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2015 年 11 月分新聞書評 

 

十五少年漂流記(新潮モダン・クラシックス) (新潮モダン・クラシックス) 
ジュール・ヴェルヌ/ 椎名 誠/ 渡辺 葉 著 
新潮社 
嵐の夜、十五人の少年を乗せた船はニュージーランドの港から流されて孤島へ

と辿り着く。自力で生き抜かねばならない少年たちの努力、恐怖、勇気、友情、

反目、そしてその末に…。椎名誠・渡辺葉父娘による活力溢れる翻訳。 
産経新聞 2015/11/01 

2015:08. / 465p 
978-4-10-591004-4 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784105910044*

 

新イタリア・オペラ史 
水谷 彰良 著 
音楽之友社 
06 年初版「イタリア・オペラ史」の大幅増補改訂版。 新の年表、充実した索

引、写真・図版も豊富。究極のオペラの歴史書。 
産経新聞 2015/11/01 

2015:09. / 305p,44p 
978-4-276-11041-0 
2,750 円〔本体〕+税 

*9784276110410*

 

おんがくたいくまちゃん 
シャーリー・パレントー/ デイヴィッド・ウォーカー/ 福本 友美子 著 
岩崎書店 
おどりにあわせて がっきをならそう。どんなおとがでるのかな? すこやかな心を

育てる絵本。 
産経新聞 2015/11/01 

2015:10. / 1 冊(ページ

付なし) 
978-4-265-85090-7 
1,100 円〔本体〕+税 

*9784265850907*

 

東京結合人間 
白井 智之 著 
KADOKAWA 
“一切嘘がつけない”障害をもつ結合人間“オネストマン”だけが集う孤島で、殺

人事件が起こる。容疑者たちは“嘘をつけない”はずだが、全員が犯行を否定。

事件に巻き込まれた圷は殺人犯を追うが――。 
産経新聞 2015/11/01 

2015:09. / 350p 
978-4-04-103474-3 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784041034743*

 

科学研究とデータのからくり～日本は不正が多すぎる!～(PHP 新書 1006) : 
日本は不正が多すぎる! (PHP 新書) 
谷岡 一郎 著 
ＰＨＰ研究所 
なぜ科学者はうそをつくのか。STAP 細胞事件、ノバルティスファーマの臨床研

究データ改竄事件、厚生労働省の「ギャンブル依存症 536 万人」記者発表問題

を取り上げ、不正のレベルと原因を解説する。 
産経新聞 2015/11/01 

2015:10. / 229p 
978-4-569-82654-7 
780 円〔本体〕+税 

*9784569826547*

 

舞踏、まさにそれゆえに～土方巽曝かれる裏身体～: 土方巽曝かれる裏身体 
河村 悟 著 
現代思潮新社 
1959 年 5 月、土方巽が新人舞踏公演で発表した「禁色」の衝撃波が舞踏界を

走りぬけた…。暗黒の舞踏王・土方巽が達成した、裏身体の形而「情」学的経験

と、その思考のイマージュを解きあかす、衝撃の舞踏論。 
産経新聞 2015/11/01 

2015:10. / 181p 
978-4-329-00494-9 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784329004949*
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冒険歌手～珍・世界最悪の旅～: 珍・世界 悪の旅 
峠 恵子 著 
山と渓谷社 
幸せな人生を送り、「自分は苦労を知らない」がコンプレックスのシンガーソング

ライター・峠恵子。冒険家・藤原一孝が指揮するニューギニア探検隊に加わった

彼女が体験した、1 年 1 カ月に及ぶ奇想天外の冒険物語。 
産経新聞 2015/11/01 

2015:10. / 366p 
978-4-635-88624-6 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784635886246*

 

インドの社会と名誉殺人 
チャンダー・スータ・ドグラ/ 鳥居 千代香 著 
柘植書房新社 
マノジとバブリーは駆け落ちをして結婚したが、ふたりはバブリーの兄や親族に

殺害され…。2007 年に北インドで実際に起こった、家族や部族の名誉を守るた

めの私的制裁「名誉殺人」を描いた書。 
産経新聞 2015/11/01 

2015:10. / 275p 
978-4-8068-0677-6 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784806806776*

 

けもの道の歩き方～猟師が見つめる日本の自然～: 猟師が見つめる日本の自

然 
千松 信也 著 
リトル・モア 
人里に動物が出没するのは森の荒廃が原因か? 自然は「手つかず」が理想か? 
自然はカラダにいいのか? 狩猟採集生活の中で綴った 20 編のエッセイを収

録。『日本農業新聞』連載に加筆し書籍化。 
産経新聞 2015/11/01、朝日新聞 2015/11/08 

2015:09. / 270p 
978-4-89815-417-5 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784898154175*

 

伊豆の長八～幕末・明治の空前絶後の鏝絵師～: 幕末・明治の空前絶後の鏝

絵師 
[入江 長八/ 日比野 秀男 著, [入江 長八/ 伊豆の長八生誕 200 年祭実行

委員会 編 
平凡社 
幕末・明治にかけて漆喰彫刻と鏝絵の名人といわれた「伊豆の長八」。日本美

術に孤高の輝きを放つその画業の全貌を、塗額・塑像・掛軸などの代表作約

100 点で辿る。 
産経新聞 2015/11/07 

2015:09. / 175p 
978-4-582-54454-1 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784582544541*

 

孤独のグルメ<2> 2  
久住 昌之/ 谷口 ジロー 著 
扶桑社 
静岡の汁おでん、下北沢のピザ、大手町のとんこつラーメン…。輸入雑貨商・井

之頭五郎が味わう食の数々、全 13 話を収録。平松洋子による解説エッセイも掲

載。『週刊 SPA!』連載を単行本化。 
産経新聞 2015/11/07 

2015:09. / 141p 
978-4-594-07337-4 
920 円〔本体〕+税 

*9784594073374*

 

たすけて、おとうさん 
大岡 玲 著 
平凡社 
ピノッキオの冒険、源氏物語、老人と海…。古今東西の名作を現代におきかえ

て“翻訳”した実験的な 12 の創作。柔らかい語り口ながら強烈な毒をふんだん

に含む、著者 13 年ぶりの小説。『こころ』連載を改題して単行本化。 
産経新聞 2015/11/08 

2015:07. / 255p 
978-4-582-83691-2 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784582836912*
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立志・苦学・出世～受験生の社会史～(講談社学術文庫 2318): 受験生の社

会史 (講談社学術文庫) 
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。 
産経新聞 2015/11/08 

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

*9784062923187*

 

マスコミ漂流記(銀河叢書) (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。 
産経新聞 2015/11/08 

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

*9784864880824*

 

ふまんがあります(わたしのえほん) (わたしのえほん) 
ヨシタケ シンスケ 著 
ＰＨＰ研究所 
どうして、子供だけはやく寝なくちゃいけないの? どうして弟が悪いのにわたしば

っかり怒られるの? 大人にちゃんと文句をいって、ズルいのをやめてもらおう! ヨ

シタケシンスケのユーモア絵本。ジャケット裏にぬりえあり。 
産経新聞 2015/11/08 

2015:09. / [32p] 
978-4-569-78502-8 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784569785028*

 

チンギス・カンとその時代 
白石 典之 編 
勉誠出版 
これまで見過ごされてきた国際状況や交通・交易、自然環境、日常生活や技術

の展開などを、考古学・自然科学・文献史学を駆使することで明らかにし、チン

ギス・カンをめぐる歴史の実像を立体的に描き出す。 
産経新聞 2015/11/08 

2015:09. / 18p,374p 
978-4-585-22127-2 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784585221272*

 

民社育ちで、日本が好き～“政党本部職員、新聞記者、大学講師”経験者の実

感録～: “政党本部職員、新聞記者、大学講師”経験者の実感録 
寺井 融 著 
展転社 
結婚の経緯、民社党本部の宴会、池袋の下宿、森田健作の名演説、猪木議員

のスピーチ…。政党本部職員、新聞記者、大学講師を経験してきた著者が綴っ

たエッセイやコラムを収録する。 
産経新聞 2015/11/08 

2015:10. / 191p 
978-4-88656-418-4 
1,370 円〔本体〕+税 

*9784886564184*

 

宗教と震災～阪神・淡路、東日本のそれから～: 阪神・淡路、東日本のそれか

ら 
三木 英 著 
森話社 
阪神・淡路大震災発生から 20 年、宗教は被災地・被災者とどのように関わり、

その経験は東日本大震災へどのように受け継がれたのか。自らも阪神・淡路大

震災で被災した宗教社会学者が、被災地の「それから」を報告し、記憶の風化を

防ぐ方法を提言する。 
産経新聞 2015/11/08 

2015:10. / 251p 
978-4-86405-083-8 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784864050838*
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人生を変える読書～無期懲役囚の心を揺さぶった 42 冊～(廣済堂新書 060): 
無期懲役囚の心を揺さぶった 42 冊 (廣済堂新書) 
美達 大和 著 
廣済堂出版 
獄中で数万冊を読破する“本の虫”の著者が、読書を通じて辿り着いた答えは

「本で人は変われる」ということ。生きるために必要な概念や知識が得られる本、

意欲や情熱が呼び覚まされる本を紹介する。 
産経新聞 2015/11/08 

2015:10. / 239p 
978-4-331-51977-6 
820 円〔本体〕+税 

*9784331519776*

 

いちまき～ある家老の娘の物語～: ある家老の娘の物語 
中野 翠 著 
新潮社 
曾祖母が江戸家老の娘だったなんて! 亡父の遺品整理から、一族のルーツを

辿る旅が始まり…。「負け組」の先祖を身近に感じ、波瀾の歴史に思いを馳せる

ノンフィクション。『小説新潮』連載に加筆し書籍化。 
産経新聞 2015/11/08、朝日新聞 2015/11/15 

2015:09. / 173p 
978-4-10-419302-8 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784104193028*

 

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。 
産経新聞 2015/11/14 

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

*9784624700973*

 

下町ロケット<2> ガウディ計画 2  
池井戸 潤 著 
小学館 
ロケットのエンジン部品開発で倒産の危機を切り抜けてから数年。町工場・佃製

作所は、またしてもピンチに陥っていた。そんな時、多くの心臓病患者を救う医

療機器「ガウディ」の開発依頼が持ち込まれ…。 
産経新聞 2015/11/14 

2015:11. / 371p 
978-4-09-386429-9 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784093864299*

 

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。 
産経新聞 2015/11/15 

2015:09. / 201p 
978-4-00-024048-2 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784000240482*

 

建築の大転換 増補版(ちくま文庫 い 88-1), 増補版 (ちくま文庫) 
伊東 豊雄/ 中沢 新一 著 
筑摩書房 
自然と敵対しない建築とは? 10 万年スパンでみた人の営みとは? 前線で生き

る建築家と思想家が、建築と日本の未来を説き尽くす。「新国立競技場」問題へ

の緊急提言を収録した増補版。 
産経新聞 2015/11/15 

2015:10. / 319p 
978-4-480-43311-4 
780 円〔本体〕+税 

*9784480433114*
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風かおる 
葉室 麟 著 
幻冬舎 
鍼灸医・菜摘は、「妻敵討ち」の旅から戻った養父・佐十郎と十年ぶりの再会を

果たす。しかし帰藩した佐十郎は不治の病に侵され、妻敵討ちは何者かに謀ら

れたものだと口にした…。『ポンツーン』連載に加筆・修正。 
産経新聞 2015/11/15 

2015:09. / 280p 
978-4-344-02821-0 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784344028210*

 

暦で読み解く古代天皇の謎(PHP 文庫 お 78-1)  (PHP 文庫) 
大平 裕 著 
ＰＨＰ研究所 
神代の時代の建国の年を、「日本書紀」の編纂者たちはいかに決めたのだろう

か? 5 世紀以降に使用された「元嘉暦」「儀鳳暦」を読み解き、「日本書紀」に隠

された古代天皇の実像に迫る。 
産経新聞 2015/11/15 

2015:10. / 395p 
978-4-569-76437-5 
780 円〔本体〕+税 

*9784569764375*

 

深海でサンドイッチ～「しんかい 6500」支援母船「よこすか」の食卓～(<私の大

学>テキスト版 6): 「しんかい 6500」支援母船「よこすか」の食卓 (<私の大学>
テキスト版) 
平井 明日菜/ 上垣 喜寛 著 
こぶし書房 
世界を代表する大深度有人潜水調査船「しんかい 6500」のパイロットや研究

者、乗組員らの生活基盤になっている支援母船「よこすか」。彼らの暮らしを支え

る料理人たちと、食卓を彩るおいしい料理の秘密に迫る。 
産経新聞 2015/11/15 

2015:10. / 160p 
978-4-87559-308-9 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784875593089*

 

戦争を仕掛けた中国になぜ謝らなければならないのだ!～「日中戦争」は中国

が起こした～(自由社ブックレット 3): 「日中戦争」は中国が起こした (自由社ブ

ックレット) 
茂木 弘道 著 
自由社 
日本軍が中国やアジア各国に対して侵略、虐殺、暴行、掠奪を働いたという史

実はない-。真実の歴史を精緻に検証、中国のウソに断固反撃し、日本人に刷り

込まれた贖罪意識を一掃する。 
産経新聞 2015/11/15 

2015:11. / 90p 
978-4-915237-88-1 
500 円〔本体〕+税 

*9784915237881*

 

あこがれ 
川上 未映子 著 
新潮社 
麦彦とヘガティー、同じ歳の 2 人はイノセンスを抱えて全力で走り抜ける。この

不条理に満ちた世界を-。さまざまな<あこがれ>の対象を持ちながら必死に生き

る少年少女のぎりぎりのユートピアを描く。『新潮』掲載を単行本化。 
産 経 新 聞  2015/11/15 、 東 京 ・ 中 日 新 聞  2015/11/22 、 日 本 経 済 新 聞 
2015/11/22 

2015:10. / 248p 
978-4-10-325624-3 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784103256243*

 

チャーちゃん 
保坂 和志/ 小沢 さかえ 著 
福音館書店 
現代文学の旗手、保坂和志が一匹の死んだ猫を語り手に紡いだ言葉は、稲妻

のような鮮烈さで、思いもかけない死の姿を照らし出す。 
産経新聞 2015/11/15、読売新聞 2015/11/22 

2015:10. / [40p] 
978-4-8340-8203-6 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784834082036*
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秋山祐徳太子の母 
秋山 祐徳太子 著 
新潮社 
3 年連続芸大受験番号 1 番奪取計画の時も。ブリキ彫刻誕生のまさにその時

も。常に息子・秋山祐徳太子を励まし、尻を叩き、むしろそそのかした母・千代。

母一人、子一人の心豊かな日々を活写する、自伝的書下ろし長篇エッセイ。 
産経新聞 2015/11/21 

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

*9784103393214*

 

23 区格差(中公新書ラクレ 542) (中公新書ラクレ) 
池田 利道 著 
中央公論新社 
東京で進む「格差」。ある区で少子化や高齢化が止まった理由とは? 子育て支

援や医療の手厚い区とは? 東京 23 区研究所所長がデータで解析する。23 区

通信簿付き。『ダイヤモンドオンライン』掲載記事をもとに書籍化。 
産経新聞 2015/11/21 

2015:11. / 278p 
978-4-12-150542-2 
880 円〔本体〕+税 

*9784121505422*

 

満州事変はなぜ起きたのか(中公選書 022) (中公選書) 
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。 
産経新聞 2015/11/22 

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

*9784121100221*

 

デッドエンド・モダニズム 
岸 和郎/ 小巻 哲 著 
ＬＩＸＩＬ出版 
モダニズムはいかに受容・継承され、現在に至ったか。ル・コルビュジエら巨匠

のバトンを受け取った建築家の動向や建築の意味を考える。岸和郎のインタビ

ューをまとめたもの。『CASABELLA JAPAN』連載を書籍化。 
産経新聞 2015/11/22 

2015:08. / 303p 
978-4-86480-018-1 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784864800181*

 

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): 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) 
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。 
産経新聞 2015/11/22 

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

*9784623074471*

 

満州と岸信介～巨魁を生んだ幻の帝国～: 巨魁を生んだ幻の帝国 
太田 尚樹 著 
KADOKAWA 
満州と戦後日本。二度の国創りを行った男の「見果てぬ夢」とは。長州の血筋と

反共・反ソの記憶、産業開発計画に賭した夢と野望、戦後の岸を支えた満州人

脈の光と影――知られざる昭和史を描く渾身のドキュメント！ 
産経新聞 2015/11/22 

2015:09. / 252p 
978-4-04-653353-1 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784046533531*
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大班～世界最大のマフィア・中国共産党を手玉にとった日本人～: 世界 大の

マフィア・中国共産党を手玉にとった日本人 
加藤 鉱 著 
集英社 
昼間は官僚、夜はマフィアのボス、2 つの顔を使い分ける中国人エリートたちが

牛耳るビジネス界。一筋縄ではいかない彼らと渡り合い、「大班(リーダー)」と慕

われた日本人・千住樹の波乱万丈な生き様を描く。 
産経新聞 2015/11/22 

2015:10. / 284p 
978-4-08-786055-9 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784087860559*

 

丘の上の綺羅星 
嘉門 達夫 著 
幻冬舎 
16 歳で笑福亭鶴光師匠に入門し、多くのスターを輩出した伝説のラジオ番組

「ヤングタウン」に、19 歳で流れ星のように飛び込んだ若者がいた-。嘉門達夫が

自身のルーツを描き切った自伝的青春小説。 
産経新聞 2015/11/22 

2015:10. / 277p 
978-4-344-02832-6 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784344028326*

 

どっちのスター・ウォーズ 
立田 敦子/ 河原 一久 著 
中央公論新社 
サーガの謎は「どっち」で解く! シリーズ第 7 作目「フォースの覚醒」で初めて触

れる人の予備知識となるように、Q&A 方式でスター・ウォーズの世界をひもとく。

従来のファンも楽しめるトリビアも満載。 
産経新聞 2015/11/22 

2015:11. / 237p 
978-4-12-004784-8 
1,100 円〔本体〕+税 

*9784120047848*

 

天国でまた会おう 
ピエール・ルメートル/ 平岡 敦 著 
早川書房 
戦争から生還した青年兵士。生き延びた兵士に冷淡な世間に絶望したふたり

は、国家を揺るがす前代未聞の詐欺を企てる! 第一次世界大戦後のフランスを

舞台に、青年たちの苦難と逆襲を鮮やかに描く。文庫本も同時刊行。 
産経新聞 2015/11/22、読売新聞 2015/11/22 

2015:10. / 582p 
978-4-15-209571-8 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784152095718*

 

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

当の日本の良さや強みが見えてくる。和語や日本の古典、日本人の心からひも

とく、「純和風」経営論。 
産経新聞 2015/11/28 

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

*9784120047381*

 

写真は魔術 
後藤 繁雄/ G P gallery/ 深井 佐和子 著, シャーロット・コットン 編 
光村推古書院 
『現代写真論』のシャーロット・コットンが選ぶ 81 組のトップランナーたち。待望の

書き下ろし。新・写真論、世界同時発売！ 
産経新聞 2015/11/29 

2015:09. / 379p 
978-4-8381-0532-8 
5,500 円〔本体〕+税 

*9784838105328*
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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。 
産経新聞 2015/11/29 

2015:09. / 286p 
978-4-10-339571-3 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784103395713*

 

本多猪四郎の映画史(叢書・20 世紀の芸術と文学) (叢書・20 世紀の芸術と文

学) 
小林 淳 著 
アルファベータブックス 
「ゴジラ」を生んだ男は、いかにして戦争がもたらす悲劇を見事に大衆映画に昇

華する事が出来たのか? 助監督時代から初期?晩年の 46 作品、黒澤明との交

流まで、豊富な資料と共に巨匠・本多猪四郎の業績を体系的に網羅する。 
産経新聞 2015/11/29 

2015:09. / 551p,10p 
978-4-86598-003-5 
4,800 円〔本体〕+税 

*9784865980035*

 

戦後の貧民(文春新書 1042)  (文春新書) 
塩見 鮮一郎 著 
文藝春秋 
昭和 20 年夏、敗戦。焼け跡から立ち上がる日本人は逞しかった。復興マーケッ

ト、闇市、孤児、赤線…。7 歳で終戦を迎えた著者が、戦後初期の日本と日本人

を語る。「貧民シリーズ」完結編。 
産経新聞 2015/11/29 

2015:09. / 212p 
978-4-16-661042-6 
800 円〔本体〕+税 

*9784166610426*

 

学術の森の巨人たち～私の編集日記～: 私の編集日記 
池永 陽一 著 
熊本日日新聞社 
学術書の世界に新しい天地を開いた編集者の軌跡。自身の経験をもとに、講談

社の学術書が、とくに学術文庫の一冊一冊がどのようにして生まれてきたかを記

す。『熊本日日新聞』夕刊の連載コラムを中心に単行本化。 
産経新聞 2015/11/29 

2015:08. / 183p 
978-4-87755-516-0 
1,250 円〔本体〕+税 

*9784877555160*

 

こしょこしょきなちゃん 10 にんのきなちゃん 
こが ようこ 著 
童心社 
ときどき、みんながびっくりすることを思いつくきなちゃん。あるとき、「ただいま」と

おうちに帰ってきたのは、10 人のきなちゃんでした。それぞれいたずらを始めた

きなちゃんたちに、お母さんは…。 
産経新聞 2015/11/29 

2015:09. / 31p 
978-4-494-00772-1 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784494007721*

 

皇后の真実 
工藤 美代子 著 
幻冬舎 
“愛と犠牲”を貫く美智子皇后。初の民間出身妃は激しい逆風に耐え、家族を想

い、つねに誰よりも毅然と生きた。新たな皇后像に肉薄するノンフィクション。『週

刊新潮』連載をもとに修正、大幅加筆して単行本化。 
産経新聞 2015/11/29 

2015:10. / 461p 
978-4-344-02831-9 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784344028319*
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95 
早見 和真 著 
KADOKAWA 
1995 年。高校 2 年の秋久は、憧れだったポケベルを持ち、センター街を闊歩し

ながら刺激的な毎日を過ごしていた。しかしその裏では大きな組織が渋谷で暗

躍しようとしていた…。『小説野性時代』連載を改題し大幅に加筆修正。 
産経新聞 2015/11/29 

2015:11. / 301p 
978-4-04-101997-9 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784041019979*

 

死霊<１>(講談社文芸文庫)  1  (講談社文芸文庫) 
埴谷 雄高 著 
講談社 
朝日新聞 2015/11/01 

2003:02. / ４２３ｐ 
978-4-06-198321-2 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784061983212*

 

ずばり東京(光文社文庫)  (光文社文庫) 
開高 健 著 
光文社 
朝日新聞 2015/11/01 

2007:09. / ４３０ｐ 
978-4-334-74309-3 
686 円〔本体〕+税 

*9784334743093*

 

職業としての政治(岩波文庫)  (岩波文庫) 
マックス・ヴェーバー/ 脇 圭平 著 
岩波書店 
朝日新聞 2015/11/01 

1980:03. / １２１ｐ 
978-4-00-342097-3 
480 円〔本体〕+税 

*9784003420973*

 

社会的包摂/排除の人類学～開発・難民・福祉～: 開発・難民・福祉 
山北 輝裕 編 
昭和堂 
先住民、難民、移民、障害者、ホームレス……。さまざまな現場で社会的に排除

された人たち。彼らを社会的に包摂するための支援。その包摂が新たな排除を

生み出すというパラドックス。遠い世界のどこでもない、いま私たちの足下で何が

起こっているのか? 
朝日新聞 2015/11/01 

2014:02. / 7p,255p,5p 
978-4-8122-1341-4 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784812213414*

 

ぐにゃり東京～アンダークラスの漂流地図～: 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。 
朝日新聞 2015/11/01 

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

*9784768457344*
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国際人権を生きる 
阿部 浩己 著 
信山社出版 
ジェンダー、外国人、平和、裁判…。国際法・人権への期待や能動的利用を推

奨しつつ、社会変革のための国際法の可能性を探る。著者が発表してきた国際

法・国際人権法にかかわる評論・エッセイをまとめたもの。 
朝日新聞 2015/11/01 

2014:07. / 6p,347p,2p 
978-4-7972-3287-5 
3,600 円〔本体〕+税 

*9784797232875*

 

ブエナビスタ～キューバ写真集～: キューバ写真集 
竹沢 うるま 著 
創芸社 
1959 年のキューバ革命以降、イデオロギーの狭間で翻弄され続けた小さな島

国キューバ。積み重ねられてきた時間が生み出す独特の空気感、そして駆け抜

けてきた時代の疾走感を、音を頼りに記録した写真集。 
朝日新聞 2015/11/01 

2015:06. / 1 冊(ページ

付なし) 
978-4-88144-208-1 
3,700 円〔本体〕+税 

*9784881442081*

 

日本の精神医学この五〇年 
松本 雅彦 著 
みすず書房 
日本の精神医学はこの五〇年で大きく変わった。患者とともに生きてきた足跡を

振り返り、精神医療の変貌を見つめる、貴重な証言。 
朝日新聞 2015/11/01 

2015:09. / 219p,3p 
978-4-622-07919-4 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784622079194*

 

ロマネスク美術革命(新潮選書) (新潮選書) 
金沢 百枝 著 
新潮社 
知識より感情を、写実よりかたちの自由を優先する新たな表現…。11?12 世紀の

ロマネスクこそは、ヨーロッパ美術を大きく塗り替える「革命」だった。モダン・アー

トにも通じる美の多様性を、豊富な図版を例に解きあかす。 
朝日新聞 2015/11/01 

2015:08. / 270p 
978-4-10-603775-7 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784106037757*

