2,718 円〔本体〕+税 

*9784532161170*

 

新しい中世～相互依存深まる世界システム～(日経ビジネス人文庫)  
田中 明彦 著 
日本経済新聞出版社 
日本経済新聞 2015/10/04 

2003:04. / 362p 
978-4-532-19173-3 
800 円〔本体〕+税 

*9784532191733*

 

宗主権の世界史～東西アジアの近代と翻訳概念～ 
岡本 隆司 編 
名古屋大学出版会 
現代の国際秩序を問い直す、画期的著作 
日本経済新聞 2015/10/04 

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

*9784815807870*

 

重臣たちの昭和史<下>(文春学藝ライブラリー) 
勝田 龍夫 著 
文藝春秋 
盧溝橋事件から日米開戦へと向かう中、昭和天皇の側近たちが抱いた苦悩と展望

とは？ 昭和史の悲劇のクライマックスが明らかになる 
日本経済新聞 2015/10/04 

2014:08. / 478p 
978-4-16-813025-0 
1,690 円〔本体〕+税 

*9784168130250*

 

連続講義現代日本の四つの危機～哲学からの挑戦～(講談社選書メチエ 605) 
齋藤 元紀 編 
講談社 
「知」「ことば」「いのち」「戦争」という「四つの危機」を取り上げた哲学者たちの格闘

の記録。ライヴ感あふれる講義を完全再現。 
日本経済新聞 2015/10/04 

2015:08. / 343p 
978-4-06-258608-5 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784062586085*

 

重臣たちの昭和史<上>(文春学藝ライブラリー) 
勝田 龍夫 著 
文藝春秋 
元老・西園寺公望の側近だった原田熊雄。その女婿だった著者だけが知りえた昭

和史の貴重な証言等を基に、昭和史の奥の院を描き出す。 
日本経済新聞 2015/10/04 

2014:08. / 465p 
978-4-16-813024-3 
1,580 円〔本体〕+税 

*9784168130243*

 

多縁社会～自分で選んだ縁で生きていく。～ 
篠原 聡子/ 空間研究所/ アサツーディ・ケイ 著 
東洋経済新報社 
2。5 世帯住宅、シェアハウス、2 拠点居住など、常識に囚われない 11 の暮らし方を

紹介。そこで紡がれる豊かな「縁」の効能に迫る。 
日本経済新聞 2015/10/04 

2015:08. / 296p 
978-4-492-04578-7 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784492045787*
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弥生時代の歴史(講談社現代新書 2330) 
藤尾 慎一郎 著 
講談社 
500 年早かった水田稲作の開始と、遅かったその列島全体への伝播。AMS 炭素

14 年代測定で明らかになった新たな弥生時代像を提示 
日本経済新聞 2015/10/04 

2015:08. / 248p 
978-4-06-288330-6 
800 円〔本体〕+税 

*9784062883306*

 

攻撃計画～ブッシュのイラク戦争～  
ボブ・ウッドワード/ 伏見 威蕃 著 
日本経済新聞出版社 
大統領本人へのインタビューもまじえ、開戦までの１６カ月にわたる戦争準備、外

交、秘密工作の全貌と、政権中枢部の暗闘を克明に再現。イラク戦争へと突き進む

ブッシュ政権の 高首脳たちの動きを描く。 
日本経済新聞 2015/10/04 

2004:07. / ５９７ｐ 図

版１６ｐ 
978-4-532-16473-7 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784532164737*

 

万葉集で親しむ大和ごころ(角川ソフィア文庫 D150-3)  
上野 誠 著 
KADOKAWA 
嫉妬と裏切り、ユーモア、別れの悲しみ、怒り……現代にも通じる喜怒哀楽を詠ん

だ歌からは、日本人らしい自然で素直な心の綾を感じることができる。万葉歌を通じ

て、万葉びとの豊かな感情の動きを読み解く。 
日本経済新聞 2015/10/04 

2015:09. / 216p 
978-4-04-405410-6 
880 円〔本体〕+税 

*9784044054106*

 

刀と日本語～刀からうまれた日本の言葉～ 
調所 一郎 著 
里文出版 
「切羽詰まる」「太刀打ちできない」「うっとり」「とんちんかん」など、普段使われている

日本語表現の中で刀由来とされている、特に代表的なものを選んで、分かりやすく

解説する。写真やイラストも多数掲載。 
日本経済新聞 2015/10/04 

2015:07. / 141p 
978-4-89806-432-0 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784898064320*

 

「帝国」の国際政治学～冷戦後の国際システムとアメリカ～  
山本 吉宣 著 
東信堂 
わが国に紹介されていない多様で豊富なネオコン等の資料をもとに、アメリカの政

治学者・政治家の主張を詳細に論じ、「アメリカ帝国」をめぐる国際関係の実態を明

晰に分析する。国際システムの本質を追究する一冊。 
日本経済新聞 2015/10/04 

2006:10. / ４４１ｐ 
978-4-88713-705-9 
4,700 円〔本体〕+税 

*9784887137059*

 

誰も知らない香港現代思想史 
羅 永生/ 丸川 哲史/ 鈴木 将久/ 羽根 次郎 著 
共和国/editorial republica 
世界の命脈を握る巨大都市の思想と運動の歴史。2014 年の「雨傘革命」によって、

世界を揺さぶった香港。金融資本や観光に支配されないこの都市の現在を暴く、

気鋭の論客による思想＝運動論集。日本語版オリジナル。 
日本経済新聞 2015/10/04 

2015:08. / 357p 
978-4-907986-09-4 
2,700 円〔本体〕+税 

*9784907986094*



 55  

 

現代思想<Vol.43-15<10 月臨時増刊号>> 総特集=鶴見俊輔 
青土社 
緊急特集！思想の科学、べ平連、九条の会、プラグマティズム、日米交換船……。

九三歳でその生涯を閉じた鶴見俊輔が辿った軌跡を辿り、貫かれた思想のありかを

さぐる。追悼特集。豪華執筆陣による論考・対談等掲載予定！ 
日本経済新聞 2015/10/04 

2015:09. / 246p 
978-4-7917-1306-6 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784791713066*

 

ダメなやつほどダメじゃない(私の履歴書) 
萩本 欽一 著 
日本経済新聞出版社 
視聴率男として一世を風靡した欽ちゃんが、半世紀以上のコメディアン人生と家族

のこと、つらかったこと、うれしかったことを、ちょっぴり照れながら振り返る。滝大作と

の対談も収録。『日本経済新聞』連載に加筆し書籍化。 
日本経済新聞 2015/10/04 

2015:08. / 254p 
978-4-532-16971-8 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784532169718*

 

「無限」に魅入られた天才数学者たち(ハヤカワ文庫 NF 442) 
アミール・D.アクゼル/ 青木 薫 著 
早川書房 
ギリシャ以来、数学者の畏怖の的だった「無限」概念。それに初めて向き合ったカン

トール、ゲーデルらのとった戦略とは? その結果、彼らが心を病まなければならなか

ったのは何故か? 業績の裏側に隠されたドラマに迫る。 
日本経済新聞 2015/10/04 

2015:08. / 335p 
978-4-15-050442-7 
900 円〔本体〕+税 

*9784150504427*

 

「中国共産党」論～習近平の野望と民主化のシナリオ～(NHK 出版新書 468)  
天児 慧 著 
ＮＨＫ出版 
中国の伝統的思想を踏まえ、独特の政治体制から現指導者の人脈まで、第一人者

が持てる知見を総動員して中国共産党「支配の構造」を分析。安易な中国崩壊論

や民主化楽観論を排し、巨大国家の行く末を冷静かつ堅実に見通す。 
日本経済新聞 2015/10/04 

2015:09. / 253p 
978-4-14-088468-3 
780 円〔本体〕+税 

*9784140884683*

 

下層化する女性たち～労働と家庭からの排除と貧困～ 
小杉 礼子/ 宮本 みち子 著 
勁草書房 
なぜ女性の下層化と格差の再生産が進むのか。失業、家庭内暴力、離婚など、か

つてはセイフティネットだった家庭が、若年女性を窮地に追い込んでいる。見えにく

い「女性の貧困」問題を可視化しつつ、社会的支援策を検討する。 
日本経済新聞 2015/10/04 

2015:08. / 15p,266p,6p
978-4-326-65394-2 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784326653942*

 

シンギュラリティ大学が教える飛躍する方法～ビジネスを指数関数的に急成長さ

せる～ 
サリム・イスマイル/ マイケル・マローン/ ユーリ・ファン・ギースト/ 小林 啓倫 著 
日経ＢＰ社 
創業 6 年、Uber はなぜ会社評価額が 2 兆円を超え、Airbnb の評価額はなぜハイ

アットホテルを超えたのか? シリコンバレーで大注目のシンギュラリティ大学の専務

理事である著者が、飛躍するビジネスを徹底分析する。 
日本経済新聞 2015/10/04 

2015:08. / 374p 
978-4-8222-5103-1 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784822251031*
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企業家としての国家～イノベーション力で官は民に劣るという神話～ 
マリアナ・マッツカート/ 大村 昭人 著 
薬事日報社 
iPhone のコア技術も環境技術も、企業家精神を持つ国が高い投資を行って実現し

た技術である-。国がリスクと利益を民間セクターと共有できるような、官と民の共生

的なイノベーションシステムを作ることの必要性を説く。 
日本経済新聞 2015/10/04 

2015:09. / 443p 
978-4-8408-1315-0 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784840813150*

 

倫理的な戦争～トニー・ブレアの栄光と挫折～  
細谷 雄一 著 
慶應義塾大学出版会 
戦争によって「正義」は実現できるのか? ヨーロッパとアメリカの橋渡しをして、「国際

コミュニティ」の結束をめざしたブレアの外交の軌跡と挫折を考察し、21 世紀の世界

秩序のゆくえを問う。 
日本経済新聞 2015/10/04 

2009:11. / ４３６ｐ 
978-4-7664-1687-9 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784766416879*

 

ドイツ同族大企業 
吉森 賢 著 
ＮＴＴ出版 
好調なドイツ経済を牽引する、同族大企業。その強さと社会的威信はどこから来る

のか? ポルシェ、BMW、VW、ボッシュ、ベルテルスマンなど豊富な具体例から、そ

の「企業統治」の核心に迫る。 
日本経済新聞 2015/10/04 

2015:08. / 422p 
978-4-7571-2350-2 
4,800 円〔本体〕+税 

*9784757123502*

 

在宅介護～「自分で選ぶ」視点から～(岩波新書 新赤版 1557) 
結城 康博 著 
岩波書店 
介護現場の取材やインタビューを通して、利用者や家族が抱えている問題点を整

理し、介護サービスの使い方や介護施設の種類、医療と介護サービスの関連性な

どを述べる。さらに、介護政策・施策の方向性について問題提起する。 
日本経済新聞 2015/10/04 

2015:08. / 8p,259p 
978-4-00-431557-5 
820 円〔本体〕+税 

*9784004315575*

 

繭 
青山 七恵 著 
新潮社 
わたしたちはどこで間違ってしまったんだろう-。愛するあまり夫を傷つけてしまう舞。

帰らぬ彼を、ひとり待ち続ける希子。もがき傷つけあいながら生きる、ふたりの破壊と

再生の物語。『新潮』連載を単行本化。 
日本経済新聞 2015/10/04、産経新聞 2015/10/11 

2015:08. / 374p 
978-4-10-318102-6 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784103181026*

 

脱出老人～フィリピン移住に最後の人生を賭ける日本人たち～ 
水谷 竹秀 著 
小学館 
恋人候補 200 人のナンパおじさん、19 歳の妻とスラムで暮らす元大手企業サラリー

マン…。幸せな 期を求めて「脱出」というアクションを起こした高齢者たちのルポル

タージュ。月刊『本の窓』連載を改題、加筆して単行本化。 
日本経済新聞 2015/10/04、朝日新聞 2015/10/11 

2015:09. / 314p 
978-4-09-388436-5 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784093884365*
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ヒョウタン文化誌～人類とともに一万年～(岩波新書 新赤版 1564) 
湯浅 浩史 著 
岩波書店 
世界中で生活用具として使われるだけでなく、神話や象徴など精神的な側面も併

せ持つ 古の栽培植物の一つ、ヒョウタン。広さと深さを兼ね備えたヒョウタン文化

の実像を、物質、精神の両面から明らかにする。 
日本経済新聞 2015/10/04、朝日新聞 2015/10/11 

2015:09. / 5p,214p 
978-4-00-431564-3 
760 円〔本体〕+税 

*9784004315643*

 

印刷という革命～ルネサンスの本と日常生活～ 
アンドルー・ペティグリー/ 桑木野 幸司 著 
白水社 
印刷本の誕生は西欧世界をどう変えたか 
日本経済新聞 2015/10/04、読売新聞 2015/10/11 

2015:08. / 575p,70p 
978-4-560-08443-4 
4,800 円〔本体〕+税 

*9784560084434*

 

恋する武士闘う貴族 
関 幸彦 著 
山川出版社 
暗殺の謀議、恋の復讐…歴史秘話を書き下ろし 
日本経済新聞 2015/10/11 

2015:08. / 397p 
978-4-634-15074-4 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784634150744*

 

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

大な人口移動はいかに戦後をつくったか? 
日本経済新聞 2015/10/11 

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

*9784309226262*

 

メロディがひらめくとき～アーティスト 16 人に訊く作曲に必要なこと～ 
黒田 隆憲 著 
DU BOOKS 
ミュージシャンたちが普段どのように音楽と向き合い、どうカタチにしているのか、曲

作りのプロセスに迫ったインタビュー本。 
日本経済新聞 2015/10/11 

2015:09. / 329p 
978-4-907583-64-4 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784907583644*

 

驚きの皮膚 
傳田 光洋 著 
講談社 
視覚、聴覚があり、あるいは学習し予知する力もあるという驚くべき皮膚感覚！知的

にしてスリリング！ページをめくる指先の快感！ 
日本経済新聞 2015/10/11 

2015:07. / 233p 
978-4-06-219613-0 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784062196130*

 

戦後労働史からみた賃金～海外日本企業が生き抜く賃金とは～ 
小池 和男 著 
東洋経済新報社 
日本の賃金をめぐる議論では、事実に基づかない通説、俗説が跋扈している。歴

史をひもときながら、それら通説の誤りを明らかにする。 
日本経済新聞 2015/10/11 

2015:08. / 11p,191p 
978-4-492-26112-5 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784492261125*



 58  

 

生命の星の条件を探る 
阿部 豊 著 
文藝春秋 
もし地球が一面海に覆われていたら。逆に今の水量が 8 分の 1 に減ったら。また、

地球の大きさが 10 分の 1 なら。生命は誕生できたか? 東大の地球惑星科学の

先端の研究を、一般向けに書き下ろす。 
日本経済新聞 2015/10/11 

2015:08. / 238p 
978-4-16-390322-4 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784163903224*

 

2020 年の「勝ち組」自動車メーカー～成長力を採点!～ 
中西 孝樹 著 
日本経済新聞出版社 
国内自動車各社の復活劇の背景を追い、復活が本物か否かを 2020 年目線でア

ナリスト的な判断を下し、「勝ち組」自動車メーカーを論ずる。加えて、自動車メーカ

ーが長期的な競争力を確立するには何が必要かを検証する。 
日本経済新聞 2015/10/11 

2015:07. / 253p 
978-4-532-32019-5 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784532320195*

 

捜索者～西部劇の金字塔とアメリカ神話の創生～ 
グレン・フランクル/ 高見 浩 著 
新潮社 
19 世紀に起きたインディアンによる白人少女の拉致事件。西部開拓史における「神

話的悲劇」として語り継がれる事件の真相を追い、名匠ジョン・フォード監督がこの

物語を西部劇屈指の作品へと昇華するまでを克明に描く。 
日本経済新聞 2015/10/11 

2015:08. / 525p 
978-4-10-506931-5 
3,400 円〔本体〕+税 

*9784105069315*

 

短篇で読むシチリア(大人の本棚）  233p 2011 
みすず書房 
火山エトナとマフィアの島として知られるシチリアは、その一方で、「紙の島」と呼ば

れるほど多くの作家を生んだ。19 世紀から 20 世紀にかけてのシチリア作家 7 人の

短篇小説から全 14 篇を精選した、魅力的アンソロジー。 
日本経済新聞 2015/10/11 

2011:01. / 233p 
978-4-622-08085-5 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784622080855*

 

ヨーロッパ覇権史(ちくま新書 1147) 
玉木 俊明 著 
筑摩書房 
「軍事革命」で他の地域に優る軍事力を手にし、近代国家のシステムを発明。その

後、大西洋貿易で力をつけ、アジアへ-。オランダ、ポルトガル、イギリスなど近代ヨ

ーロッパ諸国が勢力を拡大し、世界を一変させた過程を追う。 
日本経済新聞 2015/10/11 

2015:10. / 206p,15p 
978-4-480-06852-1 
780 円〔本体〕+税 

*9784480068521*

 

「サル学」の系譜～人とチンパンジーの 50 年～(中公叢書) 
中村 美知夫 著 
中央公論新社 
今西錦司によってはじまった日本の霊長類研究=「サル学」。なかでもチンパンジー

は多くの研究者たちを魅了してきた。タンザニア・マハレで研究がはじまってから半

世紀。チンパンジーの魅力と先人研究者たちの試行錯誤を綴る。 
日本経済新聞 2015/10/11 

2015:09. / 299p 
978-4-12-004756-5 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784120047565*
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フランスという坩堝～一九世紀から二〇世紀の移民史～(叢書・ウニベルシタス 
1032)  
ジェラール・ノワリエル 著 
法政大学出版局 
人権と平等の国フランスで、「移民」という現象は歴史的にどのように出現し、推移

し、語られてきたか。移民・外国人差別、脱植民地化の問題を論じる際の必須文献

となった古典的研究。 
日本経済新聞 2015/10/11 

2015:09. / 
21p,423p,71p 
978-4-588-01032-3 
4,800 円〔本体〕+税 

*9784588010323*

 

ゴージャスなナポリタン 
丸山 浮草 著 
産業編集センター 
ともふささんは 40 歳を過ぎてなお独身、親と同居のひとりっ子。うだうだと自堕落な

日々を送っていたが、変化は突然やってきた! アラフォー世代の姿をリアルに描い

た「俺の暮らしはどうなるのだろう」小説。 
日本経済新聞 2015/10/11 

2015:10. / 201p 
978-4-86311-122-6 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784863111226*

 

チャーチル～不屈の指導者の肖像～ 
ジョン・キーガン/ 富山 太佳夫 著 
岩波書店 
大英帝国の英雄、政治家チャーチル。彼が大英帝国に託したもの、人々がこの男

に夢想したもの、そして彼の強力なリーダーシップの背後にあったものは、何だった

のか? 新たな人間像、国家像、歴史観を提示する。 
日本経済新聞 2015/10/11 

2015:08. / 6p,225p 
978-4-00-023887-8 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784000238878*

 

イスラーム圏で働く～暮らしとビジネスのヒント～(岩波新書 新赤版 1562) 
桜井 啓子 編 
岩波書店 
イスラーム圏に赴任した人や、イスラーム圏を対象とするビジネスに関わっている人

たちが、仕事を通じて体験したエピソード、現地で知った文化や考え方の違い、現

地の人たちとの付き合いや生活などを語る。地域別解説も掲載。 
日本経済新聞 2015/10/11 

2015:09. / 11p,205p 
978-4-00-431562-9 
780 円〔本体〕+税 

*9784004315629*

 

「偶然」の統計学 
デイヴィッド・J.ハンド/ 松井 信彦 著 
早川書房 
ロトで連続大当たり、2 回連続で雷に打たれる…。こうした「ありえない」出来事は、じ

つはけっこう頻繁に起こっている。どうしてそういうことになるのかを実例を盛り込ん

で解説した、統計リテラシーが楽しく身に付く一冊。 
日本経済新聞 2015/10/11、朝日新聞 2015/10/18 

2015:08. / 318p 
978-4-15-209560-2 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784152095602*

 

ふたり～皇后美智子と石牟礼道子～ 
高山 文彦 著 
講談社 
戦後の清算として水俣へ慰霊にでた天皇と美智子皇后。現地で迎えた作家・石牟

礼道子。水俣病を通して理解しあう二人に起きた「奇跡」 
日 本 経 済 新聞  2015/10/11 、 東 京・ 中日 新 聞  2015/10/18 、 東京・ 中 日 新聞 
2015/10/25 

2015:09. / 300p 
978-4-06-219708-3 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784062197083*
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アメリカは食べる。～アメリカ食文化の謎をめぐる旅～ 
東 理夫 著 
作品社 
移民国家として独自の文化を築き上げたアメリカ合衆国の食にまつわる数々の謎