 

鬼神の如く～黒田叛臣伝～: 黒田叛臣伝 
葉室 麟 著 
新潮社 
諸藩取り潰しの機会を窺う幕府に、すすんで主君の不忠を訴え出た黒田家家

老・栗山大膳の真意は? <黒田騒動>を舞台に、まことの忠義を描く、著者会心

の歴史長篇。『小説新潮』連載を単行本化。 
朝日新聞 2015/11/01 

2015:08. / 311p 
978-4-10-328013-2 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784103280132*

 

さようなら、オレンジ(ちくま文庫 い 87-1)  (ちくま文庫) 
岩城 けい 著 
筑摩書房 
オーストラリアの田舎町。アフリカ難民のサリマは、夫に逃げられ、2 人の息子を

育てつつ、職業訓練学校で英語を学びはじめる。そこには、自分の夢をなかば

あきらめ夫について渡豪した日本人女性との出会いが待っていた…。 
朝日新聞 2015/11/01 

2015:09. / 172p 
978-4-480-43299-5 
580 円〔本体〕+税 

*9784480432995*
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ジミ・ヘンドリクス・エクスペリエンス 
滝口 悠生 著 
新潮社 
初めての恋。バイク旅行。そしてジミヘンのギター。愛おしい日々の記憶は、呼

び起こすたびにその姿を変える。人と世界へのあたたかいまなざしと、緻密で大

胆な語りが融合した、記憶と時間をめぐる小説。『新潮』掲載を書籍化。 
朝日新聞 2015/11/01 

2015:08. / 119p 
978-4-10-335312-6 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784103353126*

 

ルシファー・エフェクト～ふつうの人が悪魔に変わるとき～: ふつうの人が悪魔

に変わるとき 
フィリップ・ジンバルドー/ 鬼澤 忍/ 中山 宥 著 
海と月社 
「スタンフォード監獄実験」の全貌、悪をめぐる心理学実験の数々、アブグレイブ

刑務所虐待の真相…。人間の知られざる「悪」の本性とは? 戦争、テロ、虐殺、

いじめ、差別、企業の不正など、人を悪に走らせる「元凶」を暴く。 
朝日新聞 2015/11/01 

2015:08. / 807p 
978-4-903212-46-3 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784903212463*

 

たよスポ！ 1(まんがタイムコミックス) (まんがタイムコミックス) 
王嶋 環 著 
芳文社 
朝日新聞 2015/11/01 

2015:10. / 114p 
978-4-8322-5426-8 
619 円〔本体〕+税 

*9784832254268*

 

空に牡丹 
大島 真寿美 著 
小学館 
せっかく生まれたんだもの、生きてるうち、奇麗なものをたくさん見たいよなあ-。
時は明治。花火に心を奪われた男の生涯を描く。『きらら』連載を単行本化。 
朝日新聞 2015/11/01 

2015:09. / 255p 
978-4-09-386419-0 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784093864190*

 

ローマで語る(集英社文庫 し 47-2) (集英社文庫) 
塩野 七生/ アントニオ・シモーネ 著 
集英社 
歴史と文化に造詣の深い作家の母と、映画製作を志す息子による対談集。芸術

作品から娯楽映画まで、世代とジャンルを超えて心に刺さる名作を徹底分析。

映画を通じて、日本、アメリカ、イタリアの文化の違いを浮き彫りにする。 
朝日新聞 2015/11/01 

2015:09. / 324p 
978-4-08-745364-5 
620 円〔本体〕+税 

*9784087453645*

 

ホンダジェット～開発リーダーが語る 30 年の全軌跡～: 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。 
朝日新聞 2015/11/01 

2015:09. / 315p 
978-4-10-328922-7 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784103289227*
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魔術の人類史 
スーザン・グリーンウッド/ 田内 志文 著 
東洋書林 
古今東西に伝わるシャーマニズム、悪魔祓い、魔女狩りなどを学術的視点から

解析。手段、技術や知識の体系、意義など広範にわたり詳述する。現代に至る

もなおオカルト的興味で捉えられがちな事柄に明解なメスを入れる。 
朝日新聞 2015/11/01 

2015:09. / 399p 
978-4-88721-822-2 
5,500 円〔本体〕+税 

*9784887218222*

 

認知症にはココナッツオイルが効く～あの頃に戻る、薬に頼らない改善法～: 
あの頃に戻る、薬に頼らない改善法 
白澤 卓二 著 
KADOKAWA 
高齢者の 4 人に 1 人が認知症の時代。有効な薬がない今、わたしがたちができ

る対策とは？ある認知症患者の症状を 37 日間で劇的に改善させたココナッツ

オイルについて解説する一冊。 
朝日新聞 2015/11/01 

2015:09. / 205p 
978-4-04-067917-4 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784040679174*

 

絶頂の一族～プリンス・安倍晋三と六人の「ファミリー」～(講談社+α 文庫 
G119-3): プリンス・安倍晋三と六人の「ファミリー」 (講談社+α 文庫) 
松田 賢弥 著 
講談社 
「昭和の妖怪」の幻影を追う安倍ファミリーの研究！ゴッドマザー・洋子に操られ

た首相のいびつさを浮かび上がらせる衝撃の書 
朝日新聞 2015/11/01 

2015:09. / 285p 
978-4-06-281617-5 
740 円〔本体〕+税 

*9784062816175*

 

肉と衣のあいだに神は宿る 
松井 雪子 著 
文藝春秋 
山間のかつ丼の名店「情熱とん」の看板娘、美衣がめぐりあう、さまざまな男た

ち。三十路美女の婚活をゆるやかに描く長編小説。『つんどく!』『別冊文藝春

秋』掲載を単行本化。 
朝日新聞 2015/11/01 

2015:10. / 253p 
978-4-16-390345-3 
1,550 円〔本体〕+税 

*9784163903453*

 

「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) : 習近平の野望と民主化のシナリオ (NHK 出版新書) 
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。 
朝日新聞 2015/11/01 

2015:09. / 253p 
978-4-14-088468-3 
780 円〔本体〕+税 

*9784140884683*

 

新しい道徳～「いいことをすると気持がいい」のはなぜか～: 「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。 
朝日新聞 2015/11/01 

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

*9784344028159*
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ザ・カリスマドッグトレーナー シーザー・ミランの犬と幸せに暮らす方法 55 
シーザー・ミラン/ 藤井 留美 著 
日経ナショナルジオグラフィック社 
どんな犬の問題でも解決するドッグトレーナーが、子どもの頃から犬と暮らし、世

界中の人から信頼を寄せられるその技術を公開。生活にあった犬の選び方、人

生の転機での犬のケアなど、犬と幸せに暮らすためのアドバイスが満載。 
朝日新聞 2015/11/01 

2015:09. / 279p 
978-4-86313-317-4 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784863133174*

 

悪夢障害(幻冬舎新書 に-4-1) (幻冬舎新書) 
西多 昌規 著 
幻冬舎 
極度に不快な夢を繰り返し見ることで睡眠が妨げられる病「悪夢障害」。悪夢は

うつ病の前兆なのか。ストレスが強いほど不愉快な悪夢が増えるのか。悪夢の内

容は深層心理を反映しているのか。悪夢に纏わるすべてを網羅した一冊。 
朝日新聞 2015/11/01 

2015:09. / 180p 
978-4-344-98393-9 
760 円〔本体〕+税 

*9784344983939*

 

空にみずうみ 
佐伯 一麦 著 
中央公論新社 
「あの日」から 4 年、積み重なった歳月を、みつめていた-。東北地方に住む作

家の早瀬と染色家の柚子の、ある 1 年を綴る。『読売新聞』連載を書籍化。 
朝日新聞 2015/11/01、東京・中日新聞 2015/11/08 

2015:09. / 398p 
978-4-12-004763-3 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784120047633*

 

イルカ漁は残酷か(平凡社新書 785) (平凡社新書) 
伴野 準一 著 
平凡社 
国際的な非難高まる「イルカ追い込み漁」は、伝統文化なのか、心ない行為なの

か。関係者への綿密な取材と歴史調査から、日本と欧米それぞれの観点を論じ

る。 新動向も詳述。 
朝日新聞 2015/11/01、読売新聞 2015/11/08 

2015:08. / 300p 
978-4-582-85785-6 
840 円〔本体〕+税 

*9784582857856*

 

世界史を変えた薬(講談社現代新書 2338) (講談社現代新書) 
佐藤 健太郎 著 
講談社 
日本人の平均寿命はわずか 100 年で 2 倍に伸びた！人類の寿命を劇的に延

ばした立役者はお馴染みの医薬品だった！ 
朝日新聞 2015/11/01、読売新聞 2015/11/15 

2015:10. / 185p 
978-4-06-288338-2 
740 円〔本体〕+税 

*9784062883382*

 

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) : 
外国人観光客が支える日本経済 (祥伝社新書) 
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。 
朝日新聞 2015/11/01、日本経済新聞 2015/11/08 

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

*9784396114398*
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日本人は何を捨ててきたのか～思想家・鶴見俊輔の肉声～(ちくま学芸文庫 

ツ 4-3): 思想家・鶴見俊輔の肉声 (ちくま学芸文庫) 
鶴見 俊輔/ 関川 夏央 著 
筑摩書房 
3・11 以後を、日本人はどう生きるか-。思想家・鶴見俊輔と、評論家・関川夏央

が、日本人が捨ててきたもの、そして日本の退廃を止めるものを語り合う。戦後

日本の思想史に大きな足跡を残した鶴見俊輔の晩年の言葉。 
朝日新聞 2015/11/01、日本経済新聞 2015/11/15 

2015:10. / 333p 
978-4-480-09699-9 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784480096999*

 

日本人にとって美しさとは何か 
高階 秀爾 著 
筑摩書房 
大胆に切り捨て再構成し、文字や図など多様な要素を隔てなく扱う-。日本独自

の美意識を明らかにし、この感性がいかに中国や西洋の文化を受け入れたかを

詳らかにする。 
朝日新聞 2015/11/01、毎日新聞 2015/11/01、日本経済新聞 2015/11/08 

2015:09. / 247p 
978-4-480-87384-2 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784480873842*

 

岩波講座現代<1> 現代の現代性  1  
岩波書店 
私たちが生きるこの現代社会で、いま何が終わり、何が始まっているのだろうか。

人間にとっての「共同性」と「戦争」の意味、9・11、3・11 をはじめとした危機的転

換もふまえ、諸論考と討議を通して考える。 
朝日新聞 2015/11/01、毎日新聞 2015/11/01、毎日新聞 2015/11/29 

2015:10. / 9p,384p 
978-4-00-011381-6 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784000113816*

 

ウエスト・ウイング  
エドワード・ゴーリー 著 
河出書房新社 
どこの西棟（ウエスト・ウイング）なのか？ いったい何が描かれているのか？ す

べてが見るものの想像力にゆだねられてしまう、途方もなく怖い、文字のない絵

本。 
朝日新聞 2015/11/08 

2002:11. / ２９枚 
978-4-309-26589-6 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784309265896*

 

宇宙をかき乱すべきか～ダイソン自伝～<上>(ちくま学芸文庫) : ダイソン自伝 
上  (ちくま学芸文庫) 
Ｆ．ダイソン/ 鎮目 恭夫 著 
筑摩書房 
朝日新聞 2015/11/08 

2006:01. / ２７０ｐ 
978-4-480-08960-1 
1,100 円〔本体〕+税 

*9784480089601*

 

宇宙をかき乱すべきか～ダイソン自伝～<下>(ちくま学芸文庫) : ダイソン自伝 
下  (ちくま学芸文庫) 
Ｆ．ダイソン/ 鎮目 恭夫 著 
筑摩書房 
朝日新聞 2015/11/08 

2006:01. / ２４０，１４ｐ 
978-4-480-08961-8 
1,100 円〔本体〕+税 

*9784480089618*
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陽気なギャングが地球を回す～長編サスペンス～(祥伝社文庫) : 長編サスペ

ンス (祥伝社文庫) 
伊坂 幸太郎 著 
祥伝社 
朝日新聞 2015/11/08 

2006:02. / ３９４ｐ 
978-4-396-33268-6 
629 円〔本体〕+税 

*9784396332686*

 

陽気なギャングの日常と襲撃～長編サスペンス～(祥伝社文庫) : 長編サスペ

ンス (祥伝社文庫) 
伊坂 幸太郎 著 
祥伝社 
朝日新聞 2015/11/08 

2009:08. / ４３６ｐ 
978-4-396-33521-2 
657 円〔本体〕+税 

*9784396335212*

 

旅人～ある物理学者の回想～(角川ソフィア文庫) : ある物理学者の回想 (角
川ソフィア文庫) 
湯川 秀樹 著 
角川学芸出版 
朝日新聞 2015/11/08 

2011:01. /  
978-4-04-409430-0 
590 円〔本体〕+税 

*9784044094300*

 

量子力学と私(岩波文庫)  (岩波文庫) 
朝永 振一郎/ 江沢 洋 著 
岩波書店 
朝日新聞 2015/11/08 

1997:01. / ４２０，３６ｐ 
978-4-00-311521-3 
900 円〔本体〕+税 

*9784003115213*

 

〈数理を愉しむ〉シリーズ 物質のすべては光～現代物理学が明かす、力と質

量の起源～(ハヤカワ文庫 NF 384): 現代物理学が明かす、力と質量の起源 
(ハヤカワ文庫 NF) 
フランク・ウィルチェック 著 
早川書房 
「質量の正体は何か?」という問いに始まり、忘れ去られた“エーテル”の思いがけ

ない可能性や、漸近的自由によって重力が他の力と同じ枠組で捉えられること

を示し、来たるべき統一理論を展望する。 
朝日新聞 2015/11/08 

2012:11. / 448p 
978-4-15-050384-0 
940 円〔本体〕+税 

*9784150503840*

 

門(集英社文庫 な 19-8) (集英社文庫) 
夏目 漱石 著 
集英社 
親友・安井の妻を得た宗助。罪悪感から身を潜めて暮らしていたが、安井の消

息が届き、心はかき乱れて…。「三四郎」「それから」に続く 3 部作の完結編。写

真で見る漱石・用語の注釈・年表・解説・鑑賞文付き。 
朝日新聞 2015/11/08 

2013:12. / 319p 
978-4-08-752056-9 
460 円〔本体〕+税 

*9784087520569*
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嫌われる勇気～自己啓発の源流「アドラー」の教え～: 自己啓発の源流「アドラ

ー」の教え 
岸見 一郎/ 古賀 史健 著 
ダイヤモンド社 
どうすれば人は幸せに生きることができるかという哲学的な問いに、きわめてシ

ンプルかつ具体的な答えを提示する「アルフレッド・アドラーの思想(アドラー心

理学)」について、青年と哲人の対話形式を用いてまとめる。 
朝日新聞 2015/11/08 

2013:12. / 294p 
978-4-478-02581-9 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784478025819*

 

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

3700 問の中から名問答 473 問を厳選して収録。日常のお悩みから、ジャズ、恋

愛、生き方まで、迷ったら何度でも読み返したい「人生の常備薬」。 
朝日新聞 2015/11/08 

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

*9784103534310*

 

銀座歴史散歩地図～明治・大正・昭和～: 明治・大正・昭和 
赤岩 州五/ 原田 弘/ 井口 悦男 著 
草思社 
どこにどんな店があったか? 銀座の移り変わりを見ると日本が見えてくる-。古地

図や住宅地図、火保地図、商店街地図など 30 点余りの貴重な地図を使って、

明治・大正・昭和から現在までの銀座をたどる。 
朝日新聞 2015/11/08 

2015:07. / 131p 
978-4-7942-2144-5 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784794221445*

 

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。 
朝日新聞 2015/11/08 

2015:09. / 299p 
978-4-309-20678-3 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784309206783*

 

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。 
朝日新聞 2015/11/08 

2015:08. / 374p 
978-4-10-318102-6 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784103181026*

 

生きづらさからの脱却～アドラーに学ぶ～(筑摩選書 0120) : アドラーに学ぶ 
(筑摩選書) 
岸見 一郎 著 
筑摩書房 
神経症となって現れる悩みや不安を解消するには、それらがどんな成り立ちを

持っているかを知り、従来の考え方を根本的に転換しなければならない。アドラ

ー心理学の知見から幸福への方途を探る。 
朝日新聞 2015/11/08 

2015:09. / 265p 
978-4-480-01625-6 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784480016256*
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レイシズムを解剖する～在日コリアンへの偏見とインターネット～: 在日コリア

ンへの偏見とインターネット 
高 史明 著 
勁草書房 
「行儀が悪い」ものであった、在日コリアンへの差別・偏見が再び繰り返されてい

るのはなぜなのか。レイシズムの実態を明らかに。 
朝日新聞 2015/11/08 

2015:09. / 4p,209p,18p
978-4-326-29908-9 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784326299089*

 

ブルデュー闘う知識人(講談社選書メチエ 606)  (講談社選書メチエ) 
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？ 
朝日新聞 2015/11/08 

2015:09. / 286p 
978-4-06-258609-2 
1,750 円〔本体〕+税 

*9784062586092*

 

ゲルツェンと 1848 年革命の人びと(平凡社新書 792) (平凡社新書) 
長縄 光男 著 
平凡社 
1848 年、ヨーロッパ諸国・諸地域で複合的に展開された革命運動。現代のとば

口たるこの時代のキーマンの一人ゲルツェンを中心に、プルードン、ガリバルデ

ィからオーウェンまで激動期の大立者たちを描く。 
朝日新聞 2015/11/08 

2015:10. / 263p 
978-4-582-85792-4 
820 円〔本体〕+税 

*9784582857924*

 

「日本人」という、うそ～武士道精神は日本を復活させるか～(ちくま文庫 や

39-2): 武士道精神は日本を復活させるか (ちくま文庫) 
山岸 俊男 著 
筑摩書房 
耐震偽装、賞味期限の偽装、インサイダー取引…。なぜ日本人は平気でウソを

つくようになったのか。その驚くべき真相を、 新の心理学が鋭く解き明かす。

日本人論の常識を覆す一冊。 
朝日新聞 2015/11/08 

2015:10. / 296p 
978-4-480-43304-6 
840 円〔本体〕+税 

*9784480433046*

 

不思議な羅針盤(新潮文庫 な-37-11)  (新潮文庫) 
梨木 香歩 著 
新潮社 
憤ったり寂しかったり納得したり、何かを愛しんだり発見して感激したり嬉しくなっ

たり…。暮らしで遭遇するあれこれを清廉につづり、社会的事象までを映し出し

たエッセイ。 
朝日新聞 2015/11/08 

2015:10. / 238p 
978-4-10-125341-1 
490 円〔本体〕+税 

*9784101253411*

 

庭猫 
安彦 幸枝 著 
パイインターナショナル 
庭に住み着いた庭猫アフとサブ。二匹はいつも一緒に過ごし、空腹になると飛

びあがって網戸に張りつき、家のなかを覗き込んでは食事の催促をする。ちょっ

と奇妙でちょっとせつない、一所懸命な猫の写真集。 
朝日新聞 2015/11/08 

2015:09. / 1 冊(ページ

付なし) 
978-4-7562-4694-3 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784756246943*
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気まぐれ古本さんぽ～2006→2014～: 2006→2014 
岡崎 武志 著 
工作舎 
青春 18 きっぷを握りしめて向かうのは、やっぱり古書店！全国の店を巡り、100
～500 円の心くすぐる古本たちをリュックサックに放り込む。『気まぐれ古書店紀

行』刊行より早 10 年。街巡りと古本界事情を綴った 2006～2014 年の人気連載

を集大成！ 
朝日新聞 2015/11/08 

2015:10. / 427p 
978-4-87502-468-2 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784875024682*

 

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～: 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。 
朝日新聞 2015/11/08 

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

*9784152095640*

 

日本歌謡ポップス史最後の証言 
中山 久民 著 
白夜書房 
服部良一、馬渕玄三から、中村八大、井上大輔、朝妻一郎まで。戦前戦後から

の日本歌謡ポップス・ヒストリーを形作った 重要人物たちの知られざるエピソー

ドをインタビュー取材をもとに紹介する。 
朝日新聞 2015/11/08 

2015:09. / 342p 
978-4-86494-072-6 
2,778 円〔本体〕+税 

*9784864940726*

 

成り行き 
つげ 忠男 著 
ワイズ出版 
描き下ろし「夜桜修羅」「成り行き」、そして名作「懐かしのメロディ」の新旧版も収

録 
朝日新聞 2015/11/08 

2015:10. / 153p 
978-4-89830-294-1 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784898302941*

 

からだ・こころ・生命(講談社学術文庫 2324) (講談社学術文庫) 
木村 敏 著 
講談社 
「からだ」と「こころ」はどのように関係しあっているのか。「生きる」とは、そして

「死」とは？木村生命論のエッセンスが結晶！ 
朝日新聞 2015/11/08 

2015:10. / 118p 
978-4-06-292324-8 
600 円〔本体〕+税 

*9784062923248*

 

財務省と政治～「最強官庁」の虚像と実像～(中公新書 2338) : 「 強官庁」

の虚像と実像 (中公新書) 
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。 
朝日新聞 2015/11/08 

2015:09. / 7p,300p 
978-4-12-102338-4 
880 円〔本体〕+税 

*9784121023384*
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読んで、訳して、語り合う。～都甲幸治対談集～: 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。 
朝日新聞 2015/11/08 

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

*9784845626519*

 

フランス産エリートはなぜ凄いのか(中公新書ラクレ 540) (中公新書ラクレ) 
橘木 俊詔 著 
中央公論新社 
ピケティやゴーンを輩出した、フランスの「エリート養成機関」の実態とは? フラン

ス滞在を通して得た知見もまじえながら、フランスのエリートはなぜすごいのかを

解き明かし、そこから日本は何を学ぶべきかを伝える。 
朝日新聞 2015/11/08 

2015:10. / 221p 
978-4-12-150540-8 
820 円〔本体〕+税 

*9784121505408*

 

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): 
長編サスペンス書下ろし (ノン・ノベル) 
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！ 
朝日新聞 2015/11/08、産経新聞 2015/11/15 

2015:10. / 225p 
978-4-396-21026-7 
840 円〔本体〕+税 

*9784396210267*

 

アジア・太平洋戦争辞典 
吉田 裕/ 森 武麿/ 伊香 俊哉/ 高岡 裕之 編 
吉川弘文館 
“あの戦争”とは何だったのか? アジア・太平洋戦争期を中心に、満洲事変前後

から戦後処理までの歴史事象を項目として採録。 新の研究成果に基づき平

易に解説する。軍隊生活や戦時生活に関する用語も豊富に収録。 
朝日新聞 2015/11/08、読売新聞 2015/11/08 

2015:10. / 718p,109p 
図版 16p 
978-4-642-01473-1 
25,000 円〔本体〕+税 

*9784642014731*

 

みんな彗星を見ていた～私的キリシタン探訪記～: 私的キリシタン探訪記 
星野 博美 著 
文藝春秋 
東と西が出会ったとき、何が起きたのか? 多くの謎が潜む、キリシタンの世紀。長

崎からバレンシア、バスクまで、時代を生き抜いた宣教師や信徒の足跡を辿り、

新たな視点で伝える。『文學界』掲載に加筆し、再編集。 
朝日新聞 2015/11/08、日本経済新聞 2015/11/08 

2015:10. / 462p 
978-4-16-390346-0 
1,950 円〔本体〕+税 

*9784163903460*

 

メイカーズ進化論～本当の勝者は IoT で決まる～(NHK 出版新書 471) : 本

当の勝者は IoT で決まる (NHK 出版新書) 
小笠原 治 著 
ＮＨＫ出版 
秋葉原の“ものづくり”拠点の総合プロデューサーが、メイカーズの本質を「売れ

る」「作れる」「モノゴトで稼ぐ」の 3 つの明快な切り口で解説。IoT の登場で激動

する“ものづくり”で勝つための戦略を語る。 
朝日新聞 2015/11/08、日本経済新聞 2015/11/08 

2015:10. / 213p 
978-4-14-088471-3 
740 円〔本体〕+税 

*9784140884713*
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戦後政治の証言者たち～オーラル・ヒストリーを往く～: 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。 
朝日新聞 2015/11/08、日本経済新聞 2015/11/15、読売新聞 2015/11/29 

2015:08. / 10p,301p 
978-4-00-061064-3 
3,100 円〔本体〕+税 

*9784000610643*

 

日本外交への直言～回想と提言～: 回想と提言 
河野 洋平 著 
岩波書店 
冷戦終結以降の激動期に官房長官や外務大臣を歴任するなか、日本国憲法

にもとづく政治姿勢を貫いてきたリベラリストは、戦後 70 年を迎えた現在の政治

と外交をどう見るか。湾岸戦争、核軍縮…。戦後政治の焦点への回想と総括。 
朝日新聞 2015/11/08、毎日新聞 2015/11/08 

2015:08. / 12p,216p 
978-4-00-061056-8 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784000610568*

 

ボタン穴から見た戦争～白ロシアの子供たちの証言～ : 白ロシアの子供たち

の証言 
スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ/ 三浦 みどり 著 
群像社 
頭からかぶったオーバのボタン穴から爆弾が落ちるのを見てました?。第二次大

戦下、ドイツの電撃的侵略に飲み込まれたソ連白ロシアの子供たちの記憶がつ

づる、戦中世代の証言記録。〈ソフトカバー〉 
朝日新聞 2015/11/15 

36831 / 302p 
978-4-905821-79-3 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784905821793*

 