を、一つひとつ紐解いていく。食の百科全書！ 
日本経済新聞 2015/10/11、読売新聞 2015/10/18 

2015:08. / 729p,4p 
978-4-86182-543-9 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784861825439*

 

六十年前の今  
河井 寛次郎著 著 
東峰書房 
日本経済新聞 2015/10/18 

1978:01. / 254 
978-4-88592-010-3 
3,500 円〔本体〕+税 

*9784885920103*

 

斎藤茂吉歌集(岩波文庫)  
斎藤茂吉/ 山口茂吉 著 
岩波書店 
日本経済新聞 2015/10/18 

1978:09. / ３０４ｐ 
978-4-00-310442-2 
700 円〔本体〕+税 

*9784003104422*

 

福翁自伝 新訂 改版 第 60 刷(岩波文庫 33-102-2） 
福沢諭吉/ 富田正文 著 
岩波書店 
日本経済新聞 2015/10/18 

1978:10. / 424p 
978-4-00-331022-9 
1,020 円〔本体〕+税 

*9784003310229*

 

朝鮮詩集(岩波文庫)  
金 素雲 著 
岩波書店 
日本経済新聞 2015/10/18 

1954:11. / ２３０ｐ 
978-4-00-320721-5 
600 円〔本体〕+税 

*9784003207215*

 

夢酔独言他(東洋文庫)  
勝小吉/ 勝部真長 著 
平凡社 
日本経済新聞 2015/10/18 

1989:12. / １９７ｐ 
978-4-582-80138-5 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784582801385*

 

名ごりの夢～蘭医桂川家に生まれて～(東洋文庫)  
今泉みね金子光晴 著 
平凡社 
日本経済新聞 2015/10/18 

1989:06. / ２７６ｐ 
978-4-582-80009-8 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784582800098*
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愛する歌～詩集～<第２集>  
やなせたかし 著 
サンリオ 
日本経済新聞 2015/10/18 

1991:04. / １０９ｐ 
978-4-387-91035-0 
1,165 円〔本体〕+税 

*9784387910350*

 

特命全権大使米欧回覧実記<５>(岩波文庫)  
久米 邦武/ 田中 彰 著 
岩波書店 
日本経済新聞 2015/10/18 

1982:05. / ３８９ｐ 
978-4-00-331415-9 
800 円〔本体〕+税 

*9784003314159*

 

特命全権大使米欧回覧実記<４>(岩波文庫)  
久米 邦武/ 田中 彰 著 
岩波書店 
日本経済新聞 2015/10/18 

1980:08. / ４５３ｐ 
978-4-00-331414-2 
860 円〔本体〕+税 

*9784003314142*

 

特命全権大使米欧回覧実記<３>(岩波文庫)  
久米 邦武/ 田中 彰 著 
岩波書店 
日本経済新聞 2015/10/18 

1979:12. / ４１７ｐ 
978-4-00-331413-5 
800 円〔本体〕+税 

*9784003314135*

 

特命全権大使米欧回覧実記<２>(岩波文庫)  
久米 邦武/ 田中 彰 著 
岩波書店 
日本経済新聞 2015/10/18 

1978:10. / ４３５ｐ 
978-4-00-331412-8 
960 円〔本体〕+税 

*9784003314128*

 

特命全権大使米欧回覧実記<１>(岩波文庫)  
久米 邦武/ 田中 彰 著 
岩波書店 
日本経済新聞 2015/10/18 

1977:09. / ４２９ｐ 
978-4-00-331411-1 
960 円〔本体〕+税 

*9784003314111*

 

現代俳句の世界<６> 中村草田男集(朝日文庫)  
朝日新聞出版 
日本経済新聞 2015/10/18 

1984:05. / ３３３ｐ 
978-4-02-260926-7 
540 円〔本体〕+税 

*9784022609267*
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日本古典文学大系<９４> 近世文学論集  
岩波書店 
日本経済新聞 2015/10/18 

1966:12. / ５０５ｐ 
978-4-00-060094-1 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784000600941*

 

「昭和天皇実録」と戦争 
栗原 俊雄 著 
山川出版社 
昭和天皇実録は太平洋戦争をどう描いているのか 
日本経済新聞 2015/10/18 

2015:08. / 254p 
978-4-634-15090-4 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784634150904*

 

優しいライオン～やなせたかし先生からの贈り物～ 
小手鞠 るい 著 
講談社 
「アンパンマン」作者、詩人、「詩とメルヘン」編集長と活躍した、やなせたかしの知ら

れざる「愛と献身」の人生を愛弟子が描く感動作 
日本経済新聞 2015/10/18 

2015:10. / 283p 
978-4-06-219751-9 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784062197519*

 

ミラノの太陽、シチリアの月(小学館文庫 う 13-1) 
内田 洋子 著 
小学館 
曇天続きのミラノにも晴れ間はあり、太陽に溢れるシチリアにも夜は訪れる-。イタリア

に生きる人々の「光と陰」を、在イタリア 30 年余の著者が精緻な筆で描く。 
日本経済新聞 2015/10/18 

2015:10. / 372p 
978-4-09-406220-5 
670 円〔本体〕+税 

*9784094062205*

 

昭和天皇実録<第 2> 自大正三年至大正九年 
東京書籍 
昭和天皇の誕生より崩御に至るまでの記録「昭和天皇実録」の原本全六十一巻を

十八冊にまとめ、新たに索引一冊を作成して附録として公刊。第 2 は、巻四(大正

三年)?巻六(大正九年)を収録。 
日本経済新聞 2015/10/18 

2015:03. / 669p 
978-4-487-74402-2 
1,890 円〔本体〕+税 

*9784487744022*

 

昭和天皇実録<第 3> 自大正十年至大正十二年 
宮内庁 編 
東京書籍 
昭和天皇の誕生より崩御に至るまでの記録「昭和天皇実録」の原本全六十一巻を

十八冊にまとめ、新たに索引一冊を作成して附録として公刊。第 3 は、巻七(大正

十年)?巻十(大正十二年)を収録。 
日本経済新聞 2015/10/18 

2015:09. / 989p 
978-4-487-74403-9 
1,890 円〔本体〕+税 

*9784487744039*

 

昭和天皇実録<第 1> 自明治三十四年至大正二年 
東京書籍 
昭和天皇の誕生より崩御に至るまでの記録「昭和天皇実録」の原本全六十一巻を

十八冊にまとめ、新たに索引一冊を作成して附録として公刊。第 1 は、巻一(明治

三十四年)?巻四(大正二年)を収録。 
日本経済新聞 2015/10/18 

2015:03. / 4p,4p,710p 
978-4-487-74401-5 
1,890 円〔本体〕+税 

*9784487744015*
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昭和天皇実録<第 4> 自大正十三年至昭和二年 
宮内庁 編 
東京書籍 
昭和天皇の誕生より崩御に至るまでの記録「昭和天皇実録」の原本全六十一巻を

十八冊にまとめ、新たに索引一冊を作成して附録として公刊。第 4 は、巻十一(大
正十三年)?巻十四(昭和二年)を収録。 
日本経済新聞 2015/10/18 

2015:09. / 849p 
978-4-487-74404-6 
1,890 円〔本体〕+税 

*9784487744046*

 

蕪村全句集  
蕪村/ 藤田 真一/ 清登 典子 著 
おうふう 
蕪村発句をより深く理解するために、季題意識を重視し、なおかつ現行の歳事記的

配列とは異なる「古今集」以来の和歌・連歌・俳諧などの集のスタイルにならい配列

した全発句集成。初句索引・季語索引付き。 
日本経済新聞 2015/10/18 

2000:06. / ６０１ｐ 
978-4-273-02917-3 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784273029173*

 

犬の力を知っていますか? 
池田 晶子 著, 池田 晶子/ わたくし、つまり Nobody 編 
毎日新聞出版 
あとから来たのに、先に往く。彼らはひたすら、我々に愛をそそぎ続ける。かくも愛

おしい生き物が、この世に存在するものでしょうか-。犬と思索と、酒をこよなく愛した

哲学者・池田晶子の傑作アンソロジー。 
日本経済新聞 2015/10/18 

2015:08. / 280p 
978-4-620-32321-3 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784620323213*

 

昭和天皇実録その表と裏<1> 太平洋戦争の時代 
保阪 正康 著 
毎日新聞出版 
公開された類例のない年代記「昭和天皇実録」を徹底的に読み抜き、著者自身の

深い識見と膨大な資料によって拡充し、昭和天皇の戦争体験の未知なる真実を明

らかにする。『サンデー毎日』連載を加筆し単行本化。 
日本経済新聞 2015/10/18 

2015:03. / 203p 
978-4-620-32303-9 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784620323039*

 

地図から読む江戸時代(ちくま新書 1144) 
上杉 和央 著 
筑摩書房 
地理的な空間をどう認識するかは時代によって異なる。江戸時代の日本地図の変

遷をたどり、現代の日本の「かたち」がいかにつくられたかを探る。近世史の知られ

ざる側面を照射し、歴史地理学の世界へ誘う一冊。 
日本経済新聞 2015/10/18 

2015:09. / 234p 
978-4-480-06850-7 
940 円〔本体〕+税 

*9784480068507*

 

昭和天皇実録評解～裕仁はいかにして昭和天皇になったか～ 
小田部 雄次 著 
敬文舎 
皇孫・皇太子時代の昭和天皇の姿を「昭和天皇実録」の記事をもとに、従来の研究

成果を組み込みながら再構成。重要事項や人名に注を付して、当時の時代背景や

現在につながる人間関係についての知識を提供する。 
日本経済新聞 2015/10/18 

2015:09. / 383p 
978-4-906822-70-6 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784906822706*
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昭和天皇実録その表と裏<2> 太平洋戦争敗戦・満州事変とファシズムの時代 
保阪 正康 著 
毎日新聞出版 
敗戦時と昭和初年のファシズムの時代を昭和天皇はいかに生きたか。「昭和天皇実

録」を読み込みながら、終戦を受け入れる天皇の不退転の決意と、軍部の暴走への

憂慮を描く。『サンデー毎日』連載を加筆し単行本化。 
日本経済新聞 2015/10/18 

2015:07. / 220p 
978-4-620-32315-2 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784620323152*

 

インテル～世界で最も重要な会社の産業史～ 
マイケル・マローン/ 土方 奈美 著 
文藝春秋 
技術力か営業力か? 創造か模倣か? 継承か革新か? 全ての産業の基本となるコ

ンピュータ産業をつくった「史上 強の半導体メーカー」インテルと、「トリニティ」と呼

ばれた 3 人の創業者の半世紀にわたる物語。 
日本経済新聞 2015/10/18 

2015:09. / 582p 
978-4-16-390331-6 
2,100 円〔本体〕+税 

*9784163903316*

 

戦争と読書～水木しげる出征前手記～(角川新書 K-45)  
水木 しげる/ 荒俣 宏 著 
KADOKAWA 
水木しげるが徴兵される直前、人生の一大事に臨んで綴った「覚悟の表明」たる手

記。そこから浮かびあがるのは、これまで見たことがない懊悩する水木しげるの姿。

太平洋戦争下の若者の苦悩と絶望、そして救いとは。 
日本経済新聞 2015/10/18 

2015:09. / 202p 
978-4-04-082049-1 
800 円〔本体〕+税 

*9784040820491*

 

財務省と政治～「最強官庁」の虚像と実像～(中公新書 2338)  
清水 真人 著 
中央公論新社 
「 強官庁」と称される財務省(旧大蔵省)。20 年以上の取材をもとに、55 年体制の

爛熟期から安倍政権まで、大蔵・財務省と政治の綱引きを追い、平成の統治構造

改革の潮流にも位置付けて「 強官庁」の実像を描き出す。 
日本経済新聞 2015/10/18 

2015:09. / 7p,300p 
978-4-12-102338-4 
880 円〔本体〕+税 

*9784121023384*

 

事象そのものへ！  
池田 晶子/ わたくし、つまりＮｏｂｏｄｙ 著 
トランスビュー 
哲学の巫女・池田晶子の仕事はここに始まる?。思考の発生と運動を、非人称かつ

詩的な言葉で刻みつけ、天才の登場を鮮烈に告げた記念碑的作品。５年にわたり

書き継いだ表題作に、アンチフェミニズム論、知識人批判等を併収。 
日本経済新聞 2015/10/18 

2010:02. / ２２２ｐ 
978-4-901510-78-3 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784901510783*

 

日本と中国、「脱近代」の誘惑～アジア的なものを再考する～(homo viator) 
梶谷 懐 著 
太田出版 
現代中国経済研究の俊英が、日中・東アジアの現在と未来を語った論考。中国の

「民主」や「立憲主義」、「国家」と「民(間)」の関係について考察するほか、それらを

日中の「モダニティ」の相互作用という観点からとらえる。 
日本経済新聞 2015/10/18 

2015:06. / 357p 
978-4-7783-1476-7 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784778314767*
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弔いの文化史～日本人の鎮魂の形～(中公新書 2334) 
川村 邦光 著 
中央公論新社 
日本人は非業の死を遂げた者をどう弔ってきたのか。源信や蓮如らによる弔いの作

法を辿り、巫女の口寄せ、ムカサリ絵馬など現在も続く風習を紹介し、遺影のあり方

をも考察。古代から東日本大震災後まで連なる鎮魂の形を探る。 
日本経済新聞 2015/10/18 

2015:08. / 12p,295p 
978-4-12-102334-6 
880 円〔本体〕+税 

*9784121023346*

 

日本はなぜ核を手放せないのか～「非核」の死角～ 
太田 昌克 著 
岩波書店 
核を手放せない日本。その陰影には、真の「非核」を妨げるいくつもの死角が潜む。

知られざる核の裏面史、その深層を明らかにする。『47NEWS』連載「原子力時代の

死角」等を加筆し単行本化。 
日本経済新聞 2015/10/18 

2015:09. / 14p,184p 
978-4-00-006303-6 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784000063036*

 

蘭学事始 改版(岩波文庫 青 20-1)  
杉田玄白/ 緒方富雄 著 
岩波書店 
福沢諭吉は友人とともに繰り返し『蘭学事始』を読んだが、『ターヘル・アナトミア』の

原書を前にした玄白たちが「艫舵なき船の大海に乗り出だせしが如く」ただただ呆

然とするばかりだったとある条に至るや、常に感涙し無言に終ったという。蘭学創始

にあずかった先人たちの苦闘の記録は今も鮮烈な感動をよぶ。 
日本経済新聞 2015/10/18 

1959:03. / 196p 
978-4-00-330201-9 
600 円〔本体〕+税 

*9784003302019*

 

福祉の経済哲学～個人・制度・公共性～ 
後藤 玲子 著 
ミネルヴァ書房 
新しい経済学の構築における可能性と拡がり 
日本経済新聞 2015/10/25 

2015:07. / 14p,392p 
978-4-623-07145-6 
4,500 円〔本体〕+税 

*9784623071456*

 

陽気なギャングは三つ数えろ～長編サスペンス書下ろし～(ノン・ノベル 1026) 
伊坂 幸太郎 著 
祥伝社 
絶体絶命のカウントダウン！史上 強の天才強盗 4 人組に強敵あらわる！180 万

部シリーズ待望の 新作！ 
日本経済新聞 2015/10/25 

2015:10. / 225p 
978-4-396-21026-7 
840 円〔本体〕+税 

*9784396210267*

 

損したくないニッポン人(講談社現代新書 2335)  
高橋 秀実 著 
講談社 
「損したくない」「出遅れたくない」と行動して損してしまうニッポン人が多すぎない？

あの高橋秀実が真面目に考えた行動経済学の裏 
日本経済新聞 2015/10/25 

2015:09. / 285p 
978-4-06-288335-1 
800 円〔本体〕+税 

*9784062883351*
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東京 2025～ポスト五輪の都市戦略～ 
市川 宏雄/ 森記念財団都市戦略研究所 著 
東洋経済新報社 
世界における東京のポジションとその強み・弱みを明らかにすることで、2020 年の

五輪後も東京が発展し続け、世界一の都市になるための戦略策定にあたって必要

不可欠な情報をとりまとめる。 
日本経済新聞 2015/10/25 

2015:09. / 275p 
978-4-492-76220-2 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784492762202*

 

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

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

り、書き置かれた途上の歩みをたどる。 
日本経済新聞 2015/10/25 

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

*9784783709909*

 

ROE が奪う競争力～「ファイナンス理論」の誤解が経営を壊す～ 
手島 直樹 著 
日本経済新聞出版社 
間違った ROE(自己資本利益率)戦略は、企業価値を破壊し、本来の成長力を奪

いかねない。価値創造とファイナンス理論の誤解を正し、日本企業の強みを活かし

た経営のあり方を、実例とともに解説する。 
日本経済新聞 2015/10/25 

2015:09. / 337p 
978-4-532-32025-6 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784532320256*

 

ファインマンさん最後の授業(ちくま学芸文庫 ム 6-2)  
レナード・ムロディナウ 著 
筑摩書房 
若手科学者と二度目のガン手術の直後で年老いたファインマン先生との 後の交

流。科学や人生の素晴らしさを静かな日々の中に見つめ、一級の物理学者たちの

様子も生き生きと描きだす珠玉のノンフィクション。 
日本経済新聞 2015/10/25 

2015:09. / 233p 
978-4-480-09690-6 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784480096906*

 

人質 460 日～なぜ生きることを諦めなかったのか～(亜紀書房翻訳ノンフィクショ

ン・シリーズ 2-4) 
アマンダ・リンドハウト/ サラ・コーベット/ 鈴木 彩織 著 
亜紀書房 
2008 年、カナダ人フリー・ジャーナリストのアマンダは、元恋人のカメラマンと共に、

取材で訪れたソマリアで武装グループに誘拐され、1 年半におよぶ監禁生活を余

儀なくされた…。極限体験を綴った回想録。 
日本経済新聞 2015/10/25 

2015:09. / 485p 
978-4-7505-1434-5 
2,700 円〔本体〕+税 

*9784750514345*

 

文化立国論～日本のソフトパワーの底力～(ちくま新書 1148) 
青柳 正規 著 
筑摩書房 
人口減少、経済停滞のなか、復活のカギをにぎるのは「文化」である。地域に根差し

た文化による地方再生の実践を分析しつつ、身近にある小さな文化に注目し、そこ

から日本人がよりよく生きていくための姿を探る。 
日本経済新聞 2015/10/25 

2015:10. / 206p 
978-4-480-06851-4 
760 円〔本体〕+税 

*9784480068514*
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ドルフィン・ソングを救え! 
樋口 毅宏 著 
マガジンハウス 
バブル期まっただ中の 1989 年にタイムスリップしたフリーター、トリコ(45 歳、独身女

子)。憧れだったミュージシャン、ドルフィン・ソングの解散を阻止すべく、奔走する! 
『BRUTUS』掲載に加筆・修正。 
日本経済新聞 2015/10/25 

2015:10. / 234p 
978-4-8387-2813-8 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784838728138*

 

ホンダジェット～開発リーダーが語る 30 年の全軌跡～ 
前間 孝則 著 
新潮社 
30 年前、社内にも極秘で始まった研究開発は、悪戦苦闘を経て、世界の賞賛を浴

びた…。グローバル化の時代を大きく先取りした極めてアグレッシブな挑戦、ホンダ

ジェット開発の軌跡を辿ったビジネスノンフィクション。 
日本経済新聞 2015/10/25 

2015:09. / 315p 
978-4-10-328922-7 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784103289227*

 

地球温暖化交渉の真実～国益をかけた経済戦争～ 
有馬 純 著 
中央公論新社 
これまで地球温暖化交渉はどう動き、その時々で日本は何を目指し戦ってきたの

か。2015 年 12 月に開催される COP21 では何が交渉されるのか。今後の日本の課

題とは-。交渉に関与してきた著者が私見をまとめる。 
日本経済新聞 2015/10/25 

2015:09. / 246p 
978-4-12-004769-5 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784120047695*

 

アートは資本主義の行方を予言する～画商が語る戦後七〇年の美術潮流～

(PHP 新書 1009)  
山本 豊津 著 
ＰＨＰ研究所 
現代アートは難しくてわかりにくいものではなく、現代社会の中で起こるすべての事

象にかかわる価値と意味を持っている-。日本屈指の画廊「東京画廊」のオーナー

が豊富な知見を披露しながら、驚きの美術論を展開する。 
日本経済新聞 2015/10/25 

2015:10. / 218p 
978-4-569-82617-2 
840 円〔本体〕+税 

*9784569826172*

 

GDP～<小さくて大きな数字>の歴史～ 
ダイアン・コイル/ 高橋 璃子 著 
みすず書房 
GDP(国内総生産)計算の先駆的試みから、1940 年代における誕生、戦後の黄金

期を経て、現在直面する限界と課題までを歴史的にたどり、GDP は何を測るのか、

21 世紀にふさわしい経済指標とは何かを明らかにする。 
日本経済新聞 2015/10/25 

2015:08. / 149p,13p 
978-4-622-07911-8 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784622079118*