「敗者」の精神史<上>(岩波現代文庫)  上  (岩波現代文庫) 
山口 昌男 著 
岩波書店 
朝日新聞 2015/11/15 

2005:06. / ４５９ｐ 
978-4-00-600144-5 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784006001445*

 

「敗者」の精神史<下>(岩波現代文庫)  下  (岩波現代文庫) 
山口 昌男 著 
岩波書店 
朝日新聞 2015/11/15 

2005:07. / ４９９， 
978-4-00-600145-2 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784006001452*

 

死に魅入られた人びと～ソ連崩壊と自殺者の記録～ : ソ連崩壊と自殺者の記

録 
スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ/ 松本 妙子 著 
群像社 
ソ連という国の崩壊によって、寄る辺なき社会に放り出され、自らの死を選ばざる

をえなかった人たち。歴史の流れからは見落とされる個人の死をみつめ、自殺と

いう現代社会の問題をとらえかえす体験者・関係者の証言集。 
朝日新聞 2015/11/15 

38504 / 307p 
978-4-905821-29-8 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784905821298*
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戦争は女の顔をしていない  
スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ/ 三浦 みどり 著 
群像社 
第２次世界大戦で百万人を越えるソ連の女性が兵士として戦いながら戦後、彼

女たちが戦争体験を語ることはなかった。誰も耳を傾けることのなかった従軍女

性たちの聞書きを通じて現代史の闇を照らし出す衝撃のインタビュー集。 
朝日新聞 2015/11/15 

39637 / 385p 
978-4-903619-10-1 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784903619101*

 

酒呑みの自己弁護(ちくま文庫)  (ちくま文庫) 
山口 瞳 著 
筑摩書房 
朝日新聞 2015/11/15 

2010:10. / ４６９，５ｐ 
978-4-480-42768-7 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784480427687*

 

学海日録<第１巻>  第１巻  
依田学海/ 学海日録研究会 著 
岩波書店 
朝日新聞 2015/11/15 

1991:09. / ３９０ｐ 
978-4-00-091621-9 
4,563 円〔本体〕+税 

*9784000916219*

 

日本文壇史～回想の文学～<１> 開化期の人々(講談社文芸文庫) : 回想の

文学 1  (講談社文芸文庫) 
伊藤整 著 
講談社 
朝日新聞 2015/11/15 

1994:12. / ３３３，ｐ 
978-4-06-196300-9 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784061963009*

 

アフガン帰還兵の証言～封印された真実～ : 封印された真実 
スヴェトラ－ナ・アレクシエ－ヴィチ/ 三浦みどり 著 
日本経済新聞出版社 
朝日新聞 2015/11/15 

1995:10. / ２５１ｐ 
978-4-532-16175-0 
1,748 円〔本体〕+税 

*9784532161750*

 

チェルノブイリの祈り～未来の物語～(岩波現代文庫Ｓ（社会））: 未来の物語 
(岩波現代文庫Ｓ（社会）) 
スベトラーナ・アレクシエービッチ 著 
岩波書店 
朝日新聞 2015/11/15 

2011:06. / 4,311p 
978-4-00-603225-8 
1,040 円〔本体〕+税 

*9784006032258*

 

アンリくん、パリへ行く 
ソール・バス/ レオノール・クライン/ 松浦 弥太郎 著 
スペースシャワーネットワーク 
フランスのルブールという町に住んでいるアンリくんは、パリにあこがれていま

す。パリに行きたくてしかたがないアンリくんは、ある日、パリへ出発しました。たく

さん歩いて、つかれてしまったアンリくんは…。 
朝日新聞 2015/11/15 

2012:09. / 1 冊(ページ

付なし) 
978-4-906700-46-2 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784906700462*
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データの見えざる手～ウエアラブルセンサが明かす人間・組織・社会の法則～: 
ウエアラブルセンサが明かす人間・組織・社会の法則 
矢野 和男 著 
草思社 
ウエアラブルセンサにより記録したヒューマンビッグデータが、人間や社会に普

遍的に見られる「法則」や「方程式」を次々と明らかにしている。「法則」の理解

が、われわれの生活や社会をどのように変えるのかを第一人者が語る。 
朝日新聞 2015/11/15 

2014:07. / 251p 
978-4-7942-2068-4 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784794220684*

 

その女アレックス(文春文庫 ル 6-1) (文春文庫) 
ピエール・ルメートル/ 橘 明美 著 
文藝春秋 
監禁され、死を目前にした女アレックス――彼女の心に秘められた壮絶な計画

とは？ 英米ミステリ界を戦慄させた驚愕と慟哭の傑作！ 
朝日新聞 2015/11/15 

2014:09. / 457p 
978-4-16-790196-7 
860 円〔本体〕+税 

*9784167901967*

 

現代美術キュレーター・ハンドブック 
難波 祐子 著 
青弓社 
魅力的な展覧会を企画して、時代の新たな価値観や感性を提案するキュレータ

ーという仕事。その醍醐味を紹介すると同時に、仕事の実際の姿を具体的に解

説する。アーティストとの契約書の雛形など資料も掲載。 
朝日新聞 2015/11/15 

2015:09. / 266p 
978-4-7872-7381-9 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784787273819*

 

ルポ風営法改正～踊れる国のつくりかた～: 踊れる国のつくりかた 
神庭 亮介 著 
河出書房新社 
長年、ダンス営業を規制してきた風営法。その改正を求めクラブ関係者ほか大

勢が立ち上がり、改正法が成立するまでを追う貴重な記録。 
朝日新聞 2015/11/15 

2015:08. / 271p 
978-4-309-24726-7 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784309247267*

 

往古来今(文春文庫 い 94-1) (文春文庫) 
磯崎 憲一郎 著 
文藝春秋 
今は 80 代になる母との思い出から現在まで記憶が連鎖する「過去の話」、故郷

にまつわる逸話が綴られる「見張りの男」など、時間と空間の限りない広がりを自

在に行き来する全 5 篇を収録。 
朝日新聞 2015/11/15 

2015:10. / 205p 
978-4-16-790471-5 
600 円〔本体〕+税 

*9784167904715*

 

恥をかくのが死ぬほど怖いんだ。 
サレンダー橋本 著 
小学館クリエイティブ 
SNS 騒然！意識低い系作家のデビュー作！日本一ふざけた WEB メディア「オ

モコロ」にて漫画『新社会人よ、窓際を目指せ』を発表するやいなや、SNS 界隈

で“意識低い系作家”と異名され、話題をよんだサレンダー橋本。氏の作品群を

集成した単行本がついに登場。 
朝日新聞 2015/11/15 

2015:10. / 157p 
978-4-7780-3517-4 
640 円〔本体〕+税 

*9784778035174*
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黒澤明と三船敏郎 
ステュアート・ガルブレイス 4 世/ 櫻井 英里子 著 
亜紀書房 
世界は「クロサワとミフネ」をどう見たか。日本国外での評価、制作裏話、別離

…。映画史に多大な影響を与えた 2 人の波瀾万丈の人生と全作品に、アメリカ

人映画評論家が迫る。貴重な写真も多数収録。 
朝日新聞 2015/11/15 

2015:09. / 703p 
978-4-7505-1458-1 
6,000 円〔本体〕+税 

*9784750514581*

 

民間社会の天と神仏～江戸時代人の超越観念～(日本歴史私の最新講義 

17) : 江戸時代人の超越観念 (日本歴史私の 新講義) 
深谷 克己 著 
敬文舎 
江戸時代の人びとは、天や神仏とどのように向き合い、生きる規範としていたの

か? 天・仏・神という 3 つの超越観念の社会的な配置のありようを、民間社会の

なかの言説から探る。 
朝日新聞 2015/11/15 

2015:09. / 319p 
978-4-906822-17-1 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784906822171*

 

万国博覧会と人間の歴史 
佐野 真由子 編 
思文閣出版 
従来の万国博覧会研究の枠組みを超え、多様な領域の研究者のほか、万博を

つくり、支える立場の政府関係者、業界関係者が集い、さらにアジア各国の研究

者を迎えて、ともに議論を重ねた共同研究の成果。 
朝日新聞 2015/11/15 

2015:10. / 3p,741p,4p 
978-4-7842-1819-6 
9,200 円〔本体〕+税 

*9784784218196*

 

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) : 画商が語る戦後七〇年の美術潮流 (PHP 新書) 
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。 
朝日新聞 2015/11/15 

2015:10. / 218p 
978-4-569-82617-2 
840 円〔本体〕+税 

*9784569826172*

 

八十路から眺めれば(草思社文庫 カ 1-1) (草思社文庫) 
マルコム・カウリー/ 小笠原 豊樹 著 
草思社 
五、六十代では見えない、老いの悪徳と美徳、老人だけに許される愉しみ、そし

て人生の深い味わいを、八十路を迎えた著者が滋味豊かに綴る。深く確かな洞

察力と人生経験に裏打ちされた本物の老人エッセー。 
朝日新聞 2015/11/15 

2015:10. / 137p 
978-4-7942-2158-2 
700 円〔本体〕+税 

*9784794221582*

 

木のヨーロッパ～建築とまち歩きの事典～: 建築とまち歩きの事典 
太田 邦夫 著 
彰国社 
木造建築の研究者である著者が、世界遺産級の教会建築から生活感あふれる

街なみや素朴な民家など広範にわたり、その実態を、詳細な図版や数々の写真

を配し 19 ヵ国 12 のコースで紹介する。豊富な資料で事典としての機能も付与。 
朝日新聞 2015/11/15 

2015:10. / 253p 
978-4-395-32044-8 
10,000 円〔本体〕+税 

*9784395320448*
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問題解決に効く「行為のデザイン」思考法 
村田 智明 著 
ＣＣＣメディアハウス 
人の行動に着目し、改善点を見つけて、より良く、新しい形を見つけていくデザ

インマネジメントの教科書。多くの企業が導入、実績を上げた考え方とワークショ

ップの開き方を解説する。 
朝日新聞 2015/11/15 

2015:09. / 229p 
978-4-484-15221-9 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784484152219*

 

孤独病～寂しい日本人の正体～(集英社新書 0806E): 寂しい日本人の正体 
(集英社新書) 
片田 珠美 著 
集英社 
社会構造の激変により血縁や地縁をベースにしたコミュニティは消え、いまや個

人はネットと現実の間に頼りなく浮かぶような孤独な存在になった。気鋭の精神

科医が現代日本人を悩ます孤独とその寂しさの正体に迫る。 
朝日新聞 2015/11/15 

2015:10. / 184p 
978-4-08-720806-1 
700 円〔本体〕+税 

*9784087208061*

 

バカボンのパパよりバカなパパ(幻冬舎文庫 あ-56-1) (幻冬舎文庫) 
赤塚 りえ子 著 
幻冬舎 
娘を連れてゲイバーへ!? ホームレスを自宅に呼んで大宴会? 漫画家・赤塚不

二夫の私生活は、作品以上にぶっ飛んでいた。感性の赴くまま生きた天才の素

顔を一人娘が赤裸々に綴る、笑いあり涙ありの愛すべきバカ家族の記録。 
朝日新聞 2015/11/15 

2015:10. / 374p 
978-4-344-42388-6 
690 円〔本体〕+税 

*9784344423886*

 

Killers<下> 下  
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 2015/11/15、朝日新聞 2015/11/29 

2015:10. / 436p 
978-4-06-219753-3 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784062197533*

 

Killers<上> 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 2015/11/15、朝日新聞 2015/11/29 

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

*9784062197526*

 

私の 1960 年代 
山本 義隆 著 
金曜日 
元東大全共闘代表・山本義隆の回顧談。1960 年の安保闘争から、大学管理法

闘争、東大闘争などを経て、1970 年の安保闘争までの 10 年間のひとりの学生

の歩みと経験を綴る。2014 年 10 月の講演をもとに加筆。 
朝日新聞 2015/11/15、東京・中日新聞 2015/11/29 

2015:10. / 365p 
978-4-86572-004-4 
2,100 円〔本体〕+税 

*9784865720044*
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天国でまた会おう<上>(ハヤカワ・ミステリ文庫 HM 425-1) 上  (ハヤカワ・ミ

ステリ文庫) 
ピエール・ルメートル 著 
早川書房 
戦争から心身に傷を負って生還した青年兵士アルベールとエドゥアール。何も

かも失った若者たちを待っていたものとは-。第一次世界大戦後のフランスを舞

台に、青年たちの苦難と逆襲を鮮やかに描く。単行本も同時刊行。 
朝日新聞 2015/11/15、日本経済新聞 2015/11/22 

2015:10. / 334p 
978-4-15-181451-8 
740 円〔本体〕+税 

*9784151814518*

 

天国でまた会おう<下>(ハヤカワ・ミステリ文庫 HM 425-2) 下  (ハヤカワ・ミ

ステリ文庫) 
ピエール・ルメートル 著 
早川書房 
生活のため身を粉にして働くアルベール。そんな彼にエドゥアールが提案した

のは、ある途方もない詐欺の計画だった-。第一次世界大戦後のフランスを舞台

に、青年たちの苦難と逆襲を鮮やかに描く。単行本も同時刊行。 
朝日新聞 2015/11/15、日本経済新聞 2015/11/22 

2015:10. / 321p 
978-4-15-181452-5 
740 円〔本体〕+税 

*9784151814525*

 

沖縄現代史～米国統治、本土復帰から「オール沖縄」まで～ (中公新書 

2342) : 米国統治、本土復帰から「オール沖縄」まで (中公新書) 
櫻澤 誠 著 
中央公論新社 
なぜ本土と、歴史、基地、経済への認識が異なるのか。米国の統治政策、県政

の保守と革新の交代といった政治的な変化に翻弄された戦後沖縄の特異な道

のりを、政治・経済・文化から多面的に描く。 
朝日新聞 2015/11/15、日本経済新聞 2015/11/22 

2015:10. / 5p,366p 
978-4-12-102342-1 
920 円〔本体〕+税 

*9784121023421*

 

べつの言葉で(CREST BOOKS) (CREST BOOKS) 
ジュンパ・ラヒリ/ 中嶋 浩郎 著 
新潮社 
夫と息子たちとともにローマに移住したラヒリは、たどたどしいイタリア語で秘密の

日記を綴りはじめる。ベンガル語と英語、ふたつの「母語」を離れて得た自由を

語ったエッセイ。掌篇小説 2 篇を付す。 
朝日新聞 2015/11/15、毎日新聞 2015/11/15 

2015:09. / 136p 
978-4-10-590120-2 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784105901202*

 

戦後行政の構造とディレンマ～予防接種行政の変遷～ : 予防接種行政の変

遷 
手塚 洋輔 著 
藤原書店 
「官僚批判による行政の萎縮」という逆説を鮮やかに描く画期的研究。占領下の

強力な予防接種行政はなぜ「国民任せ」というほど弱体化したのか？ 「小さな

政府」が唱えられる中、安易な行政批判は行政責任の縮小という逆説をもたらし

かねない。現代官僚制を見通す 重要の視角。 
朝日新聞 2015/11/22 

2010:02. / ３０２ｐ 
978-4-89434-731-1 
4,200 円〔本体〕+税 

*9784894347311*
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哲学史講義<上巻>  上巻  
ヘーゲル/ 長谷川 宏 著 
河出書房新社 
中国・インドの東洋思想との峻別の後に西洋思想の基盤としてギリシア思想を定

置し、共同体の論理より自己の判断に殉じた「ソクラテスの犯罪」に始まる理性の

英雄たちのたゆみなき精神の律動を辿る。 
朝日新聞 2015/11/22 

1992:01. / ４６７ｐ 
978-4-309-23022-1 
5,600 円〔本体〕+税 

*9784309230221*

 

哲学史講義<中巻>  中巻  
ヘーゲル/ 長谷川 宏 著 
河出書房新社 
プラトンの哲学、アリストテレスの哲学、ソクラテスに始まる西欧哲学、ストア派、

エピクロス派、懐疑主義による検証を経て、キリスト教との出会いに伴い、思考す

る自己意識と無縁な実在は存在しないという共通原理の獲得に至る、歴史的名

著の中巻。 
朝日新聞 2015/11/22 

1992:10. / ４０９ｐ 
978-4-309-23028-3 
5,600 円〔本体〕+税 

*9784309230283*

 

哲学史講義<下巻>  下巻  
ヘーゲル/ 長谷川 宏 著 
河出書房新社 
ヨーロッパ中世の核を成したスコラ哲学から、ルネサンス思想家たちの大胆不敵

な言動の活写を経て、ベーコン、ベーメら近代の哲学を語り、カント哲学に対す

る執拗な批判まで、西欧哲学の流れ、精神の軌跡を辿る感動の名著の全訳。 
朝日新聞 2015/11/22 

1993:08. / ５１７ｐ 
978-4-309-23031-3 
7,600 円〔本体〕+税 

*9784309230313*

 

歴史哲学講義<上>(岩波文庫)  上  (岩波文庫) 
ゲオルク・ヴィルヘルム・フリ－ドリヒ・ヘ/ 長谷川宏 著 
岩波書店 
朝日新聞 2015/11/22 

1994:06. / ３６３ｐ 
978-4-00-336299-0 
900 円〔本体〕+税 

*9784003362990*

 

歴史哲学講義<下>(岩波文庫)  下  (岩波文庫) 
ゲオルク・ヴィルヘルム・フリ－ドリヒ・ヘ/ 長谷川宏 著 
岩波書店 
朝日新聞 2015/11/22 

1994:08. / ３８１ｐ 
978-4-00-336300-3 
940 円〔本体〕+税 

*9784003363003*

 

美学講義<上巻>  上巻  
ゲオルク・ヴィルヘルム・フリ－ドリヒ・ヘ/ 長谷川宏 著 
作品社 
朝日新聞 2015/11/22 

1995:08. / ４６６ｐ 
978-4-87893-229-8 
7,000 円〔本体〕+税 

*9784878932298*
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美学講義<中巻>  中巻  
ゲオルク・ヴィルヘルム・フリ－ドリヒ・ヘ/ 長谷川宏 著 
作品社 
朝日新聞 2015/11/22 

1996:03. / ３９３ｐ 
978-4-87893-248-9 
6,300 円〔本体〕+税 

*9784878932489*

 

美学講義<下巻>  下巻  
ゲオルク・ヴィルヘルム・フリ－ドリヒ・ヘ/ 長谷川宏 著 
作品社 
朝日新聞 2015/11/22 

1996:10. / ４９０ｐ 
978-4-87893-263-2 
7,000 円〔本体〕+税 

*9784878932632*

 

精神現象学  
ヘーゲル/ 長谷川 宏 著 
作品社 
西洋近代哲学の中で一際高くそびえ立つヘーゲルの体系。その 初の書であ

り彼の方法論と問題意識と主題が強く打ち出されている「精神現象学」の新訳。

哲学専門用語の類を避け、平易な日本語に移した、訳者奮闘の成果。 
朝日新聞 2015/11/22 

1998:03. / ５６０ｐ 
978-4-87893-294-6 
4,800 円〔本体〕+税 

*9784878932946*

 

最新子宮頸がん予防～ワクチンと検診の正しい受け方～: ワクチンと検診の正

しい受け方 
高橋 真理子 著 
朝日新聞出版 
副作用はないの? ワクチンだけじゃダメ? 検診は何歳から? 不妊症になるって

本当? 子宮頸がんの予防に効果的なワクチンと検診の正しい知識を丁寧に解

説する。 
朝日新聞 2015/11/22 

2011:07. / 215p 
978-4-02-330939-5 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784023309395*

 

ナラティブとエビデンスの間～括弧付きの、立ち現れる、条件次第の、文脈依

存的な医療～: 括弧付きの、立ち現れる、条件次第の、文脈依存的な医療 
ジェイムズ P.メザ/ ダニエル S.パッサーマン/ 岩田 健太郎 著 
メディカル・サイエンス・インターナショナル 
医者としての成功は患者の話とエビデンスを統合する能力にかかっている。患

者の話を聞き、彼らの質問を本当に理解し、 良のエビデンスを学ぶことで、患

者とのパートナーシップを築く方法について解説。 
朝日新聞 2015/11/22 

2013:05. / 30p,272p 
978-4-89592-743-7 
3,400 円〔本体〕+税 

*9784895927437*

 

風と共に去りぬ<1>(岩波文庫 32-342-1) 1  (岩波文庫) 
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 2015/11/22 

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

*9784003234211*



 28  

 

風と共に去りぬ<第 1 巻>(新潮文庫 ミ-4-1) 第 1 巻  (新潮文庫) 
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 2015/11/22 

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

*9784102091067*

 

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

ちの 新の分析から、世界的なワクチン・ビジネスまで徹底取材し、事態の全体

像を追う。集英社インターナショナルの WEB 連載に加筆修正。 
朝日新聞 2015/11/22 

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

*9784797672633*

 

ナディア・ブーランジェ～名音楽家を育てた“マドモアゼル”～: 名音楽家を育て

た“マドモアゼル” 
ジェローム・スピケ/ 大西 穣 著 
彩流社 
天才作曲家の妹リリへの想い、ストラヴィンスキーやラヴェル、ポール・ヴァレリー

らとの交流、ディヌ・リパッティやコープランドといった若き才能の育成…。20 世

紀 大の音楽教育家ナディア・ブーランジェの生涯を描く。 
朝日新聞 2015/11/22 

2015:06. / 217p,13p 
978-4-7791-2136-4 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784779121364*

 

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

支援を受けていた。巨額のカネが医師に流れ込む! 日本 大のタブーとされて

きた、製薬会社、厚労省、大学病院の癒着を暴く。 
朝日新聞 2015/11/22 

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

*9784163902685*

 

ひとびとの精神史<第 1 巻> 敗戦と占領 第 1 巻  
比屋根 照夫 著, 吉見 俊哉 編 
岩波書店 
八月一五日という大転換を経て、何が変わり、何が変わらなかったのか。戦地、

植民地、そして本土で、ひとびとは何を経験し、社会の変化にどう向き合おうとし

たのか。戦後七〇年の「原点」を見つめる。 
朝日新聞 2015/11/22 

2015:07. / 9p,333p 
978-4-00-028801-9 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784000288019*

 

ひとびとの精神史<第 2 巻> 朝鮮の戦争 第 2 巻  
道場 親信 著, テッサ・モーリス�スズキ 編 
岩波書店 
人物から描き出す<戦後 70 年>。第 2 巻は、「朝鮮戦争レジーム」とも呼ぶべき

地域秩序が作られた 50 年代に焦点を当て、金達寿、阿波根昌鴻、石原吉郎

ら、さまざまなひとびとの「戦後」を考える。 
朝日新聞 2015/11/22 

2015:08. / 9p,339p 
978-4-00-028802-6 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784000288026*
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ひとびとの精神史<第 3 巻> 六〇年安保 第 3 巻  
吉見 俊哉 著, 栗原 彬 編 
岩波書店 
人物から描き出す<戦後 70 年>。第 3 巻は、「六〇年安保」の 1960 年前後に焦

点を当て、ひとびとが何を感じ考えたか、どのように暮らし行動したかを、その時

代に起きた出来事との関係で考える。 
朝日新聞 2015/11/22 

2015:09. / 9p,341p 
978-4-00-028803-3 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784000288033*

 

アメリカの戦争責任～戦後最大のタブーに挑む～(PHP 新書 1000): 戦後

大のタブーに挑む (PHP 新書) 
竹田 恒泰 著 
ＰＨＰ研究所 
戦後 大のタブーである「アメリカの戦争責任」。原爆投下の目的が戦争終結を

早めるためだった、という言説はどこまで正しいのか。資料を渉猟しながら、「日

本を降伏させないこと」をアメリカが考えるようになった経緯を描く。 
朝日新聞 2015/11/22 

2015:09. / 285p 
978-4-569-82664-6 
820 円〔本体〕+税 

*9784569826646*

 

異世界の書～幻想領国地誌集成～: 幻想領国地誌集成 
ウンベルト・エーコ/ 三谷 武司 著 
東洋書林 
当代随一の「書斎の旅行家」が、プラトンの対話篇からホーキング博士の宇宙史

までをひもときながら、マージナルな紀行/世界観の数々を遍歴し、信念が記憶

に窯変した「虚構の真実」を 300 点に迫る図版とともに博捜する。 
朝日新聞 2015/11/22 

2015:10. / 479p 
978-4-88721-821-5 
9,500 円〔本体〕+税 

*9784887218215*

 

ヨーロッパ覇権史(ちくま新書 1147) (ちくま新書) 
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。 
朝日新聞 2015/11/22 

2015:10. / 206p,15p 
978-4-480-06852-1 
780 円〔本体〕+税 

*9784480068521*

 

ひとびとの精神史<第 4 巻> 東京オリンピック 第 4 巻  
山口 二郎 著, 苅谷 剛彦 編 
岩波書店 
人物から描き出す<戦後 70 年>。第 4 巻は、1960 年代に焦点をあて、高度成長

という経済面を中心とした、日本社会のあり方、日本人の生き方や考え方全般に

大きな変化をもたらす大転換の時代を描く。 
朝日新聞 2015/11/22 

2015:10. / 9p,329p 
978-4-00-028804-0 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784000288040*

 

事件!～哲学とは何か～(河出ブックス 087) : 哲学とは何か (河出ブックス) 
スラヴォイ・ジジェク 著 
河出書房新社 
現代思想界の奇才が、「事件」をキーワードに、読者を思考の冒険に誘うスリリン

グな哲学入門。日本語版序文「日本的事件とは」収録。 
朝日新聞 2015/11/22 

2015:10. / 217p 
978-4-309-62487-7 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784309624877*
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若冲(講談社学術文庫 2323) (講談社学術文庫) 
辻 惟雄 著 
講談社 
《動植綵絵》など有名作品を網羅した図版 150 点以上。伝記、画歴、画論、好き