 

AI は「心」を持てるのか～脳に近いアーキテクチャ～ 
ジョージ・ザルカダキス/ 長尾 高弘 著 
日経ＢＰ社 
人類を救うためには、心を持った AI(人工知能やロボット)がカギ-。処理能力の向上

だけでなく、脳に近いアーキテクチャの進化が必要と考える著者が、AI の歴史や現

状を踏まえながら、AI と人とのかかわりを分析する。 
日本経済新聞 2015/10/25 

2015:09. / 492p 
978-4-8222-8540-1 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784822285401*
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China 2049～秘密裏に遂行される「世界覇権 100 年戦略」～ 
マイケル・ピルズベリー/ 野中 香方子 著 
日経ＢＰ社 
米国を出し抜き、2049 年に世界制覇を握るための秘密戦略、中国「100 年マラソ

ン」の全貌とは。親中派だった著者が中国の軍事戦略研究の第一人者となり、世界

の覇権を目指す中国の長期的戦略に警鐘を鳴らすまでを描く。 
日本経済新聞 2015/10/25 

2015:09. / 438p 
978-4-8222-5104-8 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784822251048*

 

イタリア都市の空間人類学 
陣内 秀信 著 
弦書房 
人々の営み、地形や場所の意味、信仰や自然観から、都市空間に潜むメッセージ

を感じとる-。「空間人類学」をキーワードに、複雑な空間構造とダイナミックな景観の

なかで人々が生き生きと暮らすイタリアの都市の根源に迫る。 
日本経済新聞 2015/10/25 

2015:09. / 446p 
978-4-86329-118-8 
3,500 円〔本体〕+税 

*9784863291188*

 

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

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

選び方のルールをさぐる。 
日本経済新聞 2015/10/25 

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

*9784004315414*

 

戦後サブカル年代記～日本人が愛した「終末」と「再生」～ 
円堂 都司昭 著 
青土社 
「日本沈没」「風の谷のナウシカ」「進撃の巨人」…。敗戦からの復興後も、私たちは

戦争・環境破壊・災害などによる「終末」以後の光景を幻視し続けてきた。戦後の歩

みの全貌を「終末カルチャー」の歴史として描き出す。 
日本経済新聞 2015/10/25 

2015:08. / 338p,12p 
978-4-7917-6872-1 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784791768721*

 

日本精神史<上> 
長谷川 宏 著 
講談社 
縄文時代の巨大建造物から江戸末期の『東海道四谷怪談』まで、日本の思想と文

化を「精神」の歴史として一望のもとにとらえた快著！ 
日本経済新聞 2015/10/25、毎日新聞 2015/10/25 

2015:09. / 496p 
978-4-06-219461-7 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784062194617*

 

日本精神史<下> 
長谷川 宏 著 
講談社 
三内丸山から『東海道四谷怪談』まで、日本の文化・思想を一望のもとに描き尽くす

『日本精神史』。下巻は、武士や庶民が躍動する！ 
日本経済新聞 2015/10/25、毎日新聞 2015/10/25 

2015:09. / 521p 
978-4-06-219462-4 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784062194624*
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影の中の影 
月村 了衛 著 
新潮社 
日本に潜伏中のウイグル人亡命団が襲われた。送り込まれた中国の刺客、黙認す

る弱腰の日本政府と警察。絶体絶命の亡命団に、謎の男が救いの手をさしのべ

…。『小説新潮』連載「カーガー」を加筆修正し単行本化。 
毎日新聞 2015/10/03 

2015:09. / 347p 
978-4-10-339531-7 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784103395317*

 

消滅～VANISHING POINT～ 
恩田 陸 著 
中央公論新社 
超巨大台風が接近し封鎖された空港で、別室に連行された 11 人(+1 匹)。この中

に、テロを計画する首謀者がいるという。閉鎖空間で緊迫の「テロリスト探し」が始ま

る! 『読売新聞』連載を単行本化。 
毎日新聞 2015/10/03、読売新聞 2015/10/11 

2015:09. / 523p 
978-4-12-004764-0 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784120047640*

 

史記列伝<１>(岩波文庫)  
司馬遷/ 小川環樹 著 
岩波書店 
毎日新聞 2015/10/04 

1975:06. / ３１３ｐ 
978-4-00-332141-6 
800 円〔本体〕+税 

*9784003321416*

 

仰臥漫録 改版(岩波文庫)  
正岡 子規 著 
岩波書店 
毎日新聞 2015/10/04 

1983:11. / １９５ｐ 
978-4-00-310135-3 
500 円〔本体〕+税 

*9784003101353*

 

墨汁一滴 改版(岩波文庫)  
正岡 子規 著 
岩波書店 
毎日新聞 2015/10/04 

1984:03. / １７０ｐ 
978-4-00-310134-6 
460 円〔本体〕+税 

*9784003101346*

 

病牀六尺 改版(岩波文庫)  
正岡 子規 著 
岩波書店 
毎日新聞 2015/10/04 

1984:07. / １９３ｐ 
978-4-00-310132-2 
500 円〔本体〕+税 

*9784003101322*

 

ひとびとの跫音（あしおと）<下巻> 改版(中公文庫)  
司馬 遼太郎 著 
中央公論新社 
毎日新聞 2015/10/04 

1999:09. / ２８１ｐ 
978-4-12-202243-0 
552 円〔本体〕+税 

*9784122022430*
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ひとびとの跫音（あしおと）<上巻> 改版(中公文庫)  
司馬 遼太郎 著 
中央公論社 
毎日新聞 2015/10/04 

1995:02. / ２８２ｐ 
978-4-12-202242-3 
667 円〔本体〕+税 

*9784122022423*

 

漢書<１> 帝紀(ちくま学芸文庫)  
班 固/ 小竹 武夫 著 
筑摩書房 
毎日新聞 2015/10/04 

1997:12. / ４７３ｐ 
978-4-480-08401-9 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784480084019*

 

狼煙を見よ～東アジア反日武装戦線“狼”部隊～(現代教養文庫)  
松下竜一 著 
社会思想社 
毎日新聞 2015/10/04 

1993:09. / 308p 
978-4-390-11462-2 
621 円〔本体〕+税 

*9784390114622*

 

超・反知性主義入門 
小田嶋 隆 著 
日経ＢＰ社 
ニュースやネットの流行を題材に、日本流の「反知性主義」をあぶり出してきた「NB
オンライン」好評連載中のコラムを加筆編集 
毎日新聞 2015/10/04 

2015:09. / 303p 
978-4-8222-7928-8 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784822279288*

 

近世快人伝～頭山満から父杉山茂丸まで～(文春学藝ライブラリー) 
夢野 久作 著 
文藝春秋 
破天荒で無頓着、無造作で放胆。頭山満、杉山茂丸、奈良原到といった玄洋社の

猛者たちと、魚屋の大将の破天荒な人生を、面白おかしく描き上げた痛快な人物

評伝。 
毎日新聞 2015/10/04 

2015:06. / 245p 
978-4-16-813046-5 
980 円〔本体〕+税 

*9784168130465*

 

病者の文学－正岡子規  
黒沢 勉 著 
信山社 
正岡子規の生涯と作品を「病者の文学」としてとらえ、手紙や短歌を含めた作品を

紹介しながらわかりやすく解説する。漢字の多くは新字体に改め、ルビを多く施し

た。〈ソフトカバー〉 
毎日新聞 2015/10/04 

1998:07. / ３４２ｐ 
978-4-7972-3902-7 
3,980 円〔本体〕+税 

*9784797239027*

 

エニグマ アラン・チューリング伝<上> 
アンドルー・ホッジス 著 
勁草書房 
イギリスの数学者アラン・チューリング。史上 強の暗号解読者、コンピュータ科学

の創始者としての彼と、その後の数奇な人生を描いた評伝。2015 年 3 月公開映画

「イミテーション・ゲーム」の原作。 
毎日新聞 2015/10/04 

2015:02. / 32p,412p 
978-4-326-75053-5 
2,700 円〔本体〕+税 

*9784326750535*
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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 2015/10/04 

2015:07. / 474p,18p 
978-4-267-02023-0 
5,000 円〔本体〕+税 

*9784267020230*

 

ジル・ドゥルーズの「アベセデール」 
ジル・ドゥルーズ 著 
KADOKAWA 
待望の日本語字幕版が完成！ ドゥルーズの晩年をとらえた貴重なインタビュー。

字幕翻訳チームには國分功一郎氏、千葉雅也氏などのメンバーを迎え、解説ブッ

クには内容解説のほかに両氏の対談も収録した豪華保存版。 
毎日新聞 2015/10/04 

2015:09. /  
978-4-04-653344-9 
8,700 円〔本体〕+税 

*9784046533449*

 

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。 
毎日新聞 2015/10/04 

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

*9784163902951*

 

永遠と軛～ボリース・パステルナーク評伝詩集～ 
工藤 正廣 著 
未知谷 
反体制派として活動したロシアおよびソ連の文学者、ボリース・パステルナークの評

伝詩集。1932?46 年、42 歳から 56 歳までの人生の声をあつめ、「ドクトル・ジヴァ

ゴ」が生まれるまでのその困難な日々をたどる。 
毎日新聞 2015/10/04 

2015:09. / 292p 
978-4-89642-481-2 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784896424812*

 

経済と自由～文明の転換～(ちくま学芸文庫 ホ 9-3) 
カール・ポランニー 著 
筑摩書房 
近代ヨーロッパ批判「新しい西洋のために」を冒頭に収めるカール・ポランニーの論

考集。初期のファシズム研究から、中期「大転換」の市場社会批判を経て、後期「経

済人類学」構想へと至る、ポランニー思想のすべてを網羅。 
毎日新聞 2015/10/04 

2015:07. / 557p 
978-4-480-09666-1 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784480096661*

 

バイオエピステモロジー 
米本 昌平 著 
書籍工房早山 
「機械論 vs 生気論」論争の 終回答を提示。鍵は、熱力学第二法則を脱神話化す

ることだった-。「細胞内の自然をどう見立てるか」という問いを中心課題に置く哲学

的フロンティア、バイオエピステモロジーについての論考。 
毎日新聞 2015/10/04 

2015:08. / 341p 
978-4-904701-43-0 
4,000 円〔本体〕+税 

*9784904701430*
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B 型肝炎～なぜここまで拡がったのか～(岩波ブックレット No.936) 
奥泉 尚洋/ 久野 華代 著 
岩波書店 
1953 年、WHO は予防接種での注射器使い回しによる B 型肝炎伝染を警告した