にならずにいられない作品解説まで！ 
朝日新聞 2015/11/22 

2015:10. / 349p 
978-4-06-292323-1 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784062923231*

 

涙の通り路 
アブドゥラマン・アリ・ワベリ/ 林 俊 著 
水声社 
母国ジブチにエージェントとして戻った兄と、イスラム過激派として獄囚の弟。国

際政治に翻弄された母国さながら、路を違えた双子の声は、ベンヤミンの生涯

を介してこだまし始める…。現代アフリカの政治と思想を鋭く描く。 
朝日新聞 2015/11/22 

2015:10. / 240p 
978-4-8010-0106-0 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784801001060*

 

シャーロック・ホームズ絹の家(角川文庫 ホ 20-1) (角川文庫) 
アンソニー・ホロヴィッツ/ 駒月 雅子 著 
KADOKAWA 
英国の美術商がアメリカで事件に巻き込まれた。からくも英国に戻るが不審な男

の影が忍び寄る。相談を受けたホームズは、ベイカー街別働隊に探索を命じる

が…。「恐怖の谷」以来のホームズ長編となる、初のドイル財団公認作品。 
朝日新聞 2015/11/22 

2015:10. / 417p 
978-4-04-102510-9 
800 円〔本体〕+税 

*9784041025109*

 

FAILING FAST～マリッサ・メイヤーとヤフーの闘争～: マリッサ・メイヤーとヤ

フーの闘争 
ニコラス・カールソン/ 長谷川 圭 著 
KADOKAWA 
かつてヤフーはインターネットの先駆者だった。しかし、グーグルやフェイスブッ

クなど急成長してきた勢力に押され、迷走を続けている。その立て直しに抜擢さ

れた、元グーグル副社長のマリッサ・メイヤーの奮闘記。 
朝日新聞 2015/11/22 

2015:10. / 415p 
978-4-04-103388-3 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784041033883*

 

村上春樹雑文集(新潮文庫 む-5-35) (新潮文庫) 
村上 春樹 著 
新潮社 
デビュー小説「風の歌を聴け」新人賞受賞の言葉、エルサレム賞スピーチ「壁と

卵」、人物論、小説論、心にしみる音楽や人生の話…。多岐にわたる文章全 69
編に、著者による序文を付す。安西水丸と和田誠の解説対談も掲載。 
朝日新聞 2015/11/22 

2015:11. / 537p 
978-4-10-100167-8 
750 円〔本体〕+税 

*9784101001678*

 

認知症新時代～私らしく生きる～: 私らしく生きる 
毎日新聞生活報道部 著 
毎日新聞出版 
認知症 700 万人時代。本人の思いをどうケアに反映させれば良いのか。もがき

苦しみながら居場所を見つけた当事者を、初めて真っ向から捉えたルポルター

ジュ。『毎日新聞』連載を中心に単行本化。 
朝日新聞 2015/11/22 

2015:10. / 222p 
978-4-620-32327-5 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784620323275*
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数学ミステリー X 教授を殺したのはだれだ!～容疑者はみんな数学者!?～(ブ
ルーバックス B-1946) : 容疑者はみんな数学者!? (ブルーバックス) 
講談社 
ある晩、著名な数学者が殺された。博士の命を奪ったのはいったい誰なのか？

数学の迷路を彷徨いながらだどりついた驚くべき真実とは 
朝日新聞 2015/11/22 

2015:11. / 187p 
978-4-06-257942-1 
980 円〔本体〕+税 

*9784062579421*

 

九番目の雲 
山岡 ヒロアキ 著 
講談社 
挫折寸前の友、死を迎えようとする母、秘密を抱えて苦しむ息子に向き合ったと

き、ごまかしばかりだった男の中でなにかが弾けた！ 
朝日新聞 2015/11/22 

2015:10. / 316p 
978-4-06-219772-4 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784062197724*

 

娘になった妻、のぶ代へ～大山のぶ代「認知症」介護日記～: 大山のぶ代「認

知症」介護日記 
砂川 啓介 著 
双葉社 
2008 年に脳梗塞で倒れ、2012 年に認知症を発症した女優・大山のぶ代。彼女

の夫である著者が、在宅で担ってきた介護の日々を明かす。夫婦対談も収録。 
朝日新聞 2015/11/22 

2015:10. / 239p 
978-4-575-30955-3 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784575309553*

 

中島みゆき全歌集<2004-2015> 2004-2015  
中島 みゆき 著 
朝日新聞出版 
「麦の唄」「宙船」「荒野より」「愛だけを残せ」などのヒットソング、アルバム「組曲

(Suite)」など、2004 年?2015 年に発表された全曲を収録した、中島みゆきの歌

詞集第 3 弾。書き下ろしエッセイ付き。 
朝日新聞 2015/11/22 

2015:11. / 311p,8p 
978-4-02-251332-8 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784022513328*

 

新居浜-日本～<工都>の美術史と地方創生～: <工都>の美術史と地方創生 
新居浜市美術館 編 
国書刊行会 
黒田清輝の活動を支えた日本洋画の大コレクター住友春翠、実験工房をリード

した北代省三ら、「住友の聖地」で育まれた美術の鉱脈！ 
朝日新聞 2015/11/22 

2015:11. / 197p 
978-4-336-05973-4 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784336059734*

 

世界がもし１００人の村だったら  
池田 香代子/ Ｃ．ダグラス・ラミス 著 
マガジンハウス 
世界には６３億人の人がいますが、もしもそれを１００人の村に縮めるとどうなるで

しょう。１００人のうち６１人がアジア人です。１３人がアフリカ人…。インターネット

で世界中を駆けめぐった現代の民話。英文併記。 
朝日新聞 2015/11/29 

2001:12. / １冊 
978-4-8387-1361-5 
838 円〔本体〕+税 

*9784838713615*

 

８年(集英社文庫)  (集英社文庫) 
堂場 瞬一 著 
集英社 
朝日新聞 2015/11/29 

2004:01. / ３４９ｐ 
978-4-08-747658-3 
650 円〔本体〕+税 

*9784087476583*
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久遠<上>(中公文庫)  上  (中公文庫) 
堂場 瞬一 著 
中央公論新社 
朝日新聞 2015/11/29 

2008:06. / ３７２ｐ 
978-4-12-205086-0 
762 円〔本体〕+税 

*9784122050860*

 

久遠<下>(中公文庫)  下  (中公文庫) 
堂場 瞬一 著 
中央公論新社 
朝日新聞 2015/11/29 

2008:06. / ３７４ｐ 
978-4-12-205087-7 
762 円〔本体〕+税 

*9784122050877*

 

日本がもし１００人の村だったら  
池上 彰 著 
マガジンハウス 
少子高齢化、単身・未婚化、農業、雇用、医療、教育、社会保障、低炭素社会、

コミュニティ…。どうなる、日本？ この国の今、そして未来を数字で見る。池田

香代子との対談も収録。 
朝日新聞 2015/11/29 

2009:11. / １０９ｐ 
978-4-8387-2037-8 
952 円〔本体〕+税 

*9784838720378*

 

アナザーフェイス(文春文庫)  (文春文庫) 
堂場 瞬一 著 
文芸春秋 
朝日新聞 2015/11/29 

2010:07. / ４２８ｐ 
978-4-16-778701-1 
660 円〔本体〕+税 

*9784167787011*

 

ラーメンと愛国(講談社現代新書 2127） (講談社現代新書) 
速水 健朗 著 
講談社 
大量生産・大量消費、マスメディア時代の到来、情報化社会…。20 世紀の諸現

象を日本がいかに受け入れてきたのかを、「ラーメン」というものさしを通して探

る。ラーメンから現代史を読み解くスリリングな試み。 
朝日新聞 2015/11/29 

2011:10. / 283p 
978-4-06-280041-9 
760 円〔本体〕+税 

*9784062800419*

 

聞く力～心をひらく３５のヒント～(文春新書 841）: 心をひらく３５のヒント (文春

新書) 
阿川 佐和子 著 
文藝春秋 
頑固オヤジから普通の小学生まで、つい本音を語ってしまうのはなぜか。インタ

ビューが苦手だった阿川佐和子が、1000 人ちかい出会い、30 回以上のお見合

いで?んだコミュニケーション術を披露する。 
朝日新聞 2015/11/29 

2012:01. / 253p 
978-4-16-660841-6 
800 円〔本体〕+税 

*9784166608416*
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人口の世界史 
マッシモ・リヴィ�バッチ/ 速水 融/ 斎藤 修 著 
東洋経済新報社 
欧米でも版を重ねている標準テキスト。人口減少の生物学的基礎から始まっ

て、人口転換、発展途上国の人口問題など幅広い問題を展望。 
朝日新聞 2015/11/29 

2014:02. / 16p,301p 
978-4-492-37116-9 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784492371169*

 

なぜ、この人と話をすると楽になるのか 
吉田 尚記 著 
太田出版 
ニッポン放送の人気アナ・吉田尚記は、些細な会話すらままならないコミュ障だ

った! そんな彼が 20 年かけて編みだした、相手を楽にさせる実践的な会話の

技術を惜しみなく披露する。『ニコニコ生放送』の内容をもとに書籍化。 
朝日新聞 2015/11/29 

2015:02. / 209p 
978-4-7783-1433-0 
1,111 円〔本体〕+税 

*9784778314330*

 

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): 社会的

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

反映しているのか? 社会的選択理論の視点から、人びとの意思をよりよく集約で

きる選び方のルールをさぐる。 
朝日新聞 2015/11/29 

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

*9784004315414*

 

1979 年の歌謡曲(フィギュール彩 39) (フィギュール彩) 
スージー鈴木 著 
彩流社 
「君は薔薇より美しい」「いとしのエリー」「銀河鉄道 999」…。ニューミュージックと

歌謡曲の「一年戦争」、そしてアイドル不遇の時代だった 1979 年。この年に発

売された楽曲を紹介し、音楽シーンの特殊性と魅力に迫る。 
朝日新聞 2015/11/29 

2015:09. / 175p 
978-4-7791-7038-6 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784779170386*

 

たった 1 日で声まで良くなる話し方の教科書 
魚住 りえ 著 
東洋経済新報社 
たった 50 のコツで、仕事も人間関係も驚くほど上手くいく！20 年以上のキャリア

で培った「伝わる話し方」の全スキルを初公開！ 
朝日新聞 2015/11/29 

2015:08. / 217p 
978-4-492-04576-3 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784492045763*

 

伊藤計劃トリビュート(ハヤカワ文庫 JA 1201) (ハヤカワ文庫 JA) 
藤井 太洋 著, 早川書房集部 編 
早川書房 
2009 年にこの世を去った伊藤計劃が「虐殺器官」などで残した鮮烈なヴィジョン

は、いまや数多くの作家によって継承・凌駕されようとしている。長谷敏司、藤井

太洋など日本 SF の 先鋭 8 作家によるオリジナルアンソロジー。 
朝日新聞 2015/11/29 

2015:08. / 731p 
978-4-15-031201-5 
1,140 円〔本体〕+税 

*9784150312015*
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心の平安 
アフメト・ハムディ・タンプナル/ 和久井 路子 著 
藤原書店 
第二次世界大戦前夜。東と西が出会う都市イスタンブルを背景に、西洋化とオ

スマン朝の伝統文化への郷愁との狭間で引き裂かれるトルコの知識層青年の姿

を、甘美な恋愛劇と重ねて描きだす傑作長篇。 
朝日新聞 2015/11/29 

2015:09. / 564p 
978-4-86578-042-0 
3,600 円〔本体〕+税 

*9784865780420*

 

生身の暴力論(講談社現代新書 2336)  (講談社現代新書) 
久田 将義 著 
講談社 
人はなぜ暴力を振るうのか。人を殺すと眠くなるというのはどういうことなのか。ア

ウトロー取材を重ねてきた著者ならではの暴力論。 
朝日新聞 2015/11/29 

2015:09. / 201p 
978-4-06-288336-8 
760 円〔本体〕+税 

*9784062883368*

 

にもかかわらず～1900-1930～: 1900-1930 
アドルフ・ロース/ 鈴木 了二/ 中谷 礼仁/ 加藤 淳 著 
みすず書房 
モダニズム移行期の巨匠として知られる建築家アドルフ・ロースの主著を全訳。

近代建築宣言の先駆として名高い「装飾と犯罪」をはじめ、「郷土芸術」「家具の

終焉」ほか全 31 篇を収録する。 
朝日新聞 2015/11/29 

2015:09. / 333p 
978-4-622-07887-6 
4,800 円〔本体〕+税 

*9784622078876*

 

ラーメンの語られざる歴史～世界的なラーメンブームは日本の政治危機から生

まれた～: 世界的なラーメンブームは日本の政治危機から生まれた 
ジョージ・ソルト/ 野下 祥子 著 
国書刊行会 
米国人歴史学者が、機密扱いだった占領軍の文書や多くの日本の資料を駆使

して、真実のラーメン歴史を明らかにする。 
朝日新聞 2015/11/29 

2015:09. / 269p 
978-4-336-05940-6 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784336059406*

 

S 先生の言葉～山田太一エッセイ・コレクション～(河出文庫 や 32-1): 山田太

一エッセイ・コレクション (河出文庫) 
山田 太一 著 
河出書房新社 
名作テレビドラマを描き続けた脚本家が折に触れ発表してきたエッセイを厳選し

ておくる「山田太一エッセイ・コレクション」第 1 弾。 
朝日新聞 2015/11/29 

2015:10. / 278p 
978-4-309-41408-9 
780 円〔本体〕+税 

*9784309414089*

 

NOVA+ 屍者たちの帝国～書き下ろし日本 SF コレクション～(河出文庫 お

20-12): 書き下ろし日本 SF コレクション (河出文庫) 
大森 望/ 北原 尚彦 著 
河出書房新社 
『屍者の帝国』完全新作アンソロジー。北原尚彦、坂永雄一、高野史緒、津原泰

水、仁木稔、藤井太洋、宮部みゆき、山田正紀の全 8 編。 
朝日新聞 2015/11/29 

2015:10. / 381p 
978-4-309-41407-2 
760 円〔本体〕+税 

*9784309414072*



 35  

 

K.消えた娘を追って 
ベルナルド・クシンスキー/ 小高 利根子 著 
花伝社 
ブラジル軍事政権に拉致された娘を探す父親 K。彼はユダヤ系ポーランド人

で、ブラジルに移住する前に祖国で反政府活動のため投獄された経験を持って

いた…。カフカ「城」「審判」に匹敵する、現代の不条理。 
朝日新聞 2015/11/29 

2015:10. / 233p 
978-4-7634-0740-5 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784763407405*

 

北京・山本照像館～西太后写真と日本人写真師～: 西太后写真と日本人写真

師 
日向 康三郎 著 
雄山閣 
西太后のポートレートを世界で 初に撮影したのは、山本讃七郎という日本人

写真師だった。明治 30 年に初めて清朝に渡り、4 年後に北京・霞公府に山本

照像館(写真館)をかまえた讃七郎の活動とその生涯に迫る。 
朝日新聞 2015/11/29 

2015:10. / 227p 
978-4-639-02377-7 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784639023777*

 

ハイデガー哲学は反ユダヤ主義か～「黒ノート」をめぐる討議～: 「黒ノート」を

めぐる討議 
秋富 克哉/ 加藤 恵介/ 茂 牧人/ 轟 孝夫/ 森 一郎/ 渡辺 和典/ 阿部 

将伸/ 陶久 明日香/ 中川 萌子 著, 齋藤 元紀 編 
水声社 
死後 40 年を経て公刊された哲学的手記「黒ノート」によって、ハイデガーに反ユ

ダヤ主義疑惑が浮上した。ハイデガー哲学の真相/真価を問い直し、現代哲

学、そして我々の未来を模索する。第 3 回日独哲学会議での講演等を集成。 
朝日新聞 2015/11/29 

2015:09. / 296p 
978-4-8010-0124-4 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784801001244*

 

NHK はなぜ、反知性主義に乗っ取られたのか～法・ルール・規範なきガバナ

ンスに支配される日本～: 法・ルール・規範なきガバナンスに支配される日本 
上村 達男 著 
東洋経済新報社 
NHK 経営委員長代行を務めた著者が、NHK 会長の資格要件、ガバナンス体

制等、現在の NHK の抱えた問題と、その背景にある日本全体を覆う反知性主

義について、法学者としての立場から私見を述べる。 
朝日新聞 2015/11/29 

2015:10. / 323p 
978-4-492-22366-6 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784492223666*

 

現代家族ペディア 
比較家族史学会 編 
弘文堂 
110 名余の専門家が総力を挙げて〈家族のいま〉をレポートし、これからの展望

を探る。キーワード 400 から成る読む事典。 
朝日新聞 2015/11/29 

2015:11. / 16p,359p 
978-4-335-55170-3 
4,000 円〔本体〕+税 

*9784335551703*

 

ヴァルプルギスの火祭(講談社ラノベ文庫 み-3-2-1) (講談社ラノベ文庫) 
三門 鉄狼/ 京極 夏彦 著 
講談社 
新人ライトノベル作家の高校生・関口辰哉は、秋穂、玲菓といった少女たちと共

に、とある孤島の館に招待される。その館の若き主は、関口たちに「魔女はいま

すよ」と言い…。京極夏彦公認「百鬼夜行」公式シェアード・ワールド。 
朝日新聞 2015/11/29 

2015:10. / 276p 
978-4-06-381490-3 
620 円〔本体〕+税 

*9784063814903*
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地域再生入門～寄りあいワークショップの力～(ちくま新書 1151) : 寄りあい

ワークショップの力 (ちくま新書) 
山浦 晴男 著 
筑摩書房 
地域再生のためには、住民が内発的に立ち上がるしかない。「寄りあいワークシ

ョップ」の技法を開発し、日本各地で実践してきた著者が、数多くの成功例を紹

介。住民の誰もが参加し、地域を動かしていく方法を伝授する。 
朝日新聞 2015/11/29 

2015:11. / 267p 
978-4-480-06864-4 
860 円〔本体〕+税 

*9784480068644*

 

井上ひさしの読書眼鏡(中公文庫 い 35-23)  (中公文庫) 
井上 ひさし 著 
中央公論新社 
井上ひさしが見出した、面白い本、恐ろしい本…。『読売新聞』に連載され、遺

稿となった書評集ほか、本にまつわるエッセイ「米原万里の全著作」「藤沢さんの

日の光」を掲載する。 
朝日新聞 2015/11/29 

2015:10. / 185p 
978-4-12-206180-4 
600 円〔本体〕+税 

*9784122061804*

 

憲法主義～条文には書かれていない本質～(PHP 文庫 み 52-1) : 条文には

書かれていない本質 (PHP 文庫) 
内山 奈月/ 南野 森 著 
ＰＨＰ研究所 
憲法とは何か? 政治を動かしているのは誰か? 気鋭の憲法学者・南野森が、憲

法を暗記しているアイドル・内山奈月に憲法学を講義。2 日間の講義のやりとり

と、内山が書いたメモやレポートを収録する。 
朝日新聞 2015/11/29 

2015:11. / 277p 
978-4-569-76480-1 
760 円〔本体〕+税 

*9784569764801*

 

緑と赤 
深沢 潮 著 
実業之日本社 
生まれて初めて手にするパスポート。表には、まったく読めないハングル文字

…。ふたつの国で悩み、立ち上がる人々の青春を描く。文芸 WEB マガジン『ジ

ェイ・ノベル プラス』等掲載を単行本化。 
朝日新聞 2015/11/29 

2015:11. / 233p 
978-4-408-53672-9 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784408536729*

 

スター・ウォーズ論(NHK 出版新書 473)  (NHK 出版新書) 
河原 一久 著 
ＮＨＫ出版 
世界中にファンを獲得した「スター・ウォーズ」。当初はボツ企画扱いされた同作

は、いかに 強コンテンツへと生まれ変わったのか。日本語字幕監修を務めた

著者が、シリーズの全貌に迫り、ディズニー買収以後の行方を展望する。 
朝日新聞 2015/11/29 

2015:11. / 246p 
978-4-14-088473-7 
780 円〔本体〕+税 

*9784140884737*

 

忠臣蔵映画と日本人～<雪>と<桜>の美学～: <雪>と<桜>の美学 
小松 宰 著 
森話社 
100 年にもわたって作られてきた忠臣蔵映画を論じ、そこに見られる日本人の

精神性や美意識をさぐる。数多くの忠臣蔵映画の全貌がいま明らかに―。 
朝日新聞 2015/11/29 

2015:11. / 269p 
978-4-86405-084-5 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784864050845*
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ヒマラヤのドン・キホーテ～ネパール人になった男 宮原巍の挑戦～(中公文庫 

ね 2-9) : ネパール人になった男 宮原巍の挑戦 (中公文庫) 
根深 誠 著 
中央公論新社 
ヒマラヤの山奥にホテルをつくり、70 歳代でネパール国土開発党の党首となっ

た日本人・宮原巍。今なお挑戦を続ける、ヒマラヤのドン・キホーテと呼ばれる男

の半生を、自らも登山家である著者が熱く綴った評伝。 
朝日新聞 2015/11/29、日本経済新聞 2015/11/29 

2015:10. / 370p 
978-4-12-206176-7 
820 円〔本体〕+税 

*9784122061767*

 

クリスマスの森(世界傑作絵本シリーズ) (世界傑作絵本シリーズ) 
ルイーズ・ファティオ/ ロジャー・デュボアザン/ つちや きょうこ 著 
福音館書店 
クリスマスプレゼントを届ける前に一休みしたサンタは眠ってしまいます。それを

見た森の動物たちがプレゼントを届けてあげます。 
朝日新聞 2015/11/30 

2015:10. / [48p] 
978-4-8340-8105-3 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784834081053*

 

おじいちゃんのコート 
ジム・エイルズワース/ バーバラ・マクリントック/ 福本 友美子 著 
ほるぷ出版 
アメリカ移民だった自分の先祖をモデルに描かれ、生き生きとユーモラスな作品

に仕上がっています。読後感の満足度も一級品です。 
朝日新聞 2015/11/30 

2015:10. / [32p] 
978-4-593-50579-1 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784593505791*

 

クリスマス 
バーバラ・クーニー/ 安藤 紀子 著 
ロクリン社 
サンタが贈り物をくれるのはなぜ? 七面鳥を食べるのはどうして? コールデコット

賞作家バーバラ・クーニーが、クリスマスの歴史や習慣をコンパクトに紹介しま

す。本当の“クリスマス”がわかる美しい物語。 
朝日新聞 2015/11/30 

2015:11. / 1 冊(ページ

付なし) 
978-4-907542-20-7 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784907542207*

 

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) : 一九世紀から二〇世紀の移民史 (叢書・ウニベルシタス) 
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。 
東京・中日新聞 2015/11/01 

2015:09. / 
21p,423p,71p 
978-4-588-01032-3 
4,800 円〔本体〕+税 

*9784588010323*

 

宇沢弘文のメッセージ(集英社新書 0801) (集英社新書) 
大塚 信一 著 
集英社 
長年、宇沢弘文の仕事に伴走してきた岩波書店の名編集者が、“人間が真に豊

かに生きる条件”を求め続けた天才経済学者の魂のメッセージに肉薄。宇沢理

論とマルクス経済学との関係を始め、これまで語られなかった側面にも言及。 
東京・中日新聞 2015/11/01 

2015:09. / 217p 
978-4-08-720801-6 
740 円〔本体〕+税 

*9784087208016*
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空海 
高村 薫 著 
新潮社 
劇場型リーダーとして、国土経営のブルドーザーとして生き、死しては衆生の信

仰の柱となった空海。巨人の脳内に映じた風景をカメラを携えて再現する思索ド

キュメント。前高野山真言宗管長・松長有慶との特別対談も収録。 
東京・中日新聞 2015/11/01 

2015:09. / 188p 
978-4-10-378408-1 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784103784081*

 

日本精神史<上> 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！ 
東京・中日新聞 2015/11/01、毎日新聞 2015/11/15、朝日新聞 2015/11/22 

2015:09. / 496p 
978-4-06-219461-7 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784062194617*

 

日本精神史<下> 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！ 
東京・中日新聞 2015/11/01、毎日新聞 2015/11/15、朝日新聞 2015/11/22 

2015:09. / 521p 
978-4-06-219462-4 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784062194624*

 

地方創生の正体～なぜ地域政策は失敗するのか～(ちくま新書 1150): なぜ

地域政策は失敗するのか (ちくま新書) 
山下 祐介/ 金井 利之 著 
筑摩書房 
「地方創生」で国は何をたくらんでいるのか。住民・自治体はこの動きにどう立ち

向かえばよいのか。気鋭の社会学者と行政学者が、地域社会救済という名目で

なされる国策の罠を暴き出し、統治構造の病巣にメスを入れる。 
東京・中日新聞 2015/11/08 

2015:10. / 299p 
978-4-480-06857-6 
900 円〔本体〕+税 

*9784480068576*

 

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。 
東京・中日新聞 2015/11/08 

2015:09. / 446p 
978-4-86329-118-8 
3,500 円〔本体〕+税 

*9784863291188*

 

地球の履歴書(新潮選書) (新潮選書) 
大河内 直彦 著 
新潮社 
熱球から始まったこの星はどうやって冷え、いかにして生物が生まれたのか? 海

面や海底、地層、地下、南極、塩などを通して、地球 46 億年の歴史を 8 つのス

トーリーで描く。 
東京・中日新聞 2015/11/08、読売新聞 2015/11/15 

2015:09. / 218p 
978-4-10-603776-4 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784106037764*
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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。 
東京・中日新聞 2015/11/15 