が、日本では 1980 年代まで使い回しが続けられ、40 万人以上が感染した。空前の

行政犯罪の全貌と、補償をもとめる患者のたたかいを報告する。 
毎日新聞 2015/10/04 

2015:09. / 62p 
978-4-00-270936-9 
520 円〔本体〕+税 

*9784002709369*

 

寺山修司からの手紙 
寺山 修司/ 山田 太一 著 
岩波書店 
寺山修司と山田太一は、ともに昭和 29 年に早稲田大学に入学し、同級生として出

会った。昭和 30?33 年にかけて、寺山修司が山田太一に宛てて送ったハガキと封

書を、山田太一の寺山修司宛書簡とあわせて掲載する。 
毎日新聞 2015/10/04 

2015:09. / 201p 
978-4-00-024048-2 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784000240482*

 

チュ－リング～情報時代のパイオニア～ 
Ｂ．ジャック・コ－プランド／服部桂 著 
ＮＴＴ出版 
現代のコンピュータの基本モデルとなった「チューリング・マシン」を考案したイギリス

の数学者、アラン・チューリング。対ナチ戦争を勝利に導いた暗号解読、ゲイとして

の私生活など、多くの逸話と謎にみちたその生涯を描く。 
毎日新聞 2015/10/04 

2013:12. / 419p 
978-4-7571-0344-3 
2,900 円〔本体〕+税 

*9784757103443*

 

エニグマ アラン・チューリング伝<下> 
アンドルー・ホッジス 著 
勁草書房 
イギリスの数学者アラン・チューリングの評伝。ドイツ軍の暗号機エニグマを破ったチ

ューリングはコンピュータ開発戦争にも関わっていく。しかし時代は彼を翻弄し…。

映画「イミテーション・ゲーム」の原作。 
毎日新聞 2015/10/04、読売新聞 2015/10/18 

2015:08. / 4p,520p,13p
978-4-326-75054-2 
2,700 円〔本体〕+税 

*9784326750542*

 

水たまり 
細田 傳造 著 
書肆山田 
クビシメラレテ 喉仏コクリコ陥没シンダ どのくらいのあいだ死んでいたのだろう 小

川が流れている 花が咲いている 小鳥が鳴いていた どのくらいのあいだ聞いてい

たのだろう(「八月の雨」より) 第 3 詩集。 
毎日新聞 2015/10/05 

2015:01. / 127p 
978-4-87995-908-9 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784879959089*

 

鉄道員（ぽっぽや）(集英社文庫)  
浅田 次郎 著 
集英社 
毎日新聞 2015/10/11 

2000:03. / ２９８ｐ 
978-4-08-747171-7 
480 円〔本体〕+税 

*9784087471717*
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恐怖の愉しみ<下>(創元推理文庫)  
ウォルタ－・ジョン・デ・ラ・メア/ 平井呈一 著 
東京創元社 
毎日新聞 2015/10/11 

1985:05. / ３８４ｐ 
978-4-488-53502-5 
680 円〔本体〕+税 

*9784488535025*

 

明治日本の面影(講談社学術文庫)  
ラフカディオ・ハ－ン/ 平川祐弘 著 
講談社 
毎日新聞 2015/10/11 

1990:10. / ４８９ｐ 
978-4-06-158943-8 
1,450 円〔本体〕+税 

*9784061589438*

 

崩れ(講談社文庫)  
幸田 文 著 
講談社 
毎日新聞 2015/10/11 

1994:10. / ２０６ｐ 
978-4-06-185788-9 
388 円〔本体〕+税 

*9784061857889*

 

本屋って何? 
稲葉 茂勝/ 秋田 喜代美 著 
ミネルヴァ書房 
好評の図書館向けシリーズが縮刷版に！ 
毎日新聞 2015/10/11 

2015:09. / 127p 
978-4-623-07446-4 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784623074464*

 

港、モンテビデオ 
いしい しんじ 著 
河出書房新社 
ヴァージニア・ウルフ、パブロ・ネルーダ、アルフレッド・ウォリス…、世界的表現者と

航海をともにした慎二が見た光景とは――。 
毎日新聞 2015/10/11 

2015:08. / 212p 
978-4-309-02404-2 
1,650 円〔本体〕+税 

*9784309024042*

 

若山牧水～その親和力を読む～ 
伊藤 一彦 著 
短歌研究社 
若山牧水の歌が人びとに広く愛誦されるのはなぜなのか。牧水と同郷の著者が、恋

の歌、旅の歌、自然の歌を読み解く事でその秘密に迫る。 
毎日新聞 2015/10/11 

2015:06. / 257p 
978-4-86272-459-5 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784862724595*

 

女、今日も仕事する 
大瀧 純子 著 
ミシマ社 
結婚、就職、転職、出産、育児、クビ、経営、更年期…「ふつうの女性」が、こうした

すべてを織り重ねて生きていく！女性が“人間らしく”働きつづける方法を探る、待

望の書。 
毎日新聞 2015/10/11 

2015:06. / 198p 
978-4-903908-65-6 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784903908656*
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狂気の科学～真面目な科学者たちの奇態な実験～ 
レト U.シュナイダー/ 石浦 章一/ 宮下 悦子 著 
東京化学同人 
監獄実験でわかった人の心に潜む邪悪な本性とは? 心の重量を実験で測定? モ

ルモットの精巣由来の不老不死薬? 中世から現代までの科学者たちの奇態な実験

100 を紹介する。 
毎日新聞 2015/10/11 

2015:05. / 14p,273p,6p
978-4-8079-0862-2 
2,100 円〔本体〕+税 

*9784807908622*

 

虫めづる姫君～堤中納言物語～(光文社古典新訳文庫 KA ン 1-1) 
光文社 
風流な貴公子の失敗談「花を手折る人(花桜折る中将)」、年ごろなのに夢中になる

のは虫ばかりの姫「あたしは虫が好き(虫めづる姫君)」…。平安人の息遣いが蘇る

物語集。訳者エッセイを各篇に収録。 
毎日新聞 2015/10/11 

2015:09. / 265p 
978-4-334-75318-4 
860 円〔本体〕+税 

*9784334753184*

 

日本外交の挑戦(角川新書 K-40) 
田中 均 著 
KADOKAWA 
世界のパワーバランスが変容し、東アジアをはじめ地政学リスクが増している。今こ

そ必要なのは、正しい戦略を持った「能動的外交」である。時代の転換点を見続け

てきた外交官による、21 世紀の日本への提言。 
毎日新聞 2015/10/11 

2015:08. / 229p 
978-4-04-082005-7 
800 円〔本体〕+税 

*9784040820057*

 

「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。 
毎日新聞 2015/10/11 

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

*9784140912317*

 

その時、名画があった 
玉木 研二 著 
牧野出版 
映画とともに時代はあり、時代とともに映画はあった-。昭和を彩った内外の名作 107
本を選りすぐり、公開された“あの頃”に遡って紹介する、異色の映画ガイド。『毎日

新聞』東京地域面の連載コラムを単行本化。 
毎日新聞 2015/10/11 

2015:08. / 447p 
978-4-89500-193-9 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784895001939*

 

大相撲想い出の名力士たち(双葉文庫 た-43-01) 
武田 葉月 著 
双葉社 
こんな凄い男たちが大相撲の歴史をつくってきた! 名力士 20 人の相撲人生を、知

られざるエピソードを交えて紹介。阿武松親方と錣山親方の特別対談も収録。月刊

『小説推理』連載を加筆訂正し、書き下ろしを加えて文庫本化。 
毎日新聞 2015/10/11 

2015:09. / 202p 
978-4-575-71444-9 
556 円〔本体〕+税 

*9784575714449*
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水の旅～日本再発見～(中公文庫 と 29-2) 
富山 和子 著 
中央公論新社 
日本の文化は水の文化。米、酒、鮭、杉…。先人たちが自然に働きかけてきた苦心

の歴史を各地に訪ね、そこに息づく知恵と思想を紹介する。自然環境が激変する

時期に、水を通して日本の未来を考えたルポ。「水の文化史」姉妹編。 
毎日新聞 2015/10/11 

2013:08. / 283p 
978-4-12-205832-3 
724 円〔本体〕+税 

*9784122058323*

 

知識の社会史<2> 百科全書からウィキペディアまで 
ピーター・バーク 著 
新曜社 
知はいかにして商品となり、資本主義世界に取り入れられたか? 探検、遺跡発掘、

博物館から、蒸気、電信、ラジオ・テレビ、コンピュータ、インターネットまで、様々な

エピソードを題材に展開する「知の一大パノラマ」。完結。 
毎日新聞 2015/10/11 

2015:07. / 534p 
978-4-7885-1433-1 
4,800 円〔本体〕+税 

*9784788514331*

 

職業としての小説家(SWITCH LIBRARY) 
村上 春樹 著 
スイッチ・パブリッシング 
誰のために書くのか、どのように書くのか、なぜ小説を書き続けるのか、小説を書く

ための強い心とは…。村上春樹の自伝的エッセイ。『MONKEY』連載に書き下ろ

し、河合隼雄についての講演原稿を加えて単行本化。 
毎日新聞 2015/10/11、産経新聞 2015/10/25、朝日新聞 2015/10/25 

2015:09. / 313p 
978-4-88418-443-8 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784884184438*

 

「昭和天皇実録」を読む(岩波新書 新赤版 1561) 
原 武史 著 
岩波書店 
「昭和天皇実録」の細部を丁寧に読みこむと、これまで見えてこなかった「お濠の内

側」における天皇の生活様態が明らかになる。天皇と「神」との関係に注目し、昭和

史・昭和天皇像を刷新する。岩波書店での講義をもとに書籍化。 
毎日新聞 2015/10/11、日本経済新聞 2015/10/18 

2015:09. / 2p,259p,7p 
978-4-00-431561-2 
800 円〔本体〕+税 

*9784004315612*

 

戦争の記憶(ちくま学芸文庫)  
イアン・ブルマ/ 石井 信平 著 
筑摩書房 
毎日新聞 2015/10/18 

2003:07. / ５２３ｐ 
978-4-480-08778-2 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784480087782*

 

新編百花譜百選(岩波文庫)  
木下 杢太郎/ 前川 誠郎 著 
岩波書店 
毎日新聞 2015/10/18 

2007:01. / ２２７ｐ 
978-4-00-310533-7 
1,540 円〔本体〕+税 

*9784003105337*
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南蛮寺門前 和泉屋染物店～他三篇～(岩波文庫)  
木下 杢太郎 著 
岩波書店 
毎日新聞 2015/10/18 

1987:01. / １８５ｐ 
978-4-00-310532-0 
500 円〔本体〕+税 

*9784003105320*

 

青年 改版(新潮文庫)  
森 鴎外 著 
新潮社 
毎日新聞 2015/10/18 

2010:07. / ３２９ｐ 
978-4-10-102002-0 
490 円〔本体〕+税 

*9784101020020*

 

戦後日本と国際政治～安保改定の政治力学～  
原彬久 著 
中央公論新社 
毎日新聞 2015/10/18 

1988:12. / ６８２ｐ 
978-4-12-001757-5 
6,602 円〔本体〕+税 

*9784120017575*

 

日本人と戦争(朝日文庫)  
ロベ－ル・ギラン/ 根本長兵衛 著 
朝日新聞出版 
毎日新聞 2015/10/18 

1990:12. / ４５８ｐ 
978-4-02-260624-2 
680 円〔本体〕+税 

*9784022606242*

 

ユートピア 改版(中公文庫)  
トマス・モア/ 沢田 昭夫 著 
中央公論新社 
毎日新聞 2015/10/18 

2003:09. / ３２８ｐ 
978-4-12-201991-1 
762 円〔本体〕+税 

*9784122019911*

 

或る「小倉日記」伝 改版(新潮文庫)  
松本 清張 著 
新潮社 
毎日新聞 2015/10/18 

1998:06. / ４１５ｐ 
978-4-10-110902-2 
710 円〔本体〕+税 

*9784101109022*

 

文章読本 改版(中公文庫)  
三島 由紀夫 著 
中央公論新社 
毎日新聞 2015/10/18 

2000:06. / ２３６ｐ 
978-4-12-202488-5 
552 円〔本体〕+税 

*9784122024885*
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限界芸術論(ちくま学芸文庫)  
鶴見 俊輔 著 
筑摩書房 
毎日新聞 2015/10/18 

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

*9784480085252*

 

日本人の戦争～作家の日記を読む～(文春文庫 キ 14-1) 
ドナルド・キーン/ 角地 幸男 著 
文藝春秋 
毎日新聞 2015/10/18 

2011:12. / 318p 
978-4-16-765180-0 
600 円〔本体〕+税 

*9784167651800*

 

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 
毎日新聞 2015/10/18 

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

*9784540142437*

 

グローバル・ヒストリーとしての「1968 年」～世界が揺れた転換点～ 
西田 慎/ 梅崎 透 著 
ミネルヴァ書房 
20 世紀における転換点に非体験世代が挑む 
毎日新聞 2015/10/18 

2015:07. / 
13p,416p,13p 
978-4-623-07382-5 
3,500 円〔本体〕+税 

*9784623073825*

 

地図の世界史大図鑑 
ジェリー・ブロットン 著 
河出書房新社 
3500 年前の岩石地図からグーグルアースまで、人類の地図の歴史を一望できる決

定版図鑑。古今東西の古地図を満載した贅沢な一冊！ 
毎日新聞 2015/10/18 

2015:10. / 256p 
978-4-309-22630-9 
8,800 円〔本体〕+税 

*9784309226309*

 

わたしの木下杢太郎 
岩阪 恵子 著 
講談社 
近代を代表する詩人・木下杢太郎。医者・画家としても活躍した巨人の、知られざる

生涯と作品に、評伝の名手が迫った、極私的詩人論。 
毎日新聞 2015/10/18 

2015:09. / 197p 
978-4-06-219530-0 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784062195300*

 

食後の唄  
木下 杢太郎 著 
日本図書センター 
「食後の唄」「後街時調」「町の小唄」「竹枝」「斜街小曲」「街頭風景」「劇中の挿曲」

「抒情小吟」から各章数篇ずつ収録。大正８年アララギ発行所刊の初版本を底本

に、デザインを模した装丁で再刊。 
毎日新聞 2015/10/18 

2004:02. / ２２０ｐ 
978-4-8205-9594-6 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784820595946*
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アメノウズメ伝～神話からのびてくる道～(平凡社ライブラリー)  
鶴見 俊輔 著 
平凡社 
アメノウズメは権威を恐れない。その踊りと笑いで一瞬にして風を巻き起こし、硬直し

た制度や精神に風穴を開ける。神話と歴史の中に、おおらかな〈女の力〉を描きだ

す新鮮な試み。再刊。〈ソフトカバー〉 
毎日新聞 2015/10/18 

1997:10. / ２４４ｐ 
978-4-582-76217-4 
800 円〔本体〕+税 

*9784582762174*

 

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

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

した壮大な政治ドラマ。戦後史への貴重な証言。 
毎日新聞 2015/10/18 

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

*9784122060418*

 

マレットの旅 
山崎 ふみこ/ 根井 雅弘 著 
左右社 
きっと音楽を通して、どんな自分も伝えられる-。ヴィブラフォン奏者・山崎ふみこの

「ふふふ」な日常と、「むむむ」な思考。色とりどりの気持ちがあふれるエッセイを根

井雅弘が構成。インタビューも収録する。 
毎日新聞 2015/10/18 

2015:07. / 133p 
978-4-86528-125-5 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784865281255*

 

掌をかざす(俳句日記 2014) 
小川 軽舟 著 
ふらんす堂 
初日記一日がもうなつかしく 家族とは焚火にかざす掌のごとく サラリーマンと俳人

を両立させる著者が、2014 年の 365 日を俳句と文章で綴る。ふらんす堂のホーム

ページに掲載されたものをまとめて書籍化。 
毎日新聞 2015/10/18 

2015:09. / 382p 
978-4-7814-0806-4 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784781408064*

 

エラスムス=トマス・モア往復書簡(岩波文庫 33-612-3) 
エラスムス/ トマス・モア/ 沓掛 良彦/ 高田 康成 著 
岩波書店 
固い友情がのちに伝説化されるまでになった、エラスムスとトマス・モアの往復書簡

全 50 通に、16 世紀ヨーロッパにおける知識人の交流・活動の様子や政局を読む。

ルネサンスと宗教改革を内側から語る貴重な証言。 
毎日新聞 2015/10/18 

2015:06. / 442p,4p 
978-4-00-336123-8 
1,080 円〔本体〕+税 

*9784003361238*

 

植物はすごい<七不思議篇> 知ってびっくり、緑の秘密(中公新書 2328) 
田中 修 著 
中央公論新社 
アサガオの花はなぜ夕方になると赤紫になるの? どうしてゴーヤの実は熟すと爆発

するの? トマトのタネはなぜぬるぬるに包まれているの? 7 つの身近な植物に秘めら

れた「すごさ」から学ぶ、生き方の工夫と知恵。 
毎日新聞 2015/10/18 

2015:07. / 5p,231p 
978-4-12-102328-5 
820 円〔本体〕+税 

*9784121023285*
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江戸日本の転換点～水田の激増は何をもたらしたか～(NHK ブックス 1230) 
武井 弘一 著 
ＮＨＫ出版 
新田開発は、江戸の社会を豊かにする一方で、農業に深刻な矛盾を生み出した。

田んぼの四季と百姓の生活を史料から忠実に再現し、社会の深層で進んだ不可逆

の変化を浮かび上がらせて、開発と弊害のジレンマを解き明かす。 
毎日新聞 2015/10/18 

2015:04. / 276p 
978-4-14-091230-0 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784140912300*

 

人生に美を添えて 
大村 智 著 
生活の友社 
ヒーリング・アートの先駆け、海外の美術館巡り、追憶の女流画家たち…。世界的科

学者であり、女子美術大学名誉理事長でもある著者が、「美」との触れあいについ

て綴る。月刊誌『美術の窓』連載に加筆・修正し単行本化。 
毎日新聞 2015/10/18 

2015:07. / 185p 
978-4-915919-95-4 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784915919954*

 

ドン・キホーテ<前篇１>(ワイド版岩波文庫)  
セルバンテス/ 牛島 信明 著 
岩波書店 
騎士道本を読み過ぎて妄想にとらわれ、古ぼけた甲冑に身を固め、やせ馬ロシナ

ンテに跨って旅に出る。その時代錯誤と肉体的脆弱さで、行く先々で嘲笑の的とな

るが…。登場する誰もがとめどもなく饒舌な、セルバンテスの代表作。 
毎日新聞 2015/10/18 

2010:09. / ４３１ｐ 
978-4-00-007329-5 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784000073295*

 

戦後政治の証言者たち～オーラル・ヒストリーを往く～ 
原 彬久 著 
岩波書店 
政治学にオーラル・ヒストリーの手法を初めて導入した著者が、インタビュー資料を

駆使して描く日本政治の相貌。岸信介・藤山愛一郎らやその政敵の証言を通して、

「安保改定」等に彩られた戦後政治史の知られざる断面を明かす。 
毎日新聞 2015/10/18 

2015:08. / 10p,301p 
978-4-00-061064-3 
3,100 円〔本体〕+税 

*9784000610643*

 

エラスムス痴愚神礼讃(岩波文庫 青 612-1)  
渡辺一夫 著 
岩波書店 
16 世紀はじめエラスムス（1466 頃�1536）は本書を著し、人間を「痴愚者」の集団と

して眺め「痴愚女神」に雄弁を振わせるという構想で、中世以来の腐敗したカトリック

教会の世界を容赦なく批判し、歪められてきた人間性の救済を要求した。それはま

さしくトマス・モアが「ユートピア」寓話に託した主張であり、現代西欧人のユマニスム

の基盤であった。挿絵＝ハンス・ホルバインほか 
毎日新聞 2015/10/18 

1954:10. / 296p 
978-4-00-336121-4 
780 円〔本体〕+税 

*9784003361214*

 

和田悟朗(シリーズ自句自解 2) 
和田 悟朗 著 
ふらんす堂 
俳句はこうして生まれる-。句作を志す人の必読入門書。句集「人間律」「風車」「疾

走」等の中から 100 句を選び、著者自らが解説を付す。初句索引も収録。 
毎日新聞 2015/10/19 

2015:10. / 203p 
978-4-7814-0819-4 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784781408194*
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時効～飯田冬眞句集～(未来図叢書 第 190 篇) 
飯田 冬眞 著 
ふらんす堂 
海鳴りや父の帰らぬ雛の家 影ひとつはみ出すホーム神無月 本売つて明るき窓よ

燕来る 時効なき父の昭和よ凍てし鶴 マンモスを追ひ詰めてゐる昼寝かな 310 句

を収めた第 1 句集。 
毎日新聞 2015/10/19 

2015:09. / 178p 
978-4-7814-0801-9 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784781408019*