2015:09. / 197p 
978-4-06-219530-0 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784062195300*

 

滅びゆく日本の方言 
佐藤 亮一 著 
新日本出版社 
ハタガミ(雷)、キンカイモ(馬鈴薯)、オジャミ(お手玉)…。明治から昭和前期にか

けて全国で使われていた、日本の伝統的な方言を中心に、分布(地域差)、由

来、語形誕生の順序、日本語の歴史との関係などについて解説。 
東京・中日新聞 2015/11/15 

2015:09. / 200p 
978-4-406-05930-5 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784406059305*

 

ケインズ対フランク・ナイト～経済学の巨人は「不確実性の時代」をどう捉えた

のか～: 経済学の巨人は「不確実性の時代」をどう捉えたのか 
酒井 泰弘 著 
ミネルヴァ書房 
蓋然性論や不確実性論に先駆的な業績をあげたケインズとフランク・ナイト。生

まれも境遇も違う両巨人の思想・理論の比較から現代に生きる考え方を読み取

り、新しい経済学実現への道を探る。 
東京・中日新聞 2015/11/15 

2015:10. / 
11p,332p,12p 
978-4-623-07401-3 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784623074013*

 

建築から都市を、都市から建築を考える 
槇 文彦/ 松隈 洋 著 
岩波書店 
いまを生きる人間に、本当に必要な<公共空間>とは何か。“都市をつくる建築”
を生み出してきた槇文彦が、建築や都市について考えてきたこと、上の世代から

吸収してきたことなどを語る。半世紀を越える創作・思考の軌跡。 
東京・中日新聞 2015/11/15 

2015:10. / 7p,164p 
978-4-00-061075-9 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784000610759*

 

戦争の谺～軍国・皇国・神国のゆくえ～: 軍国・皇国・神国のゆくえ 
川村 湊 著 
白水社 
民衆が捉えるべき「戦後」とは何か。復興ヒロシマ論、「靖国の思想」批判、戦後

文学者のアジア体験、軍旗と勲章…。追いやられた歴史のもう一つの断面を、

当時のさまざまな事象から探る。 
東京・中日新聞 2015/11/22 

2015:08. / 321p 
978-4-560-08463-2 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784560084632*

 

優しいライオン～やなせたかし先生からの贈り物～: 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 
東京・中日新聞 2015/11/22 

2015:10. / 283p 
978-4-06-219751-9 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784062197519*
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動物翻訳家～心の声をキャッチする、飼育員のリアルストーリー～: 心の声を

キャッチする、飼育員のリアルストーリー 
片野 ゆか 著 
集英社 
動物たちが暮らしやすい魅力的な環境をつくるためには、彼らの行動を理解し、

“心の声”に耳を傾けることが重要。動物の翻訳家、飼育員たちの知られざる苦

悩と奮闘を綴る。集英社 WEB 文芸『レンザブロー』掲載に加筆・修正。 
東京・中日新聞 2015/11/29 

2015:10. / 319p 
978-4-08-771626-9 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784087716269*

 

まど・みちお全詩集<続> 続  
まど みちお 著, まど みちお/ 市河 紀子 編 
理論社 
ユーモアに磨きのかかった晩年作と、新発見のみずみずしい初期の詩 700 編

余りを収録 
東京・中日新聞 2015/11/29 

2015:09. / 523p,52p 
978-4-652-20117-6 
6,500 円〔本体〕+税 

*9784652201176*

 

枕草子<上>(講談社学術文庫)  上  (講談社学術文庫) 
上坂 信男 著 
講談社 
読売新聞 2015/11/01 

1999:10. / ４５６ｐ 
978-4-06-159402-9 
1,350 円〔本体〕+税 

*9784061594029*

 

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

ヘン五輪、噛ませ犬事件、ＷＪプロレス崩壊まで、多くの 
読売新聞 2015/11/01 

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

*9784797672862*

 

古文を楽しく読むために(シリーズ日本語を知る・楽しむ 1) (シリーズ日本語を

知る・楽しむ) 
福田 孝 著 
ひつじ書房 
古代の人々の心情を感じ取りながら和文の性質にしたがいつつ古文を立体的

に面白く読むための数々の“いろは”を紹介。各章ごとに例となる古文の文章を

示し、それをもとに読解の要を説明する。折り込みの古文助動詞整理表付き。 
読売新聞 2015/11/01 

2015:11. / 8p,239p 
978-4-89476-706-5 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784894767065*

 

聖書論<1> 妬みの神と憐れみの神 1  
清 眞人 著 
藤原書店 
ユダヤ教とキリスト教を総合的に理解する-。旧約・新約聖書の言説を徹底的に

分析し、ニーチェを嚆矢とした正統キリスト教に対する批判的考察を受け継ぎな

がら、その連関を浮かび上がらせる。 
読売新聞 2015/11/01 

2015:08. / 362p 
978-4-86578-039-0 
4,200 円〔本体〕+税 

*9784865780390*
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聖書論<2> 聖書批判史考 2  
清 眞人 著 
藤原書店 
旧約・新約聖書の言説を徹底的に分析し、ユダヤ教・キリスト教の総合的理解を

試みた著者。その作業の過程で特に刺激となった、ニーチェを嚆矢とする 5 人

の論考を取り上げ解説した、キリスト教批判史の決定版。 
読売新聞 2015/11/01 

2015:08. / 243p 
978-4-86578-040-6 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784865780406*

 

日航機事故の謎は解けたか～御巣鷹山墜落事故の全貌～: 御巣鷹山墜落事

故の全貌 
北村 行孝/ 鶴岡 憲一 著 
花伝社 
1985 年 8 月 12 日、520 人の尊い命を奪った日航機事故から 30 年。歳月を経

たいまだからこそ、語りえた真相と開示された資料をもとに、事故と事故調査の

概要や残された課題を論じる。事故調査委員インタビューも収録。 
読売新聞 2015/11/01 

2015:08. / 217p,69p 
978-4-7634-0749-8 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784763407498*

 

コンビニコーヒーは、なぜ高級ホテルより美味いのか(ポプラ新書 069) (ポプラ

新書) 
川島 良彰 著 
ポプラ社 
コーヒーを取り巻く世界の状況から日本独特の「コーヒー進化」、そしてコーヒー

の美味しい淹れ方まで、世界的な「コーヒーハンター」が、コーヒーの 新事情と

奥深き世界を説く。 
読売新聞 2015/11/01 

2015:10. / 203p 
978-4-591-14692-7 
780 円〔本体〕+税 

*9784591146927*

 

時代小説で旅する東海道五十三次<舞坂?京・三条大橋編> 舞坂?京・三条大

橋編  
岡村 直樹 著 
講談社 
家康、赤穂浪士から半七親分に桃太郎侍、果ては将軍に献上される象を道案

内人に、江戸から京都まで東海道をゆるりと下る極上の旅本！ 
読売新聞 2015/11/01 

2015:10. / 251p 
978-4-06-219770-0 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784062197700*

 

時代小説で旅する東海道五十三次<江戸・日本橋?浜松編> 江戸・日本橋?浜

松編  
岡村 直樹 著 
講談社 
家康、赤穂浪士から半七親分に桃太郎侍、果ては将軍に献上される象を道案

内人に、江戸から京都まで東海道をゆるりと下る極上の旅本！ 
読売新聞 2015/11/01 

2015:10. / 271p 
978-4-06-219769-4 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784062197694*

 

プリンス論(新潮新書 634)  (新潮新書) 
西寺 郷太 著 
新潮社 
奇想天外なヴィジュアル、ポップで前衛的な作曲、ド助平で崇高な歌詞…。ポッ

プ・ミュージックに革命をもたらした天才、プリンス。彼を師と仰ぐ著者が、同じ音

楽家ならではの視点で、孤独な表現者の旅路を追う。 
読売新聞 2015/11/01 

2015:09. / 239p 
978-4-10-610634-7 
760 円〔本体〕+税 

*9784106106347*
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トップエコノミストの経済サキ読み術 
上野 泰也 著 
日本経済新聞出版社 
ぶれない景気判断のツボ、意外な着眼点とは。人気エコノミストが、映画やアイド

ルなど身近な話題を交え、日本経済の実態と先行きを読み解く。『日経ビジネス

オンライン』連載を単行本化。 
読売新聞 2015/11/01 

2015:09. / 326p 
978-4-532-35660-6 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784532356606*

 

市川染五郎 人生いろいろ染模様 
市川 染五郎 著 
世界文化社 
不慮の事故から奇跡の生還について、事故後、初めて本人が綴る 40 代を迎え

た等身大の染五郎丈がわかる珠玉のエッセイ。 
読売新聞 2015/11/01 

2015:10. / 167p 
978-4-418-15515-6 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784418155156*

 

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。 
読売新聞 2015/11/01 

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

*9784760146284*

 

ずっしり、あんこ(おいしい文藝) (おいしい文藝) 
青木 玉 著 
河出書房新社 
手のひらにほどよい重みを感じる「あんこ」のお菓子。愛しいあんこにまつわるエ

ッセイ 39 篇を収録。おいしい文藝シリーズ第 7 弾。 
読売新聞 2015/11/01 

2015:10. / 205p 
978-4-309-02419-6 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784309024196*

 

嫁入り道具の花ふきん教室～母から娘へ伝えられた針仕事～: 母から娘へ伝

えられた針仕事 
近藤 陽絽子 著 
暮しの手帖社 
日頃の生活でよく目にする自然、物、花などを模様にした「模様刺し」と「地刺し」

全 29 種類を紹介。刺し方を、オールカラーの写真や図を交えて、わかりやすく

解説します。『暮しの手帖』特集記事をもとに書籍化。 
読売新聞 2015/11/01 

2015:10. / 64p 
978-4-7660-0197-6 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784766001976*

 

戦場の掟(ハヤカワ文庫 NF 446) (ハヤカワ文庫 NF) 
スティーヴ・ファイナル/ 伏見 威蕃 著 
早川書房 
イラク戦争で急成長を遂げた民間軍事(警備)会社。法律に規制されない血まみ

れのビジネスの驚くべき実態と、新しい形の傭兵たちの過酷な現実を描く。ピュリ

ッツァー賞受賞記者が放つ、衝撃のノンフィクション。 
読売新聞 2015/11/01 

2015:09. / 382p 
978-4-15-050446-5 
900 円〔本体〕+税 

*9784150504465*
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革新幻想の戦後史<上>(中公文庫 た 74-2)  上  (中公文庫) 
竹内 洋 著 
中央公論新社 
戦後社会を席捲した「左派でなければ知的ではない」という空気<革新幻想>は

どのようなものだったのか。社会学者が自分史と交差させながら、立体的に描き

出す。補論「昭和戦前期「左傾学生」の群像-統計的考察」を増補。 
読売新聞 2015/11/01 

2015:09. / 369p 
978-4-12-206172-9 
880 円〔本体〕+税 

*9784122061729*

 

革新幻想の戦後史<下>(中公文庫 た 74-3)  下  (中公文庫) 
竹内 洋 著 
中央公論新社 
<革新幻想>は、何をもたらしたのか。インテリと大衆の境目がなくなった現在、社

会はどこへ向かうのか。「あの時代の空気」を様々な切り口から掬い上げる。補

論「鉄のトライアングル-進歩的文化人・岩波・朝日」を増補。 
読売新聞 2015/11/01 

2015:09. / 377p 
978-4-12-206173-6 
880 円〔本体〕+税 

*9784122061736*

 

損したくないニッポン人(講談社現代新書 2335)  (講談社現代新書) 
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 
読売新聞 2015/11/01、朝日新聞 2015/11/08 

2015:09. / 285p 
978-4-06-288335-1 
800 円〔本体〕+税 

*9784062883351*

 

電気は誰のものか～電気の事件史～: 電気の事件史 
田中 聡 著 
晶文社 
電気を制するものは、社会も制する? 名士に壮士にならず者、電気事業黎明期

に暗躍した男たちの興亡史 
読売新聞 2015/11/01、朝日新聞 2015/11/15、東京・中日新聞 2015/11/22 

2015:08. / 287p 
978-4-7949-6890-6 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784794968906*

 

世界の権力者が寵愛した銀行～タックスヘイブンの秘密を暴露した行員の告

白～: タックスヘイブンの秘密を暴露した行員の告白 
エルヴェ・ファルチャーニ/ アンジェロ・ミンクッツィ 著 
講談社 
鉄壁の守秘性が崩壊！金融史上 大の顧客データリーク事件が明かしたプラ

イベートバンクと大富豪、政治権力者の闇のコネクション。 
読売新聞 2015/11/01、朝日新聞 2015/11/22 

2015:09. / 291p 
978-4-06-219552-2 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784062195522*

 

大英帝国の親日派～なぜ開戦は避けられなかったか～(中公叢書): なぜ開戦

は避けられなかったか (中公叢書) 
アントニー・ベスト/ 武田 知己 著 
中央公論新社 
日本とイギリスはどこで何を間違えたのか。イギリスの外交指導者や親日派たち

を論じることで日英の乖離の過程を描き、チャーチルと吉田茂という 2 人の政治

家の視点から戦争をはさんだ日英関係の歴史を読みとく。 
読売新聞 2015/11/01、朝日新聞 2015/11/22 

2015:09. / 297p 
978-4-12-004757-2 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784120047572*
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聞き書緒方貞子回顧録 
緒方 貞子 著, 緒方 貞子/ 納家 政嗣 編 
岩波書店 
1990 年代に国連難民高等弁務官として人道支援を指揮した緒方貞子。その経

験から「人間の安全保障」を提起し、日本の開発援助を主導する-。戦後日本を

代表する国際派知識人の生い立ちから現在までを聞き取りによって辿る。 
読売新聞 2015/11/01、日本経済新聞 2015/11/08 

2015:09. / 14p,309p 
978-4-00-061067-4 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784000610674*

 

戦争と子ども(<文明の庫>双書) (<文明の庫>双書) 
山崎 光/ 山崎 佳代子 著 
西田書店 
ベオグラード在住の詩人・山崎佳代子が、戦争で故郷を失った子供たちから聞

いた体験などを綴る。1999 年、12 才だった息子・光が、セルビア・モンテネグロ

に対する NATO 空爆下、ベオグラードの家で描いた絵も収録。 
読売新聞 2015/11/01、毎日新聞 2015/11/15 

2015:10. / 120p 
978-4-88866-596-4 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784888665964*

 

蒙古襲来(小学館文庫)  (小学館文庫) 
網野 善彦 著 
小学館 
読売新聞 2015/11/08 

2000:12. / ６１４ｐ 
978-4-09-405071-4 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784094050714*

 

塀の中の懲りない面々(新風舎文庫)  (新風舎文庫) 
安部 譲二 著 
新風舎 
読売新聞 2015/11/08 

38078 / ２７２ｐ 
978-4-7974-9336-8 
690 円〔本体〕+税 

*9784797493368*

 

日本の歴史<９> 改版 南北朝の動乱(中公文庫) , 改版 9  (中公文庫) 
中央公論新社 
読売新聞 2015/11/08 

2005:01. / ５５７ｐ 
978-4-12-204481-4 
1,238 円〔本体〕+税 

*9784122044814*

 

アクセス(新潮文庫)  (新潮文庫) 
誉田 哲也 著 
新潮社 
読売新聞 2015/11/08 

2007:01. / ４５９ｐ 
978-4-10-130871-5 
670 円〔本体〕+税 

*9784101308715*

 

ストロベリーナイト(光文社文庫)  (光文社文庫) 
誉田 哲也 著 
光文社 
読売新聞 2015/11/08 

2008:09. / ４３５ｐ 
978-4-334-74471-7 
667 円〔本体〕+税 

*9784334744717*
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日本中世の歴史<３> 源平の内乱と公武政権  3  
吉川弘文館 
列島南北・東アジア世界をも視野に入れ、わかりやすく中世社会全体を見通す

本格的通史。3 は、後白河院政期から執権政治の展開まで、朝廷・武門の両者

の視点で協調と対立を描く。 
読売新聞 2015/11/08 

2009:10. / ３２２ｐ 
978-4-642-06403-3 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784642064033*

 

日本の歴史<１２> 室町人の精神(講談社学術文庫)  12  (講談社学術文庫) 
網野 善彦/ 大津 透/ 鬼頭 宏/ 桜井 英治/ 山本 幸司 著 
講談社 
読売新聞 2015/11/08 

2009:07. / ３９７ｐ 
978-4-06-291912-8 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784062919128*

 

複雑な彼(角川文庫)  (角川文庫) 
三島 由紀夫 著 
角川書店 
読売新聞 2015/11/08 

2009:11. / ３８８ｐ 
978-4-04-121212-7 
667 円〔本体〕+税 

*9784041212127*

 

武士道シックスティーン(文春文庫)  (文春文庫) 
誉田 哲也 著 
文芸春秋 
読売新聞 2015/11/08 

2010:02. / ４１４ｐ 
978-4-16-778001-2 
640 円〔本体〕+税 

*9784167780012*

 

音楽 改版(新潮文庫) , 改版 (新潮文庫) 
三島 由紀夫 著 
新潮社 
読売新聞 2015/11/08 

2006:06. / ２６３ｐ 
978-4-10-105017-1 
490 円〔本体〕+税 

*9784101050171*

 

日本の歴史～集英社版～<１０> 戦国の群像 : 集英社版 10  
児玉幸多 著 
集英社 
読売新聞 2015/11/08 

1992:03. / ３５０ｐ 
978-4-08-195010-2 
2,330 円〔本体〕+税 

*9784081950102*

 

宝島(偕成社文庫)  (偕成社文庫) 
ロバート・ルイス・スティーブンソン/ 金原 瑞人 著 
偕成社 
港の宿屋、ベンボー提督亭のジム少年は、海賊の泊まり客から宝の地図を手に

入れる。信頼のおける仲間たちと船を仕立てて宝島へと向かう一行。その船を追

う、悪名高き海賊の船長、一本足のシルバー。イギリス少年冒険文学決定版を

完訳で。 
読売新聞 2015/11/08 

1994:10. / ３８２ｐ 
978-4-03-652000-8 
700 円〔本体〕+税 

*9784036520008*
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坂の上の雲<１> 新装版(文春文庫) , 新装版 1  (文春文庫) 
司馬 遼太郎 著 
文芸春秋 
松山出身の歌人正岡子規と軍人の秋山好古・真之兄弟の三人を軸に、維新か

ら日露戦争の勝利に至る明治日本を描く大河小説。 
読売新聞 2015/11/08 

1999:01. / 350p 
978-4-16-710576-1 
650 円〔本体〕+税 

*9784167105761*

 

私はかんもくガール～しゃべりたいのにしゃべれない場面緘黙症のなんかおか

しな日常～: しゃべりたいのにしゃべれない場面緘黙症のなんかおかしな日常 
らせんゆむ/ かんもくネット 著 
合同出版 
家ではふつうに話せるのに、学校などの特定の“場面”で、声が出せなくなってし

まう「場面緘黙症」だった著者が、これまでの風変わりな人生を、おもしろおかし

いコミックで大カミングアウトします。臨床心理士の解説つき。 
読売新聞 2015/11/08 

2015:02. / 141p 
978-4-7726-1220-3 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784772612203*

 

在宅介護～「自分で選ぶ」視点から～(岩波新書 新赤版 1557): 「自分で選

ぶ」視点から (岩波新書 新赤版) 
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。 
読売新聞 2015/11/08 

2015:08. / 8p,259p 
978-4-00-431557-5 
820 円〔本体〕+税 

*9784004315575*

 

患者さんに伝えたい医師の本心(新潮新書 627) (新潮新書) 
高本 眞一 著 
新潮社 
妻の乳がんで、私も「患者の家族」になった-。自身が院長を務める病院で様々

な試みに着手している、日本を代表する心臓外科医が考えた「理想の医療」の

姿。新潮社の会員制国際情報サイト『フォーサイト』連載に加筆・修正。 
読売新聞 2015/11/08 

2015:07. / 189p 
978-4-10-610627-9 
700 円〔本体〕+税 

*9784106106279*

 

トレブリンカ叛乱～死の収容所で起こったこと 1942-43～: 死の収容所で起こっ

たこと 1942-43 
サムエル・ヴィレンベルク/ 近藤 康子 著 
みすず書房 
70 万人以上のユダヤ人が殺害されたトレブリンカ絶滅収容所で、日々何が起こ

っていたか。特別労務班員としてかろうじて死を免れ、その後を生き延びた著者

が、謎に包まれた死の工場の実態を伝える。 
読売新聞 2015/11/08 

2015:07. / 266p 
978-4-622-07920-0 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784622079200*

 

認定こども園がわかる本(これからの保育シリーズ) (これからの保育シリーズ) 
中山 昌樹/ 汐見 稔幸 著 
新日本教育図書 
幼稚園と保育所の機能を兼ね備えかつ子育て支援にも本格的な力を割く、21
世紀型の乳幼児のための施設「認定こども園」の基本と実践、全国の園づくりの

取り組みを紹介。ダイアモンド・ユカイと監修者・汐見稔幸の対談も収録。 
読売新聞 2015/11/08 

2015:08. / 135p 
978-4-88024-514-0 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784880245140*
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ボクは坊さん。～小説版～(集英社文庫 お 79-1): 小説版 (集英社文庫) 
白川 密成/ 平田 研也/ 岡田 裕蔵 著 
集英社 
24 歳、突然、住職に。若造の自分に何が出来るのか。聞きなれない言葉やしき

たりに苦悩しながらも、家族や幼馴染、檀家らに見守られて青年は成長してゆく

…。2015 年 10 月公開映画のノベライズ。 
読売新聞 2015/11/08 

2015:09. / 196p 
978-4-08-745366-9 
440 円〔本体〕+税 

*9784087453669*

 

村上春樹はくせになる 増補版(朝日文庫 し 47-1), 増補版 (朝日文庫) 
清水 良典 著 
朝日新聞出版 
繰り返し現れる「闇の力」「鼠」や「羊男」は何を意味するのか。ハルキ作品にちり

ばめられた謎とつながりを読み解く。「1Q84」「色彩を持たない多崎つくると、彼

の巡礼の年」の項を大幅加筆し文庫化。 
読売新聞 2015/11/08 

2015:09. / 285p 
978-4-02-264792-4 
640 円〔本体〕+税 

*9784022647924*

 

真田一族と幸村の城(角川新書 K-50)  (角川新書) 
山名 美和子 著 
KADOKAWA 
信州上田城から大阪城真田丸までの戦いの系譜を柱に、戦国の名将・幸村とそ

れを支えた伝説の十勇士、そして名城を紹介する一冊 
読売新聞 2015/11/08 

2015:09. / 222p 
978-4-04-082035-4 
800 円〔本体〕+税 

*9784040820354*

 

幸せの条件(中公文庫 ほ 17-9) (中公文庫) 
誉田 哲也 著 
中央公論新社 
「新燃料・バイオエタノール用にコメを作れる農家を探してこい!」 突然の社長命

令を受け、片山製作所・伝票整理担当で農業知識ゼロの梢恵は単身農村へ。

なりゆきで農業見習いを始めた 24 歳に勝算はあるか!? 
読売新聞 2015/11/08 

2015:08. / 460p 
978-4-12-206153-8 
640 円〔本体〕+税 

*9784122061538*

 

地球はもう温暖化していない～科学と政治の大転換へ～(平凡社新書 791): 
科学と政治の大転換へ (平凡社新書) 
深井 有 著 
平凡社 
いまだ広く信奉される CO2 地球温暖化原因説。だが太陽は寒冷化へのシグナ

ルを発している。気候変動の主役は CO2 ではなく太陽だ-。物理学者が CO2
温暖化論に代わる気候科学を紹介し、日本の行動指針を緊急提言する。 
読売新聞 2015/11/08 

2015:10. / 247p 
978-4-582-85791-7 
820 円〔本体〕+税 

*9784582857917*

 

読む力・聴く力(岩波現代文庫) (岩波現代文庫) 
河合 隼雄/ 立花 隆/ 谷川 俊太郎 著 
岩波書店 
人間の精神活動の基本である「読むこと」「聴くこと」は、高度情報化社会のい

ま、どれだけ人間の生き方や社会のあり方に関わる深い体験になっているか。

心理、ノンフィクション、詩の分野で活動する 3 人がその意味を問い直す。 
読売新聞 2015/11/08 

2015:10. / 4p,182p 
978-4-00-602270-9 
740 円〔本体〕+税 

*9784006022709*
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プラージュ 
誉田 哲也 著 
幻冬舎 
たった一度、魔が差した結果、仕事も住む場所も失った貴生。シェアハウスで人

生をやり直す決意をした矢先、女性住人に「夜這いし放題よ」と耳打ちされて

…。シェアハウスに住む厄介者たちの物語。『パピルス』連載を単行本化。 
読売新聞 2015/11/08 

2015:09. / 357p 
978-4-344-02824-1 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784344028241*

 

プラトン(講談社選書メチエ 608)  (講談社選書メチエ) 
ミヒャエル・エルラー 著 
講談社 
西洋哲学、ここに始まる！哲学の源流と謳われる知の巨人の思想の全体像を俯

瞰。 新の研究成果をふまえた決定版「プラトン入門」！ 
読売新聞 2015/11/08 

2015:10. / 382p 
978-4-06-258611-5 
1,850 円〔本体〕+税 

*9784062586115*

 

数学する身体 
森田 真生 著 
新潮社 
思考の道具として身体から生まれた数学。身体を離れ、高度な抽象化の果てに

ある可能性とは? 数学を通して「人間」に迫る、30 歳、若き異能の躍動するデビ

ュー作。 
読売新聞 2015/11/08 

2015:10. / 205p 
978-4-10-339651-2 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784103396512*