 

鬼平犯科帳<１>(文春文庫)  
池波 正太郎 著 
文芸春秋 
毎日新聞 2015/10/25 

2000:04. / ３１７ｐ 
978-4-16-714253-7 
560 円〔本体〕+税 

*9784167142537*

 

殺しの四人(講談社文庫)  
池波 正太郎 著 
講談社 
毎日新聞 2015/10/25 

2001:04. / ２８２ｐ 
978-4-06-273135-5 
495 円〔本体〕+税 

*9784062731355*

 

剣客商売一 剣客商売(新潮文庫 い-17-1) 
池波 正太郎 著 
新潮社 
毎日新聞 2015/10/25 

2002:09. / 365p 
978-4-10-115731-3 
590 円〔本体〕+税 

*9784101157313*

 

さよなら妖精(創元推理文庫)  
米沢 穂信 著 
東京創元社 
毎日新聞 2015/10/25 

2006:06. / ３６０ｐ 
978-4-488-45103-5 
743 円〔本体〕+税 

*9784488451035*

 

真田騒動～恩田木工～(新潮文庫)  
池波 正太郎 著 
新潮社 
毎日新聞 2015/10/25 

1984:09. / ３７７ｐ 
978-4-10-115621-7 
670 円〔本体〕+税 

*9784101156217*

 

真田太平記<第１巻> 改版 天魔の夏(新潮文庫)  
池波 正太郎 著 
新潮社 
毎日新聞 2015/10/25 

2005:01. / ５１９ｐ 
978-4-10-115634-7 
750 円〔本体〕+税 

*9784101156347*



 81  

 

真田太平記<第２巻> 改版 秘密(新潮文庫)  
池波 正太郎 著 
新潮社 
毎日新聞 2015/10/25 

2005:01. / ５２６ｐ 
978-4-10-115635-4 
750 円〔本体〕+税 

*9784101156354*

 

真田太平記<第３巻> 改版 上田攻め(新潮文庫)  
池波 正太郎 著 
新潮社 
毎日新聞 2015/10/25 

2005:01. / ５８６ｐ 
978-4-10-115636-1 
790 円〔本体〕+税 

*9784101156361*

 

真田太平記<第４巻> 改版 甲賀問答(新潮文庫)  
池波 正太郎 著 
新潮社 
毎日新聞 2015/10/25 

2005:01. / ５９５ｐ 
978-4-10-115637-8 
840 円〔本体〕+税 

*9784101156378*

 

真田太平記<第５巻> 改版 秀頼誕生(新潮文庫)  
池波 正太郎 著 
新潮社 
毎日新聞 2015/10/25 

2005:01. / ５３４ｐ 
978-4-10-115638-5 
750 円〔本体〕+税 

*9784101156385*

 

真田太平記<第６巻> 改版 家康東下(新潮文庫)  
池波 正太郎 著 
新潮社 
毎日新聞 2015/10/25 

2005:01. / ５４５ｐ 
978-4-10-115639-2 
790 円〔本体〕+税 

*9784101156392*

 

真田太平記<第７巻> 改版 関ケ原(新潮文庫)  
池波 正太郎 著 
新潮社 
毎日新聞 2015/10/25 

2005:05. / ５１２ｐ 
978-4-10-115640-8 
750 円〔本体〕+税 

*9784101156408*

 

真田太平記<第８巻> 改版 紀州九度山(新潮文庫)  
池波 正太郎 著 
新潮社 
毎日新聞 2015/10/25 

2005:05. / ６２６ｐ 
978-4-10-115641-5 
840 円〔本体〕+税 

*9784101156415*
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真田太平記<第９巻> 改版 二条城(新潮文庫)  
池波 正太郎 著 
新潮社 
毎日新聞 2015/10/25 

2005:07. / ５４５ｐ 
978-4-10-115642-2 
790 円〔本体〕+税 

*9784101156422*

 

真田太平記<第１０巻> 改版 大坂入城(新潮文庫)  
池波 正太郎 著 
新潮社 
毎日新聞 2015/10/25 

2005:07. / ５５７ｐ 
978-4-10-115643-9 
790 円〔本体〕+税 

*9784101156439*

 

真田太平記<第１１巻> 改版 大坂夏の陣(新潮文庫)  
池波 正太郎 著 
新潮社 
毎日新聞 2015/10/25 

2005:07. / ５６７ｐ 
978-4-10-115644-6 
790 円〔本体〕+税 

*9784101156446*

 

真田太平記<第１２巻> 改版 雲の峰(新潮文庫)  
池波 正太郎 著 
新潮社 
毎日新聞 2015/10/25 

2005:07. / ５７３ｐ 
978-4-10-115645-3 
790 円〔本体〕+税 

*9784101156453*

 

くるみ割り人形とねずみの王様(河出文庫)  
エルンスト・テ－オド－ル・アマデ－ウス・/ 種村季弘 著 
河出書房新社 
毎日新聞 2015/10/25 

1996:01. / ２６４ｐ 
978-4-309-46145-8 
621 円〔本体〕+税 

*9784309461458*

 

錯乱 新装(春陽文庫)  
池波正太郎 著 
春陽堂書店 
毎日新聞 2015/10/25 

1996:05. / ２２４ｐ 
978-4-394-12102-2 
429 円〔本体〕+税 

*9784394121022*

 

青春忘れもの(新潮文庫 い 16-90） 
池波 正太郎 著 
新潮社 
毎日新聞 2015/10/25 

2011:06. / 268p 
978-4-10-115753-5 
490 円〔本体〕+税 

*9784101157535*
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Don't Follow the Wind～展覧会公式カタログ 2015～ 
Don't Follow the Wind 実行委員会 編 
河出書房新社 
福島第一原子力発電所付近の帰還困難区域を舞台とした国際展「ドント・フォロー・

ザ・ウィンド」の全貌とは。 
毎日新聞 2015/10/25 

2015:09. / 305p 
978-4-309-25562-0 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784309255620*

 

幸福(しあわせ)の構造～持続する幸福感と幸せな社会づくり～ 
島井 哲志 著 
有斐閣 
幸福を感じるとは？ポジティブ心理学研究の実証データを基に、私達がどう自分や

周囲の人の幸福を実現できるのかを指し示す。 
毎日新聞 2015/10/25 

2015:09. / 4p,271p 
978-4-641-17414-6 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784641174146*

 

日本人のひたむきな生き方 
松本 創 著 
講談社 
「日本でいちばん大切にしたい会社」の個人版。逆境に屈せず、周囲に流されず、

自分の務めを果たしてきた普通の日本人 7 人の物語。 
毎日新聞 2015/10/25 

2015:07. / 233p 
978-4-06-219632-1 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784062196321*

 

ブルデュー闘う知識人(講談社選書メチエ 606)  
加藤 晴久 著 
講談社 
今世紀の知に与える影響の大きさはフーコーでもデリダでもなくブルデューが一番

だろう。社会における知識人の意味を示した思想とは？ 
毎日新聞 2015/10/25 

2015:09. / 286p 
978-4-06-258609-2 
1,750 円〔本体〕+税 

*9784062586092*

 

ホフマニアーナ 
アンドレイ・タルコフスキー/ 前田 和泉/ 山下 陽子 著 
エクリ 
ロシアの映画監督タルコフスキーによる、幻の 8 作目。幻想作家のホフマンを主人

公に、大きなシーンごとに書き分けられた、シナリオであり、小説でもある書。 
毎日新聞 2015/10/25 

2015:09. / 92p 
978-4-9908589-0-2 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784990858902*

 

戦争といのちと聖路加国際病院ものがたり 
日野原 重明 著 
小学館 
1941 年、太平洋戦争がはじまった年に聖路加国際病院に就職した日野原重明。

医師として戦争と向き合い、戦後の再生を体験してきた生き証人が、その体験と未

来へのメッセージを語る。 
毎日新聞 2015/10/25 

2015:09. / 157p 
978-4-09-227183-8 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784092271838*

 

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? 
毎日新聞 2015/10/25 

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

*9784488027513*
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なぜ戦争は伝わりやすく平和は伝わりにくいのか～ピース・コミュニケーションとい

う試み～(光文社新書 765) 
伊藤 剛 著 
光文社 
コミュニケーション論を前提として、どのように戦争シナリオがつくられ、メディアが偏

向し、大衆の心理が醸成されていくのかを見ていくとともに、平和教育、戦争と平和

に関するジレンマについて綴る。 
毎日新聞 2015/10/25 

2015:07. / 268p 
978-4-334-03868-7 
800 円〔本体〕+税 

*9784334038687*

 

池上彰・森達也のこれだけは知っておきたいマスコミの大問題 
池上 彰/ 森 達也 著 
現代書館 
特定秘密保護法、集団的自衛権、選挙報道についての政党の介入など今、日本

でおきているマスコミ・報道の問題を池上彰と森達也が語り尽くす。１４年の朝日新

聞コラム掲載拒否事件の真相も池上本人が明かす。 
毎日新聞 2015/10/25 

2015:09. / 230p 
978-4-7684-5762-7 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784768457627*

 

ぼくたちは戦場で育った～サラエボ 1992-1995～ 
ヤスミンコ・ハリロビッチ/ 角田 光代/ 千田 善 著 
集英社インターナショナル 
ボスニア・ヘルツェゴビナ、サラエボ、サラエボ包囲について説明し、戦時下のサラ

エボで育った著者自身の体験を記すほか、戦争中にサラエボで幼少期を過ごした

人々の短い思い出、イビツァ・オシムの特別寄稿などを収録する。 
毎日新聞 2015/10/25 

2015:10. / 285p 
978-4-7976-7269-5 
2,100 円〔本体〕+税 

*9784797672695*

 

鬼貫句選・独ごと(岩波文庫)  
上嶋 鬼貫/ 復本 一郎 著 
岩波書店 
芭蕉と同時代を生きた上島鬼貫（１６６１?１７３８）は、天明俳壇の炭太祇、与謝蕪村

による再評価により、「東の芭蕉、西の鬼貫」と並び称された俳人。『鬼貫句選』は、

炭太祇が鬼貫の全発句のうちから、四百余句を精選した句集。『独ごと』は、円熟期

の鬼貫五十八歳の作。「まことの外に俳諧なし」で知られる鬼貫の俳論・随想の集大

成である。 
毎日新聞 2015/10/25 

2010:07. / ２６４ｐ 
978-4-00-302811-7 
720 円〔本体〕+税 

*9784003028117*

 