 

嫌老社会を超えて 
五木 寛之 著 
中央公論新社 
高額の年金をもらい、高級車に乗り、若者の何倍もの社会保障費の恩恵を受け

ている。これで社会に嫌老感が起きないわけがない-。社会に強まる「嫌老感」の

解決策を探る。古市憲寿との特別対談も収録。 
読売新聞 2015/11/08 

2015:09. / 187p 
978-4-12-004759-6 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784120047596*

 

金澤町家～魅力と活用法～: 魅力と活用法 
金澤町家研究会 編 
能登印刷出版部 
都市に集まって住まう知恵、自然と共生する暮らしの文化、職人の匠の技が凝

縮された金澤町家の魅力に迫る。実際の活用事例や体験談、入手方法や改修

方法、支援制度まで、町家にまつわるあれこれを詳しく説明する。 
読売新聞 2015/11/08 

2015:10. / 175p 
978-4-89010-657-8 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784890106578*

 

明治大正史<上> 上  
中村 隆英 著, 中村 隆英/ 阿部 武司 編 
東京大学出版会 
多彩な人物が躍動するダイナミックな日本近代史を独特の語り口で描き出した

名講義の記録。上は、幕末から明治前期にかけての政局や経済、文化、思想に

ついて取り上げる。 
読売新聞 2015/11/08、朝日新聞 2015/11/22、日本経済新聞 2015/11/22 

2015:09. / 11p,395p,6p
978-4-13-023069-8 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784130230698*



 49  

 

明治大正史<下> 下  
中村 隆英 著, 中村 隆英/ 阿部 武司 編 
東京大学出版会 
多彩な人物が躍動するダイナミックな日本近代史を独特の語り口で描き出した

名講義の記録。下は、明治 20 年代から大正時代にかけての政局や経済、文

化、思想について取り上げる。 
読売新聞 2015/11/08、朝日新聞 2015/11/22、日本経済新聞 2015/11/22 

2015:09. / 7p,407p,7p 
978-4-13-023070-4 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784130230704*

 

水中考古学～クレオパトラ宮殿から元寇船、タイタニックまで～(中公新書 

2344) : クレオパトラ宮殿から元寇船、タイタニックまで (中公新書) 
井上 たかひこ 著 
中央公論新社 
水面下の遺跡や沈没船を発掘、保存、調査する水中考古学。千葉県沖に沈ん

だ幕末の黒船を発見し、その後も調査を続けている著者が、自身の体験も織り

交ぜながら、世界の海の探検と研究に迫る。 
読売新聞 2015/11/08、東京・中日新聞 2015/11/29 

2015:10. / 2p,228p 
978-4-12-102344-5 
800 円〔本体〕+税 

*9784121023445*

 

命売ります(ちくま文庫)  (ちくま文庫) 
三島 由紀夫 著 
筑摩書房 
読売新聞 2015/11/08、読売新聞 2015/11/22 

1998:02. / ２６９ｐ 
978-4-480-03372-7 
680 円〔本体〕+税 

*9784480033727*

 

ネットフリックスの時代～配信とスマホがテレビを変える～(講談社現代新書 

2340): 配信とスマホがテレビを変える (講談社現代新書) 
西田 宗千佳 著 
講談社 
今秋、テレビは「放送」でなくなる!?「Netflix」の襲来、日本型ネット配信の模索

…。激変するコンテンツ消費の今を描く 
読売新聞 2015/11/08、日本経済新聞 2015/11/29 

2015:10. / 222p 
978-4-06-288340-5 
760 円〔本体〕+税 

*9784062883405*

 

檸檬 改版(新潮文庫) , 改版 (新潮文庫) 
梶井 基次郎 著 
新潮社 
読売新聞 2015/11/15 

2003:10. / ３５０ｐ 
978-4-10-109601-8 
430 円〔本体〕+税 

*9784101096018*

 

動物たちの自然健康法～野生の知恵に学ぶ～ : 野生の知恵に学ぶ 
シンディ・エンジェル/ 羽田 節子 著 
紀伊國屋書店 
野生動物は自然の偉大な治癒力を知っていた。チンパンジーが食べていた葉

に薬効を発見、ゾウが岩をかじるわけ、アザラシの「ひなたぼっこ」の意外な効

果、酔っぱらうヒヒ…。動物の「自己治療」をめぐる本。 
読売新聞 2015/11/15 

2003:10. / ３６６ｐ 
978-4-314-00949-2 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784314009492*
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観光<６２>(ハヤカワ文庫 ｅｐｉ文庫)  62  (ハヤカワ文庫 ｅｐｉ文庫) 
早川書房 
読売新聞 2015/11/15 

2010:08. /  
978-4-15-120062-5 
800 円〔本体〕+税 

*9784151200625*

 

つるばらつるばら(白泉社文庫)  (白泉社文庫) 
大島 弓子 著 
白泉社 
読売新聞 2015/11/15 

1999:12. / ３４１ｐ 
978-4-592-88359-3 
648 円〔本体〕+税 

*9784592883593*

 

ソフィーの世界～哲学者からの不思議な手紙～<上> 新装版 : 哲学者から

の不思議な手紙, 新装版 上  
ヨースタイン・ゴルデル 著 
ＮＨＫ出版 
ごく普通の 14 歳の女の子ソフィーのもとへ「あなたはだれ?」と書かれた手紙が

舞い込んだ。「わたしっていったいだれなんだろう?」改めて自分をみつめ直すソ

フィーの周りで、奇妙なことが次々と起こり始めて…。 
読売新聞 2015/11/15 

2011:05. / 362p 
978-4-14-081478-9 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784140814789*

 

ソフィーの世界～哲学者からの不思議な手紙～<下> 新装版 317p '11: 哲学

者からの不思議な手紙, 新装版 下  
ヨースタイン・ゴルデル/ 須田 朗/ 池田 香代子 著 
ＮＨＫ出版 
不思議な哲学講座を受けることになったソフィーは、15 歳の誕生日の前日に自

分の存在の秘密に気づく。存在するとはどういうことか? ソフィーの世界はどこに

あるのか? そして謎の少女ヒルデはいったいどこに? 
読売新聞 2015/11/15 

2011:05. / 317p 
978-4-14-081479-6 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784140814796*

 

大村智～2 億人を病魔から守った化学者～: 2 億人を病魔から守った化学者 
馬場 錬成 著 
中央公論新社 
夜間高校の教師から研究者に転じた化学者・大村智。世界に先駆け、国際産

学連携を主導して発見した抗生物質が、重篤なふたつの熱帯病を撲滅寸前ま

で追いやっている。科学と芸術の創造共通性を追い求める大村智の実録評伝。 
読売新聞 2015/11/15 

2012:02. / 293p 
978-4-12-004326-0 
2,100 円〔本体〕+税 

*9784120043260*

 

おはなしして子ちゃん 
藤野 可織 著 
講談社 
小学校の理科準備室に閉じ込められた私。ホルマリン漬けの瓶に入った“あの

子”が、一晩中お話をせがんできて…。キュートで不気味、残酷だけど愛しいお

はなし全 10 篇を収録。『群像』掲載を単行本化。 
読売新聞 2015/11/15 

2013:09. / 216p 
978-4-06-218630-8 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784062186308*
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「経済大国」日本の外交～エネルギー資源外交の形成 1967?1974 年～(叢書

21 世紀の国際環境と日本 005): エネルギー資源外交の形成 1967?1974 年 
(叢書 21 世紀の国際環境と日本) 
白鳥 潤一郎 著 
千倉書房 
戦後処理を終え、経済大国として再び立ち上がった日本。その船出を襲った危

機に、政府、外務省、通産省は如何に立ち向かったか 
読売新聞 2015/11/15 

2015:09. / 410p 
978-4-8051-1067-6 
4,500 円〔本体〕+税 

*9784805110676*

 

不可能を可能に～点字の世界を駆けぬける～(岩波新書 新赤版 1560): 点

字の世界を駆けぬける (岩波新書 新赤版) 
田中 徹二 著 
岩波書店 
音声デジタル図書のネットワークを創り、駅ホームの転落防止?設置に尽力。日

用品に点字の説明をつけることや、道路の点字ブロックのありかたにもたずさわ

る。10 代末で光を失った著者が、これまでの歩みや活動を綴る。 
読売新聞 2015/11/15 

2015:08. / 6p,242p 
978-4-00-431560-5 
780 円〔本体〕+税 

*9784004315605*

 

エイズ治療薬を発見した男満屋裕明(文春文庫 ほ 21-1) (文春文庫) 
堀田 佳男 著 
文藝春秋 
母と交わした幼い頃の約束。それは「長生きの薬」を見つけることだった-。死の

病と恐れられたエイズの治療薬を世界で初めて発見した満屋裕明・熊本大学教

授の、死をも恐れぬ壮絶な研究の日々と半生を描いたノンフィクション。 
読売新聞 2015/11/15 

2015:09. / 282p 
978-4-16-790457-9 
600 円〔本体〕+税 

*9784167904579*

 

薬学教室へようこそ～いのちを守るクスリを知る旅～(ブルーバックス B-
1931): いのちを守るクスリを知る旅 (ブルーバックス) 
二井 將光 著 
講談社 
くすりはどう創られ、どうからだに作用するのか。医学、生物学、生化学…。あら

ゆるジャンルにかかわる薬学とはどういう学問なのか 
読売新聞 2015/11/15 

2015:08. / 222p 
978-4-06-257931-5 
860 円〔本体〕+税 

*9784062579315*

 

我々はどのような生き物なのか～ソフィア・レクチャーズ～: ソフィア・レクチャー

ズ 
ノーム・チョムスキー/ 福井 直樹/ 辻子 美保子 著 
岩波書店 
言語学における革命家は、なぜ人間の自由のために闘い続けるのか-。2014 年

3 月に行われたノーム・チョムスキーの 2 つの講演とディスカッションを収録。チョ

ムスキーの思想を全体的な視野から捉えた論考も掲載。 
読売新聞 2015/11/15 

2015:09. / 5p,207p,7p 
978-4-00-006227-5 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784000062275*

 

家へ 
石田 千 著 
講談社 
日本海沿いの町で、母親とその内縁の夫との家庭で育った彫刻家を目指す青

年の成長を、さわやかに、滋味深く描いた新しい青春小説！ 
読売新聞 2015/11/15 

2015:10. / 197p 
978-4-06-219734-2 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784062197342*
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且坐喫茶 
いしい しんじ 著 
淡交社 
「今は亡き茶道の師匠から人生のすべてを学んだ」と語る作家・いしいしんじが、

お客となって茶事や茶会に参加し、亭主とのやりとりや茶室で感じたことを綴る。

『なごみ』掲載に加筆し書籍化。 
読売新聞 2015/11/15 

2015:10. / 195p 
978-4-473-04051-0 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784473040510*

 

恋読～本に恋した 2 年 9 ケ月～: 本に恋した 2 年 9 ケ月 
小橋 めぐみ 著 
KADOKAWA 
本を愛する女優、小橋めぐみによる初の読書エッセイ集。海外ミステリからキャラ

クター小説まで、読書家の著者がときめく本との出逢い、日々の出来事などを綴

った約四年分の読書日記を一冊にまとめました。 
読売新聞 2015/11/15 

2015:09. / 255p 
978-4-04-103264-0 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784041032640*

 

任?書房 改版(中公文庫 こ 40-23), 改版 (中公文庫) 
今野 敏 著 
中央公論新社 
日村誠司が代貸を務める阿岐本組は、今時珍しく任?道をわきまえたヤクザ。そ

の阿岐本組長が、倒産寸前の出版社経営を引き受けることになった。日村は半

ば呆れながら、組長とともに問題の梅之木書房に出向くが…。 
読売新聞 2015/11/15 

2015:09. / 331p 
978-4-12-206174-3 
680 円〔本体〕+税 

*9784122061743*

 

私塾・坂本竜馬(小学館文庫 た 31-1) (小学館文庫) 
武田 鉄矢 著 
小学館 
坂本竜馬は何故、初めて「日本人としての意識」を持つことができたのか? 竜馬

の生き様に熱い思いを抱き続け、「いつも人生の中心線にいた」という武田鉄也

が、竜馬の魅力を繙いた、「竜馬かぶれ」一代記。 
読売新聞 2015/11/15 

2015:10. / 252p 
978-4-09-406225-0 
570 円〔本体〕+税 

*9784094062250*

 

日米開戦の謎(草思社文庫 と 2-18) (草思社文庫) 
鳥居 民 著 
草思社 
昭和 16 年の日米開戦の決断はどのような経緯でなされたのか。回避する手立

てはなかったのか。今日まで謎とされる 終的決断の局面を、中国撤兵案をめ

ぐる対立、陸海軍の組織上の確執などを軸に解き明かした歴史評論。 
読売新聞 2015/11/15 

2015:10. / 343p 
978-4-7942-2161-2 
900 円〔本体〕+税 

*9784794221612*

 

デス・エンジェル 
久間 十義 著 
新潮社 
北海道の大学を卒業し、東京都下の病院で初期研修医となった森永慧介。だ

が、そこで直面したのは異様な出来事の連鎖だった-。医師、看護師が抱える闇

を描き出す衝撃のサスペンス。『波』連載を加筆修正して単行本化。 
読売新聞 2015/11/15 

2015:10. / 291p 
978-4-10-391803-5 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784103918035*
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深夜百太郎<入口> 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。 
読売新聞 2015/11/15 

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

*9784904292617*

 

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) : 言語を

愛し恐れつづけた批評家 (中公新書) 
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。 
読売新聞 2015/11/15 

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

*9784121023391*

 

全力中年～遅咲きの花が咲き続ける理由～(朝日新書 535): 遅咲きの花が咲

き続ける理由 (朝日新書) 
藤田 寛之 著 
朝日新聞出版 
年間賞金ランキング上位常連、「中年の星」として同世代に希望を与えるプロゴ

ルファー・藤田寛之。高みを目指すことをやめない強くしなやかな精神力は、ど

う培われたのか。藤田流「人生中盤の在り方」を語る。 
読売新聞 2015/11/15 

2015:10. / 255p 
978-4-02-273635-2 
780 円〔本体〕+税 

*9784022736352*

 

大世界史～現代を生きぬく最強の教科書～(文春新書 1045) : 現代を生きぬ

く 強の教科書 (文春新書) 
池上 彰/ 佐藤 優 著 
文藝春秋 
各地でさまざまな紛争が勃発する現代は、まるで新たな世界大戦の前夜だ。激

動の世界を読み解く鍵は「歴史」にこそある! 池上彰と佐藤優が、世界史と日本

史、歴史だけでなく思想や文化、軍事などについて語りあう。 
読売新聞 2015/11/15 

2015:10. / 254p 
978-4-16-661045-7 
830 円〔本体〕+税 

*9784166610457*

 

源流の記憶～「黒部の山賊」と開拓時代～: 「黒部の山賊」と開拓時代 
伊藤 正一 著 
山と渓谷社 
「黒部の山賊」の著者にして、稀代の写真表現者である伊藤正一の写真集。山

賊たちとの出会いから、開拓期を経て、ヘリコプターによる物資輸送が開始され

る“人力”時代の転換期までの黒部源流の記憶を辿る。 
読売新聞 2015/11/15 

2015:09. / 1 冊(ページ

付なし) 
978-4-635-55011-6 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784635550116*

 

イスラームと文化財 
野口 淳/ 安倍 雅史 著 
新泉社 
文化財の破壊、盗掘、略奪…。その背景に宗教があるのか? なぜ繰り返される

のか? イスラーム圏の諸国・地域における実情と、保護・活用に尽力する現地の

取り組みを報告する。 
読売新聞 2015/11/15 

2015:10. / 297p 
978-4-7877-1505-0 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784787715050*
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深夜百太郎<出口> 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。 
読売新聞 2015/11/15 

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

*9784904292624*

 

世界を食べよう!～東京外国語大学の世界料理～: 東京外国語大学の世界料

理 
沼野 恭子 編 
東京外国語大学出版会 
東京外国語大学の世界各地・各ジャンルの研究者たちが、それぞれ専門とする

地域の食文化に関する薀蓄、それに関連した写真、料理のレシピを紹介。海外

で食されている日本料理についてのコラムも随所に配す。 
読売新聞 2015/11/15 

2015:10. / 223p 
978-4-904575-49-9 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784904575499*

 

評伝・河野裕子～たつぷりと真水を抱きて～: たつぷりと真水を抱きて 
永田 淳 著 
白水社 
母の作歌に対する根源的資質とは何だったのか。没後ますますその存在感が

高まる歌人・河野裕子の生涯を、その息子である永田淳が、「家族」と「作品」か

ら描く。略年譜も収録。 
読売新聞 2015/11/15、日本経済新聞 2015/11/22 

2015:07. / 317p 
978-4-560-08455-7 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784560084557*

 

私の男 
高木 敏次 著 
思潮社 
私のことを 私の男と呼んだ まるで男を見つめるように 私を見つめていた 男と

は約束だった 私に会わせると 誰にも言わず どこかへ連れて行くこと 耳をす

まして歩みすすむ、15 の章に紡いだ長篇詩。 
読売新聞 2015/11/17 

2015:09. / 95p 
978-4-7837-3486-4 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784783734864*

 

星々の冷却～詩集～: 詩集 
井上 瑞貴 著 
書肆侃侃房 
ここ数週間風はなく 月の終りを船になって越えて 何を愛さずに別れてきたのか 
散り終えるそれぞれの場所で 持っている手を開き持たない手をにぎりしめる

(「秋を告げる声を聞き分けよ」より) 詩集。 
読売新聞 2015/11/17 

2015:09. / 79p 
978-4-86385-200-6 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784863852006*

 

顔をあらう水 
蜂飼 耳 著 
思潮社 
羊の群れよりもたやすく誘導される感情の群れ そのなかに在って 選ぶよりも先

に前へ 歩を進めるなら 足もとの影には?の色(「甘くて、」より) 未知の場を照ら

しだす、渾身の試行 28 篇を収録した詩集。 
読売新聞 2015/11/17 

2015:10. / 124p 
978-4-7837-3498-7 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784783734987*
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夢の蛇 
田 原 著 
思潮社 
何十年が過ぎ去ったが 突然 私は不意に荒野へ 彼を捜しに行きたくなる たと

え白骨だけでも見つけたい あるいは墓標だけでも(「浮浪者」より) 中国人詩人

による日本語詩集。 
読売新聞 2015/11/17 

2015:10. / 127p 
978-4-7837-3499-4 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784783734994*

 

戯れ言の自由 
平田 俊子 著 
思潮社 
不確かな日々が求める、こころを少し明るくするもの。日本語という小さな舟が、

ひとの思いを運んでいく。鋭くもしなやかに、全身でともすことばの灯り、詩 28
篇。 
読売新聞 2015/11/17 

2015:10. / 138p 
978-4-7837-3500-7 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784783735007*

 

砂文 
日和 聡子 著 
思潮社 
出会ってしまったら、もう戻れない。移り変わる時のなかで、切り拓き、刻み、均

し、掘り、崩し、築き、壊しては作り、進んでいく-。意志と呪力の痕跡を記す、新

詩集。 
読売新聞 2015/11/17 

2015:10. / 111p 
978-4-7837-3501-4 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784783735014*

 

お嬢さん(角川文庫)  (角川文庫) 
三島 由紀夫 著 
角川書店 
読売新聞 2015/11/22 

2010:04. / ２８６ｐ 
978-4-04-121214-1 
552 円〔本体〕+税 

*9784041212141*

 

豊饒の海<第三巻> 改版 暁の寺(新潮文庫）, 改版 第三巻  (新潮文庫) 
三島 由紀夫 著 
新潮社 
読売新聞 2015/11/22 

2002:11. / ４３２ｐ 
978-4-10-105023-2 
630 円〔本体〕+税 

*9784101050232*

 

豊饒の海<第一巻> 改版 春の雪(新潮文庫）, 改版 第一巻  (新潮文庫) 
三島 由紀夫 著 
新潮社 
読売新聞 2015/11/22 

2002:10. / 475p 
978-4-10-105021-8 
710 円〔本体〕+税 

*9784101050218*

 

花ざかりの森・憂国～自選短編集～ 改版(新潮文庫) : 自選短編集, 改版 
(新潮文庫) 
三島 由紀夫 著 
新潮社 
読売新聞 2015/11/22 

1992:01. / ２８６ｐ 
978-4-10-105002-7 
550 円〔本体〕+税 

*9784101050027*
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豊饒の海<第四巻> 改版 天人五衰(新潮文庫）, 改版 第四巻  (新潮文庫) 
三島 由紀夫 著 
新潮社 
読売新聞 2015/11/22 

2003:04. / ３５０ｐ 
978-4-10-105024-9 
550 円〔本体〕+税 

*9784101050249*

 

女神 改版(新潮文庫) , 改版 (新潮文庫) 
三島 由紀夫 著 
新潮社 
読売新聞 2015/11/22 

2002:11. / ３４６ｐ 
978-4-10-105025-6 
550 円〔本体〕+税 

*9784101050256*

 

豊饒の海<第二巻> 改版 奔馬(新潮文庫）, 改版 第二巻  (新潮文庫) 
三島 由紀夫 著 
新潮社 
読売新聞 2015/11/22 

2002:12. / 515p 
978-4-10-105022-5 
750 円〔本体〕+税 

*9784101050225*

 

鏡子の家 改版(新潮文庫) , 改版 (新潮文庫) 
三島 由紀夫 著 
新潮社 
読売新聞 2015/11/22 

1999:06. / ５７２ｐ 
978-4-10-105006-5 
840 円〔本体〕+税 

*9784101050065*

 

不道徳教育講座 改版(角川文庫) , 改版 (角川文庫) 
三島 由紀夫 著 
角川書店 
読売新聞 2015/11/22 

1999:09. / ３４１ｐ 
978-4-04-121207-3 
629 円〔本体〕+税 

*9784041212073*

 

近代能楽集 改版(新潮文庫) , 改版 (新潮文庫) 
三島 由紀夫 著 
新潮社 
読売新聞 2015/11/22 

2004:05. / ２６４ｐ 
978-4-10-105014-0 
490 円〔本体〕+税 

*9784101050140*

 

金閣寺 改版(新潮文庫) , 改版 (新潮文庫) 
三島 由紀夫 著 
新潮社 
1950 年 7 月 1 日、「国宝・金閣寺焼失。放火犯人は寺の青年僧」という衝撃の

ニュースが世人の耳目を驚かせた。この事件の陰に潜められた若い学僧の悩

み。31 歳の鬼才三島が全青春の決算として告白体の名文に綴った不朽の金字

塔。 
読売新聞 2015/11/22 

2003:05. / 375p 
978-4-10-105008-9 
630 円〔本体〕+税 

*9784101050089*
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永すぎた春 改版(新潮文庫 み-3-10), 改版 (新潮文庫) 
三島 由紀夫 著 
新潮社 
T 大法学部の学生・宝部郁雄と、古本屋の娘・木田百子は家柄の違いを乗り越

えてようやく婚約した。2 人は晴れて公認の仲になったが、以前の秘かな恋愛の

幸福感に比べると、何かしらもの足りなく思われ始めた…。 
読売新聞 2015/11/22 

2013:01. / 268p 
978-4-10-105010-2 
490 円〔本体〕+税 

*9784101050102*

 

美徳のよろめき 改版(新潮文庫 み-3-9), 改版 (新潮文庫) 
三島 由紀夫 著 
新潮社 
読売新聞 2015/11/22 

2011:11. / 203p 
978-4-10-105009-6 
430 円〔本体〕+税 

*9784101050096*

 

小説家の休暇 改版(新潮文庫) , 改版 (新潮文庫) 
三島 由紀夫 著 
新潮社 
読売新聞 2015/11/22 

2008:08. / ３７２ｐ 
978-4-10-105030-0 
630 円〔本体〕+税 

*9784101050300*

 

ヒタメン～三島由紀夫が女に逢う時…～: 三島由紀夫が女に逢う時… 
岩下 尚史 著 
雄山閣 
これと見込んだ恋人に対して、全身全霊をかたむけて、まごゝろを見せることに

努めた、若き日の三島由紀夫の誠實さ…。2 人の女性の貴重な証言から、作

家・三島由紀夫のもうひとつの顔を浮き彫りにする。 
読売新聞 2015/11/22 

2011:11. / 327p 
978-4-639-02197-1 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784639021971*

 

見出された恋～「金閣寺」への船出～(文春文庫 い 75-3): 「金閣寺」への船出 
(文春文庫) 
岩下 尚史 著 
文藝春秋 
三島由紀夫には焦がれるほど結婚を望んだ女性がいた――若き三島の秘めら

れた恋を、実話をもとに絢爛たる文体で小説に仕立てた傑作。 
読売新聞 2015/11/22 

2014:08. / 222p 
978-4-16-790163-9 
580 円〔本体〕+税 

*9784167901639*

 

死者とともに生きる～ボードリヤール『象徴交換と死』を読み直す～(いま読む!
名著) : ボードリヤール『象徴交換と死』を読み直す (いま読む!名著) 
林 道郎 著 
現代書館 
捩れた世界の、さらに向こうへ-。ポストモダンの先駆的思想家ボードリヤールが

「象徴交換と死」で取り上げつつ、いつのまにか消えてしまった「死」の問題を引

き継ぐ、「未完のボードリヤール」を完結させる思索の旅。 
読売新聞 2015/11/22 

2015:08. / 230p 
978-4-7684-1006-6 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784768410066*
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ソウルフードを食べにいく～日本全国～(文春文庫 い 96-1): 日本全国 (文春

文庫) 
飯窪 敏彦 著 
文藝春秋 
帰郷した時、いの一番に食べたくなる、それがソウルフード。今や全国的知名度

の帯広豚丼や沖縄そばから、知る人ぞ知る逸品まで、長い年月をかけて人々と

店が作り上げてきた土地の味を紹介する。 
読売新聞 2015/11/22 

2015:10. / 207p 
978-4-16-790477-7 
700 円〔本体〕+税 

*9784167904777*

 

量子力学で生命の謎を解く 
ジム・アル=カリーリ/ ジョンジョー・マクファデン/ 水谷 淳 著 
ＳＢクリエイティブ 
呼吸、光合成、嗅覚、磁気感覚…。生命の秘密は、量子の世界に隠されてい

た! 英国の気鋭の研究者二人が、量子力学を使って生命現象の謎を解き明か

す「量子生物学」の 新の成果と可能性を、豊富な実例を通して明らかにする。 
読売新聞 2015/11/22 

2015:09. / 9p,396p 
978-4-7973-8436-9 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784797384369*

 

嫉妬をとめられない人(小学館新書 248) (小学館新書) 
片田 珠美 著 
小学館 
精神科医である著者が出会った様々なケースや、有名人を襲った事例を紹介

し、「嫉妬をとめられない人」の心理を解説。さらに、他人の嫉妬から身を守る方

法や、自分が嫉妬する側になった場合の心得についても詳しく紹介する。 
読売新聞 2015/11/22 

2015:10. / 221p 
978-4-09-825248-0 
780 円〔本体〕+税 

*9784098252480*

 

シリアルキラーズ～プロファイリングがあきらかにする異常殺人者たちの真実

～: プロファイリングがあきらかにする異常殺人者たちの真実 
ピーター・ヴロンスキー/ 松田 和也 著 
青土社 
世界中を震撼させた猟奇的な殺人犯たち。シリアルキラーという言葉のきっかけ

になった連続殺人犯、サムの息子、殺人ピエロ…。連続殺人犯の歴史を詳細に

描き、狂気の正体と、常軌を逸した思想の核心にせまる。遺体の写真あり。 
読売新聞 2015/11/22 

2015:10. / 523p,3p 図

版 16p 
978-4-7917-6889-9 
3,600 円〔本体〕+税 

*9784791768899*

 

神社でたどる「江戸・東京」歴史散歩(歴史新書) (歴史新書) 
戸部 民夫 著 
洋泉社 
古代・武蔵国府の面影を現代に伝える大國魂神社、菅原道真の子孫が代々の

神主を継承する谷保天満宮、近代日本の経済人の守護神・兜神社…。神社をと

おして、江戸・東京の歴史をたどる。神社の所在地・アクセス情報も掲載。 
読売新聞 2015/11/22 

2015:10. / 207p 
978-4-8003-0712-5 
990 円〔本体〕+税 

*9784800307125*

 

京都 奥の迷い道～街から離れて「穴場」を歩く～(光文社新書 780) : 街から

離れて「穴場」を歩く (光文社新書) 
柏井 壽 著 
光文社 
金閣寺からの洛中歩き、嵐電沿いの道歩き…。生粋の京都人である著者が、京

都の静かな穴場スポットを案内します。2014 年刊「ゆるり京都おひとり歩き」に続

く、大人の京都歩きガイド。美味しいお店も紹介。 
読売新聞 2015/11/22 

2015:10. / 286p 
978-4-334-03883-0 
840 円〔本体〕+税 

*9784334038830*
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ランニング思考～本州縦断マラソン 1648km を走って学んだこと～: 本州縦断

マラソン 1648km を走って学んだこと 
慎 泰俊 著 
晶文社 
過酷なウルトラマラソンから得た人生と仕事の教訓。あなたの「働く」「生きる」を

変えるかもしれないエクストリームなマラソン体験記 
読売新聞 2015/11/22 

2015:10. / 245p 
978-4-7949-6896-8 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784794968968*

 

ここすぎて水の径 
石牟礼 道子 著 
弦書房 
1993 年春から 2001 年秋。石牟礼道子は何を見すえていたのか。「苦海浄土」

「十六夜橋」「天湖」「水はみどろの宮」など数々の名作を生んだ思想と行動の源

流へと誘う、珠玉の 47 篇を収録したエッセイ集。 
読売新聞 2015/11/22 

2015:10. / 313p 
978-4-86329-126-3 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784863291263*

 

この世にたやすい仕事はない 
津村 記久子 著 
日本経済新聞出版社 
どんな仕事にも外からははかりしれない、ちょっと不思議な未知の世界があって

…。1 年で、5 つの異なる仕事を、まるで惑星を旅するように巡っていく連作小

説。『日本経済新聞電子版』連載を書籍化。 
読売新聞 2015/11/22 

2015:10. / 347p 
978-4-532-17136-0 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784532171360*

 

語りだす奈良～118 の物語～: 118 の物語 
西山 厚 著 
ウェッジ 
大仏は、なぜ造られたのか。正倉院宝物は、なぜ生まれたのか…。苦しみや悲

しみを大きなやすらぎに変えてきた、奈良の 118 の物語。『毎日新聞』奈良版連

載を加筆修整して単行本化。 
読売新聞 2015/11/22 

2015:10. / 371p 
978-4-86310-153-1 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784863101531*

 

風姿花伝～書をとりまく 100 の回想～: 書をとりまく 100 の回想 
西嶋 慎一 著 
芸術新聞社 
書の華やかし頃の熱気を帯びた空気が蘇る-。書壇の生き字引き・西嶋慎一が、

日本、中国、中国文化圏はもちろん、欧米まで股にかけた半世紀に及ぶ書道交

流を、秘蔵写真とともに活写する。『大東書道』連載を単行本化。 
読売新聞 2015/11/22 

2015:11. / 414p 
978-4-87586-480-6 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784875864806*

 

あり先生の名門中学入試問題から読み解く江戸時代 
瀧島 有 著 
エネルギーフォーラム 
名門中学の入試問題には、社会や理科で江戸時代に関するユニークな出題が

見られる。そのなかでも選りすぐりの問題をピックアップして、江戸文化歴史研究

家「あり先生」独自の視点から解説することで、江戸時代を読み解く。 
読売新聞 2015/11/22 

2015:11. / 295p 
978-4-88555-459-9 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784885554599*
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佐藤春夫読本 
河野 龍也/ 辻本 雄一 著 
勉誠出版 
大正期を代表する文学者・佐藤春夫。その生涯をはじめ、永井荷風・谷崎潤一

郎・太宰治らとの交友関係、作品の舞台など、さまざまな角度から「春夫文学」の

魅力に迫る。特装本のカラー図版、芥川賞を巡る太宰治書簡も所収。 
読売新聞 2015/11/22 

2015:10. / 385p 
978-4-585-29083-4 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784585290834*

 

鹿鳴館(新潮文庫)  (新潮文庫) 
三島 由紀夫 著 
新潮社 
読売新聞 2015/11/22、毎日新聞 2015/11/22 

1984:12. / ３６５ｐ 
978-4-10-105035-5 
552 円〔本体〕+税 

*9784101050355*

 

天空の舟～小説伊尹伝～<上> : 小説伊尹伝 上  
宮城谷 昌光 著 
文芸春秋 
夏王朝末期、大洪水にみまわれ桑の大木に一命をすくわれた奇蹟の孤児が、

やがて王朝を廃滅に導く。料理人から身を興し宰相となった神話的人物・摯の

物語。９０年海越出版社より、９３年文春文庫として刊行されたものの新装版。 
読売新聞 2015/11/29 

2000:08. / ３９４ｐ 
978-4-16-319370-0 
1,762 円〔本体〕+税 

*9784163193700*

 

天空の舟～小説伊尹伝～<下> : 小説伊尹伝 下  
宮城谷 昌光 著 
文芸春秋 
おのれを縛るおのれを超えよ。人がもしおのれに与せぬならば、天地とともに生

き自分だけの野を拓こう。…摯は商の使者として夏に和睦を求めようとしていた。

９０年海越出版社より、９３年文春文庫で刊行されたものの新装版。 
読売新聞 2015/11/29 

2000:08. / ３７３ｐ 
978-4-16-319450-9 
1,762 円〔本体〕+税 

*9784163194509*

 

夏姫春秋<上>(講談社文庫)  上  (講談社文庫) 
宮城谷昌光 著 
講談社 
読売新聞 2015/11/29 

1995:09. / ２８５ｐ 
978-4-06-263066-5 
560 円〔本体〕+税 

*9784062630665*

 

夏姫春秋<下>(講談社文庫)  下  (講談社文庫) 
宮城谷昌光 著 
講談社 
読売新聞 2015/11/29 

1995:09. / ２９５ｐ 
978-4-06-263067-2 
560 円〔本体〕+税 

*9784062630672*

 

孟嘗君<４>  4  
宮城谷昌光 著 
講談社 
読売新聞 2015/11/29 

1995:11. / ３０８ｐ 
978-4-06-207895-5 
1,553 円〔本体〕+税 

*9784062078955*
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重耳<上>(講談社文庫)  上  (講談社文庫) 
宮城谷 昌光 著 
講談社 
読売新聞 2015/11/29 

1996:09. / ３５４ｐ 
978-4-06-263323-9 
610 円〔本体〕+税 

*9784062633239*

 

重耳<下>(講談社文庫)  下  (講談社文庫) 
宮城谷 昌光 著 
講談社 
読売新聞 2015/11/29 

1996:09. / ３７４ｐ 
978-4-06-263325-3 
610 円〔本体〕+税 

*9784062633253*

 

重耳<中>(講談社文庫)  中  (講談社文庫) 
宮城谷 昌光 著 
講談社 
読売新聞 2015/11/29 

1996:09. / ３５０ｐ 
978-4-06-263324-6 
610 円〔本体〕+税 

*9784062633246*

 

孟嘗君<１>(講談社文庫)  1  (講談社文庫) 
宮城谷 昌光 著 
講談社 
読売新聞 2015/11/29 

1998:09. / ３３３ｐ 
978-4-06-263862-3 
610 円〔本体〕+税 

*9784062638623*

 

孟嘗君<２>(講談社文庫)  2  (講談社文庫) 
宮城谷 昌光 著 
講談社 
読売新聞 2015/11/29 

1998:09. / ３３８ｐ 
978-4-06-263863-0 
610 円〔本体〕+税 

*9784062638630*

 

孟嘗君<３>(講談社文庫)  3  (講談社文庫) 
宮城谷 昌光 著 
講談社 
読売新聞 2015/11/29 

1998:09. / ３４１ｐ 
978-4-06-263864-7 
610 円〔本体〕+税 

*9784062638647*

 

紅葉する老年～旅人木喰から家出人トルストイまで～: 旅人木喰から家出人ト

ルストイまで 
武藤 洋二 著 
みすず書房 
老年期=人生の紅葉期には生がせっぱつまって花開く。円く老いた旅僧・木喰

や、安らぎを拒否したトルストイを例に、老年の自治権を独創的に使い尽くし、紅

葉人になるための人生の使用法を、ロシヤ文学研究の碩学が追う。 
読売新聞 2015/11/29 

2015:09. / 260p 
978-4-622-07925-5 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784622079255*
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ふなふな船橋 
吉本 ばなな 著 
朝日新聞出版 
書店の店長・立石花は 12 歳の時に一家離散し、親戚のおばさんと船橋で暮ら

すように。その頃から少女が出てくる夢を何度も見るが…。『朝日新聞』連載を単

行本化。 
読売新聞 2015/11/29 

2015:10. / 239p 
978-4-02-251309-0 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784022513090*

 

沈まぬアメリカ～拡散するソフト・パワーとその真価～: 拡散するソフト・パワー

とその真価 
渡辺 靖 著 
新潮社 
その魅力と呪縛から世界は逃れられるのか。教育、文化、宗教、資本主義など、

20 世紀を支えた米国発のソフト・パワーの光と影に迫る現代アメリカ論。季刊誌

『考える人』連載に加筆・修正し、書き下ろしを加えて単行本化。 
読売新聞 2015/11/29 

2015:10. / 206p 
978-4-10-306032-1 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784103060321*

 

私たちはどこから来て、どこへ行くのか～科学に「いのち」の根源を問う～: 科

学に「いのち」の根源を問う 
森 達也 著 
筑摩書房 
私は誰か? なぜ死ぬか? 何を信じるか? 福岡伸一、池谷裕二、村山斉ら、 先

端で闘う科学者たちに森達也が「いのち」の根源を問いかける。筑摩書房 PR 誌

『ちくま』連載に加筆修正して単行本化。 
読売新聞 2015/11/29 

2015:10. / 356p 
978-4-480-81843-0 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784480818430*

 

間違いだらけの少年サッカー～残念な指導者と親が未来を潰す～(光文社新

書 782) : 残念な指導者と親が未来を潰す (光文社新書) 
林 壮一 著 
光文社 
日本はアジアで、世界で、なぜ勝てなくなったのか? 日本の育成レベルは本当

に高いのか? 気鋭のノンフィクションライターが少年サッカーの現場をつぶさに

歩き、問題点を抉る。 
読売新聞 2015/11/29 

2015:10. / 246p 
978-4-334-03885-4 
780 円〔本体〕+税 

*9784334038854*

 

マヤ文明を知る事典 
青山 和夫 著 
東京堂出版 
「神秘の文明」ではなく、「真の世界史」へ。地理と環境、暦・算術・天文学、歴史

から、戦争、建築、儀式・行事、美術・工芸、現代に生きるマヤの人々まで、マヤ

文明の真の姿を詳細に解説した事典。 
読売新聞 2015/11/29 

2015:11. / 13p,336p 
978-4-490-10872-9 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784490108729*

 

窓辺の風～宮城谷昌光文学と半生～: 宮城谷昌光文学と半生 
宮城谷 昌光 著 
中央公論新社 
作家生活 25 周年を記念する唯一無二の自叙伝。『読売新聞』連載の「時代の

証言者」に、著者自身が書き下ろした「おまけの記」、さらに未発表作品を収録

し、作家の足跡をたどる。秘蔵写真も多数掲載する。 
読売新聞 2015/11/29 

2015:10. / 282p 
978-4-12-004782-4 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784120047824*
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シェイクスピア全集<８> テンペスト(ちくま文庫)  8  (ちくま文庫) 
シェイクスピア/ 松岡 和子 著 
筑摩書房 
日本経済新聞 2015/11/01 

2000:06. / １８６ｐ 
978-4-480-03308-6 
680 円〔本体〕+税 

*9784480033086*

 

論語(ワイド版岩波文庫)  (ワイド版岩波文庫) 
孔子/ 金谷 治 著 
岩波書店 
論語は、古代中国の大古典「四書」のひとつで、孔子とその弟子たちの言行を

集録したもの。人間として守るべき、行うべきことが簡潔な言葉で記されている。

９９年刊のワイド版。 
日本経済新聞 2015/11/01 

2001:01. / ４０６，２３ｐ 
978-4-00-007169-7 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784000071697*

 

シェイクスピア全集<９> ウィンザーの陽気な女房たち(ちくま文庫)  9  (ちく

ま文庫) 
シェイクスピア/ 松岡 和子 著 
筑摩書房 
日本経済新聞 2015/11/01 

2001:05. / ２１６ｐ 
978-4-480-03309-3 
820 円〔本体〕+税 

*9784480033093*

 

西遊記 上(奇書シリーズ)  (奇書シリーズ) 
太田 辰夫/ 鳥居 久靖 著 
平凡社 
日本経済新聞 2015/11/01 

1972:01. / ５２０ｐ 
978-4-582-32701-4 
2,427 円〔本体〕+税 

*9784582327014*

 

西遊記 下(奇書シリーズ)  (奇書シリーズ) 
太田 辰夫/ 鳥居 久靖 著 
平凡社 
日本経済新聞 2015/11/01 

1972:01. / ５２０ｐ 
978-4-582-32702-1 
2,427 円〔本体〕+税 

*9784582327021*

 

シェイクスピア全集<１０> ヴェニスの商人(ちくま文庫)  10  (ちくま文庫) 
シェイクスピア/ 松岡 和子 著 
筑摩書房 
日本経済新聞 2015/11/01 

2002:04. / ２１３ｐ 
978-4-480-03310-9 
800 円〔本体〕+税 

*9784480033109*

 

シェイクスピア全集<１１> ペリクリーズ(ちくま文庫)  11  (ちくま文庫) 
シェイクスピア/ 松岡 和子 著 
筑摩書房 
日本経済新聞 2015/11/01 

2003:02. / ２０７ｐ 
978-4-480-03311-6 
880 円〔本体〕+税 

*9784480033116*
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シェイクスピア全集<１２> タイタス・アンドロニカス(ちくま文庫)  12  (ちくま文

庫) 
シェイクスピア/ 松岡 和子 著 
筑摩書房 
日本経済新聞 2015/11/01 

2004:01. / ２１１ｐ 
978-4-480-03312-3 
820 円〔本体〕+税 

*9784480033123*

 

興奮する数学～世界を沸かせる７つの未解決問題～ : 世界を沸かせる７つの

未解決問題 
キース・デブリン/ 山下 純一 著 
岩波書店 
２０００年５月、数学の７つの未解決問題「ミレニアム問題」に、１問につき賞金１０

０万ドルが懸けられた。世界を驚かせ挑戦者を興奮させてやまないこの難問が

どのようなものかを、数学に関心を持つ全ての人に向けて解説する。 
日本経済新聞 2015/11/01 

2004:08. / ２６３ｐ 
978-4-00-005387-7 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784000053877*

 

青い鳥(岩波少年文庫)  (岩波少年文庫) 
メーテルリンク/ 末松 氷海子 著 
岩波書店 
貧しいきこりの子どもチルチルとミチルは、幸福の象徴である「青い鳥」を求めて

冒険の旅へ。思い出の国では祖父母と再会し、未来の国では、これから地球に

生まれてくる子どもたちと出会う。名作の新訳。 
日本経済新聞 2015/11/01 

2004:12. / ２５３ｐ 
978-4-00-114120-7 
680 円〔本体〕+税 

*9784001141207*

 

博士の愛した数式(新潮文庫)  (新潮文庫) 
小川 洋子 著 
新潮社 
［ぼくの記憶は８０分しかもたない］博士の背広の袖には、そう書かれた古びたメ

モが留められていた。記憶力を失った博士にとって、私は常に“新しい”家政婦。

博士は“初対面”の私に、靴のサイズや誕生日を尋ねた。数字が博士の言葉だ

った。第１回本屋大賞受賞。  
日本経済新聞 2015/11/01 

2005:11. / ２９１ｐ 
978-4-10-121523-5 
490 円〔本体〕+税 

*9784101215235*

 

シェイクスピア全集<１３> オセロー(ちくま文庫)  13  (ちくま文庫) 
シェイクスピア/ 松岡 和子 著 
筑摩書房 
日本経済新聞 2015/11/01 

2006:04. / ２６９ｐ 
978-4-480-03313-0 
880 円〔本体〕+税 

*9784480033130*

 

シェイクスピア全集<１４> コリオレイナス(ちくま文庫)  14  (ちくま文庫) 
シェイクスピア/ 松岡 和子 著 
筑摩書房 
日本経済新聞 2015/11/01 

2007:04. / ２９２ｐ 
978-4-480-03314-7 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784480033147*
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シェイクスピア全集<１５> お気に召すまま(ちくま文庫)  15  (ちくま文庫) 
シェイクスピア/ 松岡 和子 著 
筑摩書房 
日本経済新聞 2015/11/01 

2007:06. / ２２２ｐ 
978-4-480-03315-4 
880 円〔本体〕+税 

*9784480033154*

 

シェイクスピア全集<１６> 恋の骨折り損(ちくま文庫)  16  (ちくま文庫) 
シェイクスピア/ 松岡 和子 著 
筑摩書房 
日本経済新聞 2015/11/01 

2008:05. / ２２３ｐ 
978-4-480-03316-1 
880 円〔本体〕+税 

*9784480033161*

 

シェイクスピア全集<１７> から騒ぎ(ちくま文庫)  17  (ちくま文庫) 
シェイクスピア/ 松岡 和子 著 
筑摩書房 
日本経済新聞 2015/11/01 

2008:10. / ２０７ｐ 
978-4-480-03317-8 
780 円〔本体〕+税 

*9784480033178*

 

シェイクスピア全集<１８> 冬物語(ちくま文庫)  18  (ちくま文庫) 
シェイクスピア/ 松岡 和子 著 
筑摩書房 
日本経済新聞 2015/11/01 

2009:01. / ２５４ｐ 
978-4-480-03318-5 
840 円〔本体〕+税 

*9784480033185*

 

花神<上巻> 改版(新潮文庫) , 改版 上巻  (新潮文庫) 
司馬 遼太郎 著 
新潮社 
日本経済新聞 2015/11/01 

2002:06. / ４７２ｐ 
978-4-10-115217-2 
710 円〔本体〕+税 

*9784101152172*

 

花神<中> 改版(新潮文庫) , 改版 中  (新潮文庫) 
司馬 遼太郎 著 
新潮社 
日本経済新聞 2015/11/01 

2002:05. / ５１１ｐ 
978-4-10-115218-9 
750 円〔本体〕+税 

*9784101152189*

 

花神<下巻> 改版(新潮文庫) , 改版 下巻  (新潮文庫) 
司馬 遼太郎 著 
新潮社 
日本経済新聞 2015/11/01 

2002:03. / ５５３ｐ 
978-4-10-115219-6 
790 円〔本体〕+税 

*9784101152196*
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項羽と劉邦<上> 改版(新潮文庫) , 改版 上  (新潮文庫) 
司馬 遼太郎 著 
新潮社 
日本経済新聞 2015/11/01 

2005:06. / ４８６ｐ 
978-4-10-115231-8 
710 円〔本体〕+税 

*9784101152318*

 

項羽と劉邦<中> 改版(新潮文庫) , 改版 中  (新潮文庫) 
司馬 遼太郎 著 
新潮社 
日本経済新聞 2015/11/01 

2005:07. / ４３５ｐ 
978-4-10-115232-5 
630 円〔本体〕+税 

*9784101152325*

 

項羽と劉邦<下> 改版(新潮文庫) , 改版 下  (新潮文庫) 
司馬 遼太郎 著 
新潮社 
日本経済新聞 2015/11/01 

2005:08. / ４２６ｐ 
978-4-10-115233-2 
670 円〔本体〕+税 

*9784101152332*

 

幸福論(集英社文庫)  (集英社文庫) 
アラン/ 白井 健三郎 著 
集英社 
日本経済新聞 2015/11/01 

1993:02. / ３２２ｐ 
978-4-08-752037-8 
650 円〔本体〕+税 

*9784087520378*

 

シェイクスピア全集<１> ハムレット(ちくま文庫)  1  (ちくま文庫) 
ウィリアム・シェ－クスピア/ 松岡和子 著 
筑摩書房 
日本経済新聞 2015/11/01 

1996:01. / ２９６ｐ 
978-4-480-03301-7 
660 円〔本体〕+税 

*9784480033017*

 

シェイクスピア全集～シェイクスピア全集 ２～<２> ロミオとジュリエット(ちくま

文庫) : シェイクスピア全集 ２ 2  (ちくま文庫) 
ウィリアム・シェ－クスピア/ 松岡和子 著 
筑摩書房 
日本経済新聞 2015/11/01 

1996:04. / ２４９ｐ 
978-4-480-03302-4 
660 円〔本体〕+税 

*9784480033024*

 

シェイクスピア全集<３> マクベス(ちくま文庫)  3  (ちくま文庫) 
ウィリアム・シェ－クスピア/ 松岡和子 著 
筑摩書房 
日本経済新聞 2015/11/01 

1996:12. / ２０６ｐ 
978-4-480-03303-1 
700 円〔本体〕+税 

*9784480033031*
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シェイクスピア全集<４> 夏の夜の夢 間違いの喜劇(ちくま文庫)  4  (ちくま

文庫) 
シェイクスピア/ 松岡 和子 著 
筑摩書房 
日本経済新聞 2015/11/01 

1997:04. / ３２７ｐ 
978-4-480-03304-8 
900 円〔本体〕+税 

*9784480033048*

 

シェイクスピア全集<５> リア王(ちくま文庫)  5  (ちくま文庫) 
シェイクスピア/ 松岡 和子 著 
筑摩書房 
日本経済新聞 2015/11/01 

1997:12. / ２８０ｐ 
978-4-480-03305-5 
800 円〔本体〕+税 

*9784480033055*

 

シェイクスピア全集<６> 十二夜(ちくま文庫)  6  (ちくま文庫) 
シェイクスピア/ 松岡 和子 著 
筑摩書房 
日本経済新聞 2015/11/01 

1998:09. / ２０１ｐ 
978-4-480-03306-2 
700 円〔本体〕+税 

*9784480033062*

 

シェイクスピア全集<７> リチャード三世(ちくま文庫)  7  (ちくま文庫) 
シェイクスピア/ 松岡 和子 著 
筑摩書房 
日本経済新聞 2015/11/01 

1999:04. / ２８９ｐ 
978-4-480-03307-9 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784480033079*

 

ことり 
小川 洋子 著 
朝日新聞出版 
図書館司書との淡い恋、鈴虫を小箱に入れて歩く老人、文鳥の耳飾りの少女と

の出会い…。世の片隅で小鳥のさえずりにじっと耳を澄ます兄弟の一生を描く、

やさしく切ない長編小説。 
日本経済新聞 2015/11/01 

2012:11. / 249p 
978-4-02-251022-8 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784022510228*

 

椋鳥通信<上>(岩波文庫 31-006-9) 上  (岩波文庫) 
森 ?外/ 池内 紀 著 
岩波書店 
世紀の発見からゴシップまで! 森?外が、膨大なヨーロッパの新聞・雑誌をもと

に、激動の 20 世紀初頭を独自のセンスで切り取り、報じる。上は、1909 年 1 月

16 日発?1910 年 7 月 7 日発の椋鳥通信などを収録。 
日本経済新聞 2015/11/01 

2014:10. / 481p 
978-4-00-310069-1 
900 円〔本体〕+税 

*9784003100691*

 

椋鳥通信<中>(岩波文庫 31-006-10) 中  (岩波文庫) 
森 ?外/ 池内 紀 著 
岩波書店 
世紀の発見からゴシップまで! 森?外が、膨大なヨーロッパの新聞・雑誌をもと

に、激動の 20 世紀初頭を独自のセンスで切り取り、報じる。中は、1910 年 8 月

6 日発?1911 年 10 月 1 日発の椋鳥通信などを収録。 
日本経済新聞 2015/11/01 

2015:02. / 502p 
978-4-00-360021-4 
940 円〔本体〕+税 

*9784003600214*
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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！ 
日本経済新聞 2015/11/01 

2015:09. / 317p 
978-4-06-219665-9 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784062196659*

 

経済は「予想外のつながり」で動く～「ネットワーク理論」で読みとく予測不可能

な世界のしくみ～: 「ネットワーク理論」で読みとく予測不可能な世界のしくみ 
ポール・オームロッド/ 望月 衛 著 
ダイヤモンド社 
時にあっけにとられるほど弱々しく崩れさり、時に信じられないくらい逞しく危機

を乗り越える。予測不可能に陥った経済をもう一度理解するため、異端のエコノ

ミストが新しいモデル「ポジティブ・リンキング」を提唱する。 
日本経済新聞 2015/11/01 

2015:09. / 8p,364p 
978-4-478-02181-1 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784478021811*

 

椋鳥通信<下>(岩波文庫 31-006-11) 下  (岩波文庫) 
森 ?外/ 池内 紀 著 
岩波書店 
世紀の発見からゴシップまで! 森?外が、膨大なヨーロッパの新聞・雑誌をもと

に、激動の 20 世紀初頭を独自のセンスで切り取り、報じる。下は、1911 年 12
月 1 日発?1913 年 10 月 5 日発の椋鳥通信などを収録。 
日本経済新聞 2015/11/01 

2015:10. / 501p,18p 
978-4-00-360022-1 
940 円〔本体〕+税 

*9784003600221*

 

エピローグ 
円城 塔 著 
早川書房 
宇宙の構成物質を入手すべく、現実宇宙へ向かう特化採掘大隊の朝戸連と相

棒の支援ロボット・アラクネ。2 つの宇宙での連続殺人に挑む刑事クラビト。宇宙

と物語に何が起こっているのか? 『SF マガジン』連載に加筆修正。 
日本経済新聞 2015/11/01 

2015:09. / 298p 
978-4-15-209561-9 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784152095619*

 

気象庁物語～天気予報から地震・津波・火山まで～(中公新書 2340) : 天気

予報から地震・津波・火山まで (中公新書) 
古川 武彦 著 
中央公論新社 
1875 年に誕生した東京気象台は、戦争や災害のたびに技術革新を行い現在

の気象庁へと成長した。気象庁の歴史を観測システムや技術の開発、行政上の

組織の変遷を軸に、それらに携わった人たちの実話や逸話を交えて紹介する。 
日本経済新聞 2015/11/01 

2015:09. / 4p,180p 
978-4-12-102340-7 
740 円〔本体〕+税 

*9784121023407*

 

さよならブルートレイン～寝台列車ミステリー傑作選～(光文社文庫 み 19-46): 
寝台列車ミステリー傑作選 (光文社文庫) 
鮎川 哲也 著, ミステリー文学資料館 編 
光文社 
旅人たちのさまざまな思いを乗せて北へ南へと列島の夜を疾走した寝台列車

は、その空間の密室的状況から、ミステリーの恰好の舞台であった。“鉄道愛”に
溢れるミステリーの名手たちによる逸品を厳選した傑作アンソロジー。 
日本経済新聞 2015/11/01 

2015:10. / 378p 
978-4-334-76984-0 
780 円〔本体〕+税 

*9784334769840*
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核の誘惑～戦前日本の科学文化と「原子力ユートピア」の出現～: 戦前日本

の科学文化と「原子力ユートピア」の出現 
中尾 麻伊香 著 
勁草書房 
日本人は、核をどのように受け入れ、どんな未来を夢見て、そしてその受容と期

待はどのように戦後に引き継がれたか。戦前日本のメディアにおける核に関する

言説と表象を検討し、日本人の核に対する意識をその源流から辿り直す。 
日本経済新聞 2015/11/01、朝日新聞 2015/11/15 

2015:07. / 7p,384p,20p
978-4-326-60280-3 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784326602803*

 

ガリレオ裁判～400 年後の真実～(岩波新書 新赤版 1569) : 400 年後の真

実 (岩波新書 新赤版) 
田中 一郎 著 
岩波書店 
地動説を唱え、宗教裁判で有罪を宣告されたガリレオ。彼は本当に、科学者とし

て宗教と闘った英雄だったのか。ガリレオ裁判を宗教裁判として見たとき、実際

に何があったのかを明らかにする。 
日本経済新聞 2015/11/01、朝日新聞 2015/11/15 

2015:10. / 8p,220p,4p 
978-4-00-431569-8 
780 円〔本体〕+税 

*9784004315698*

 

高群逸枝～火の国の女の日記抄～(人間の記録) : 火の国の女の日記抄 (人
間の記録) 
高群 逸枝 著 
日本図書センター 
幼い頃から自己の世界観をもち、女性史研究の先駆者として激しい生き方を選

んだ高群逸枝。その波乱生涯を綴る。１９６５年理論社刊「高群逸枝全集 第１０

巻」の抄録。 
日本経済新聞 2015/11/08 

1999:12. / ３２５ｐ 
978-4-8205-5775-3 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784820557753*

 

娘巡礼記(岩波文庫)  (岩波文庫) 
高群 逸枝/ 堀場 清子 著 
岩波書店 
日本経済新聞 2015/11/08 

2004:05. / 334p 
978-4-00-381061-3 
840 円〔本体〕+税 

*9784003810613*

 

高群逸枝論～「母」のアルケオロジ－～ : 「母」のアルケオロジ－ 
山下悦子 著 
河出書房新社 
日本経済新聞 2015/11/08 

1988:02. / ２４３ｐ 
978-4-309-24100-5 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784309241005*

 

訪日外国人観光ビジネス入門講座～沸騰するインバウンド市場攻略ガイド～: 
沸騰するインバウンド市場攻略ガイド 
村山 慶輔 著 
翔泳社 
2014 年ヒット商品横綱に輝いた「インバウンド消費」。新規参入の多いインバウン

ドビジネスを理解し、入門できる初の図解書です。 
日本経済新聞 2015/11/08 

2015:02. / 183p 
978-4-7981-3880-0 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784798138800*
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観光立国ニッポンの新戦略～海外マーケットを探れ!～(鈴木教授の観光学オ

ピニオン・シリーズ 5) : 海外マーケットを探れ! (鈴木教授の観光学オピニオ

ン・シリーズ) 
鈴木 勝 著 
日中出版 
目指せ、訪日外国人客 2000 万人! 訪日外国人誘致のヒントや、各国のアウトバ

ウンド観光事情を紹介。さらに、世界一の観光国・スイスの観光戦略と日本の現

状を比較し、観光立国ニッポンを推進するための提言を試みる。 
日本経済新聞 2015/11/08 

2015:03. / 313p 
978-4-8175-9020-6 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784817590206*

 

デービッド・アトキンソン新・観光立国論～イギリス人アナリストが提言する 21
世紀の「所得倍増計画」～: イギリス人アナリストが提言する 21 世紀の「所得倍

増計画」 
デービッド・アトキンソン 著 
東洋経済新報社 
長年アナリストとして活動をしてきたイギリス人の著者が、日本の人口減を吸収し

て、かつ GDP の絶対額を増やしていくための施策として「観光立国」が有効だと

主張。さまざまな数字に基づいて説明する。 
日本経済新聞 2015/11/08 

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

*9784492502754*

 

シェアリング・エコノミー～Uber、Airbnb が変えた世界～: Uber、Airbnb が変え

た世界 
宮崎 康二 著 
日本経済新聞出版社 
シェアリング・エコノミーとは何か? 既存産業や経済全体に与える影響は? テク

ノロジーの進化が可能にした「新しい取引」の実態と急成長するサービスの仕組

み、台頭する注目企業の動きを明らかにする。 
日本経済新聞 2015/11/08 

2015:07. / 236p 
978-4-532-32018-8 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784532320188*

 

モンテーニュ～よく生き、よく死ぬために～(講談社学術文庫 2322): よく生き、

よく死ぬために (講談社学術文庫) 
保苅 瑞穂 著 
講談社 
モンテーニュは「生」と「死」の真実を『エセー』に刻んだ。第一級のフランス文学

者とともに読み、人間の本質に迫る稀有な経験。 
日本経済新聞 2015/11/08 

2015:09. / 397p 
978-4-06-292322-4 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784062923224*

 

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。 
日本経済新聞 2015/11/08 

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

*9784864880800*

 

職業としての小説家(SWITCH LIBRARY) (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。 
日本経済新聞 2015/11/08 

2015:09. / 313p 
978-4-88418-443-8 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784884184438*
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アメリカの世紀は終わらない 
ジョセフ・S.ナイ/ 村井 浩紀 著 
日本経済新聞出版社 
「中国の世紀」到来論は誤りだ。アメリカの地政学的優位は揺らがない。20 世紀

とは異なる新たなリーダーシップこそ、アメリカには必要だ-。世界を代表する賢

者が説く、アメリカ衰退否定論。 
日本経済新聞 2015/11/08 

2015:09. / 243p 
978-4-532-16972-5 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784532169725*

 

グレートカンパニー～優れた経営者が数字よりも大切にしている 5 つの条件

～: 優れた経営者が数字よりも大切にしている 5 つの条件 
リッチ・カールガード/ 野津 智子 著 
ダイヤモンド社 
成功し続ける企業の本質とは何か。『フォーブス』の発行人でコラムニストでもあ

る著者が、全米企業への取材から発見した会計数字には表れない永続企業の

原則を解き明かす。 
日本経済新聞 2015/11/08 

2015:09. / 27p,305p 
978-4-478-03961-8 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784478039618*

 

動くものはすべて殺せ～アメリカ兵はベトナムで何をしたか～: アメリカ兵はベト

ナムで何をしたか 
ニック・タース/ 布施 由紀子 著 
みすず書房 
500 人以上の村人を虐殺したミライ(ソンミ村)事件は逸脱ではなく“動く者はすべ

て殺せ”という命令の下になされた軍事作戦の一部だった。ベトナム戦争終結か

ら 40 年、今、明かされる民間人大量殺戮の実態。死体写真あり。 
日本経済新聞 2015/11/08 

2015:10. / 331p,78p 
図版 16p 
978-4-622-07917-0 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784622079170*

 

雇用身分社会(岩波新書 新赤版 1568)  (岩波新書 新赤版) 
森岡 孝二 著 
岩波書店 
非正規労働者が増え、雇用が身分化して、中流層が没落し、貧困層が膨張して

いる。そこから抜け出す道は? この 30 年で様変わりした雇用関係を概観し、どう

すればまともな働き方を再建できるのかを考える。 
日本経済新聞 2015/11/08 

2015:10. / 4p,240p,7p 
978-4-00-431568-1 
800 円〔本体〕+税 

*9784004315681*

 

ダントツの強みを磨け(私の履歴書) (私の履歴書) 
坂根 正弘 著 
日本経済新聞出版社 
コムトラックスで「機械の見える化」を実現し、ICT 建機で「施工の見える化」に挑

む-。コマツ相談役・坂根正弘が、競争力にさらなる磨きをかけるダントツ発想の

原点を語る。『日本経済新聞』連載に加筆し単行本化。 
日本経済新聞 2015/11/08 

2015:10. / 213p 
978-4-532-32011-9 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784532320119*

 

資本主義に希望はある～私たちが直視すべき 14 の課題～: 私たちが直視す

べき 14 の課題 
フィリップ・コトラー/ 倉田 幸信 著 
ダイヤモンド社 
貧困、格差、搾取、環境問題、機械化と雇用…。資本主義は他のあらゆるシス

テムより優れているが、同時に 14 の大きな欠点がある。これらの欠点とその影響

を詳細に分析したうえで、それぞれの解決策を提案する。 
日本経済新聞 2015/11/08 

2015:10. / 357p 
978-4-478-06488-7 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784478064887*
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大収斂～膨張する中産階級が世界を変える～: 膨張する中産階級が世界を変

える 
キショール・マブバニ/ 山本 文史 著 
中央公論新社 
先進国の経済格差が広がる一方で、新興国の中産階級が爆発的に増大してい

る。世界はどうなるのか? 日本は何をすべきか? アジアに視点をおいた新たな

グローバル論。 
日本経済新聞 2015/11/08 

2015:10. / 404p 
978-4-12-004770-1 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784120047701*

 

人体 600 万年史～科学が明かす進化・健康・疾病～<上>: 科学が明かす進

化・健康・疾病 上  
ダニエル・E.リーバーマン/ 塩原 通緒 著 
早川書房 
人類が類人猿と分岐し、直立二足歩行を始めたときから、人類の身体には独特

の新しい適応構造がいろいろとあらわれた…。長い進化の過程から、人間の身

体と病とを考察する。 
日本経済新聞 2015/11/08、朝日新聞 2015/11/15 

2015:09. / 332p 
978-4-15-209565-7 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784152095657*

 

人体 600 万年史～科学が明かす進化・健康・疾病～<下>: 科学が明かす進

化・健康・疾病 下  
ダニエル・E.リーバーマン/ 塩原 通緒 著 
早川書房 
労働事情や食生活などの環境変化に身体の適応が追いつかず、人間はさまざ

まな健康問題に悩まされ、病は是正されることなく次世代に伝わって行く。進化

の旅を踏まえ、この悪循環を食い止めるにはどうすればいいかを考察する。 
日本経済新聞 2015/11/08、朝日新聞 2015/11/15 

2015:09. / 349p 
978-4-15-209566-4 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784152095664*

 

いつまでも若いと思うなよ(新潮新書 639) (新潮新書) 
橋本 治 著 
新潮社 
どうして日本人は年を取るのが下手になったのだろうか。「前期高齢者」の仲間

入りをした作家が、自らの「貧・病・老」を赤裸々に綴りながら、「老い」に馴れるた

めのヒントを伝授する。『新潮 45』連載に書き下ろしを加える。 
日本経済新聞 2015/11/08、朝日新聞 2015/11/22 

2015:10. / 212p 
978-4-10-610639-2 
740 円〔本体〕+税 

*9784106106392*

 

<お受験>の歴史学～選択される私立小学校 選抜される親と子～(講談社選

書メチエ 609) : 選択される私立小学校 選抜される親と子 (講談社選書メチ

エ) 
小針 誠 著 
講談社 
〈お受験〉に向けられる情熱も不合格だった時の落胆も、現代と何ら変わらな

い。選択される学校、選抜される親と子の百年を描いた快著 
日本経済新聞 2015/11/08、読売新聞 2015/11/22 

2015:10. / 285p 
978-4-06-258612-2 
1,750 円〔本体〕+税 

*9784062586122*

 

サイクリング・ブルース  
忌野 清志郎 著 
小学館 
自転車はブルースだ。底抜けに明るく目的地まで運んでくれるぜ。歌手・忌野清

志郎が、自らの自転車生活を大公開。自転車旅行のルートや、グッズ選びなど

の実用情報も満載。旅に出たくなる「自転車愛入門書」。 
日本経済新聞 2015/11/15 

2006:06. / １２５ｐ 
978-4-09-366532-2 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784093665322*
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貧乏入門～あるいは幸福になるお金の使い方～ : あるいは幸福になるお金

の使い方 
小池 竜之介 著 
ディスカヴァー・トゥエンティワン 
目標はお金があってもなくても、お金にものを言わせる生き方からお金にものを

言わせない生き方へのシフト。刺激に支配される消費をやめ、必要なものリスト

を贅沢に揃えることで、お金の支配から自由になって生きる方法を紹介。 
日本経済新聞 2015/11/15 

2009:12. / ２０７ｐ 
978-4-88759-783-9 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784887597839*

 

天地人<上>(文春文庫)  上  (文春文庫) 
火坂 雅志 著 
文芸春秋 
日本経済新聞 2015/11/15 

2010:04. / ４６０ｐ 
978-4-16-777358-8 
770 円〔本体〕+税 

*9784167773588*

 

天地人<下>(文春文庫)  下  (文春文庫) 
火坂 雅志 著 
文芸春秋 
日本経済新聞 2015/11/15 

2010:04. / ５０８ｐ 
978-4-16-777359-5 
810 円〔本体〕+税 

*9784167773595*

 

歎異抄 改版(岩波文庫) , 改版 (岩波文庫) 
金子大栄 著 
岩波書店 
日本経済新聞 2015/11/15 

1981:07. / ９４ｐ 
978-4-00-333182-8 
420 円〔本体〕+税 

*9784003331828*

 

五輪書(講談社学術文庫)  (講談社学術文庫) 
鎌田 茂雄 著 
講談社 
日本経済新聞 2015/11/15 

1986:05. / ２６３ｐ 
978-4-06-158735-9 
920 円〔本体〕+税 

*9784061587359*

 

雇用・利子および貨幣の一般理論～普及版～ : 普及版 
ジョン・メ－ナ－ド・ケインズ/ 塩野谷祐一 著 
東洋経済新報社 
日本経済新聞 2015/11/15 

1995:03. / ４２３，ｐ 
978-4-492-31218-6 
3,400 円〔本体〕+税 

*9784492312186*

 

鬼平犯科帳<１>(ＳＰコミックス)  1  (ＳＰコミックス) 
さいとう たかを/ 池波 正太郎/ 久保田 千太郎 著 
リイド社 
日本経済新聞 2015/11/15 

1999:06. / ３８９ｐ 
978-4-8458-1931-7 
619 円〔本体〕+税 

*9784845819317*



 74  

 

四十九日のレシピ(ポプラ文庫 い 4-2) (ポプラ文庫) 
伊吹 有喜 著 
ポプラ社 
日本経済新聞 2015/11/15 

2011:11. / 297p 
978-4-591-12665-3 
600 円〔本体〕+税 

*9784591126653*

 

破天荒な経営者たち～8 人の型破りな CEO が実現した桁外れの成功～(ウィ

ザードブックシリーズ 214): 8 人の型破りな CEO が実現した桁外れの成功 (ウ
ィザードブックシリーズ) 
ウィリアム・N.ソーンダイク・ジュニア/ 長尾 慎太郎/ 井田 京子 著 
パンローリング 
企業経営で大事なことは株主の長期リターンである。ゼネラル・シネマ、ラルスト

ン・ピュリーナなど 8 つの会社とその経営者を分析し、個性的なリーダーたちが

桁外れのパフォーマンスを上げる助けとなった特徴と手法を紹介する。 
日本経済新聞 2015/11/15 

2014:02. / 338p 
978-4-7759-7182-6 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784775971826*

 

資本主義の終焉と歴史の危機(集英社新書 0732) (集英社新書) 
水野 和夫 著 
集英社 
長期にわたるゼロ金利が示すのは、投資しても利潤の出ない資本主義の「死」。

この現実を無視して、成長戦略を追求すれば日本は沈む! 大転換期に立つ

今、日本が取るべき道を展望する。 
日本経済新聞 2015/11/15 

2014:03. / 218p 
978-4-08-720732-3 
740 円〔本体〕+税 

*9784087207323*

 

真田三代<上>(文春文庫 ひ 15-11) 上  (文春文庫) 
火坂 雅志 著 
文藝春秋 
戦国の乱世、山間部の弱小勢力であった真田氏を大名にまで育てた三代の男

たち。仇敵・武田氏に仕え、旧領を取り戻した幸隆、徳川の軍勢を退けた昌幸、

「真田日本一の兵」幸村-。地方の、小さき者の誇りをかけた闘いの物語。 
日本経済新聞 2015/11/15 

2014:11. / 537p 
978-4-16-790227-8 
880 円〔本体〕+税 

*9784167902278*

 

真田三代<下>(文春文庫 ひ 15-12) 下  (文春文庫) 
火坂 雅志 著 
文藝春秋 
人は利で動く。義など方便に過ぎぬ-。幸隆と昌幸はそう考える合理主義者だっ

た。しかし直江兼続と出会った幸村は、自らの義を模索する。戦国が終わりへ向

かう中、強きものになびかず誇りを貫いたその輝きを描く完結篇。 
日本経済新聞 2015/11/15 

2014:11. / 550p 
978-4-16-790228-5 
910 円〔本体〕+税 

*9784167902285*

 

天下～家康伝～<上>: 家康伝 上  
火坂 雅志 著 
日本経済新聞出版社 
信玄・謙信のような軍略の才も、信長の突破力も、秀吉の人間的魅力も持ち合

わせていない戦国武将が、なぜ天下人になれたのか。戦国乱世を終らせた武

将・家康の実像を描く。『日本経済新聞』夕刊連載を単行本化。 
日本経済新聞 2015/11/15 

2015:04. / 366p 
978-4-532-17134-6 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784532171346*
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天下～家康伝～<下>: 家康伝 下  
火坂 雅志 著 
日本経済新聞出版社 
天下は、一人の天下ではない。大名の自治を認め、整備された法によって政治

をすすめ、義を重んじ…。徳川 260 年の平和の道を拓いた武将・家康の実像を

描く。『日本経済新聞』夕刊連載を単行本化。 
日本経済新聞 2015/11/15 

2015:04. / 390p 
978-4-532-17135-3 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784532171353*

 

インターネットガバナンス～世界を決める見えざる戦い～: 世界を決める見えざ

る戦い 
ローラ・デナルディス/ 岡部 晋太郎 著 
河出書房新社 
ネット上で繰り広げられる壮絶な覇権争い。私たちの未来を決めるこの争いにつ

いて技術的な仕組み等を踏まえわかりやすく解説する。 
日本経済新聞 2015/11/15 

2015:09. / 333p,22p 
978-4-309-24724-3 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784309247243*

 

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～: 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。 
日本経済新聞 2015/11/15 

2015:09. / 265p 
978-4-7726-9547-3 
2,100 円〔本体〕+税 

*9784772695473*

 

石原吉郎～シベリア抑留詩人の生と詩～: シベリア抑留詩人の生と詩 
細見 和之 著 
中央公論新社 
重労働と飢え、人間不信…。極寒の地シベリアで詩人・石原吉郎は何を体験

し、日本社会に何を見たのか。62 年の生涯をたどり、詩からエッセイ、短歌俳句

まで精緻に読み解き、戦中・戦後体験と透徹した作品世界を捉えなおす。 
日本経済新聞 2015/11/15 

2015:08. / 360p 
978-4-12-004750-3 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784120047503*

 

誤解だらけの日本美術～デジタル復元が解き明かす「わびさび」～(光文社新

書 777): デジタル復元が解き明かす「わびさび」 (光文社新書) 
小林 泰三 著 
光文社 
私たちが「わびさび」の芸術として親しんでいる日本の国宝は、初めからものの

あわれで、渋くて枯れた趣だったわけではない。 新のデジタル技術で国宝の

「本来の姿」を復元し、日本美術の 先端の味わい方を提示する。 
日本経済新聞 2015/11/15 

2015:09. / 216p 
978-4-334-03880-9 
1,020 円〔本体〕+税 

*9784334038809*

 

シリーズ日本の政治<10> 政治とマスメディア 10  
谷口 将紀 著 
東京大学出版会 
マスメディアは権力といかなる関係に立ち、世論に対してどのような影響を与え

ているのか。インターネットの普及をはじめメディアの多元化は政治に何をもたら

すのか。変化するメディアと政治の関係の諸相を読み解く。 
日本経済新聞 2015/11/15 

2015:10. / 7p,218p 
978-4-13-032130-3 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784130321303*
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アルジェリア人質事件の深層～暴力の連鎖に抗する「否テロ」の思想のために

～: 暴力の連鎖に抗する「否テロ」の思想のために 
桃井 治郎 著 
新評論 
日本人 10 人を含む 40 人の命が失われたアルジェリア人質事件。その深層を

多面的に探り、アルジェリア出身の作家アルベール・カミュの思想を援用しなが

ら、この事件がわれわれに示唆する教訓を検討する。 
日本経済新聞 2015/11/15 

2015:10. / 232p 
978-4-7948-1022-9 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784794810229*

 

左近<下> 下  
火坂 雅志 著 
ＰＨＰ研究所 
織田信長に従い、大和国の守護となった筒井家は、明智光秀の寄騎として各地

を転戦。しかし、本能寺の変が起こる。去就を決しかねる筒井家にあって、ひとり

落ち着いている島左近は…。未完の長篇。『文蔵』連載を単行本化。 
日本経済新聞 2015/11/15 

2015:09. / 382p 
978-4-569-82699-8 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784569826998*

 

左近<上> 上  
火坂 雅志 著 
ＰＨＰ研究所 
大和国を治める筒井家にあって、若くして侍大将になった島左近清興。しかし、

永禄 2 年、松永弾正久秀が柳生宗厳を寝返らせて大和に攻め入ってきた。窮

地に陥る筒井勢にあって左近は…。未完の長編。『文蔵』連載を単行本化。 
日本経済新聞 2015/11/15 

2015:09. / 372p 
978-4-569-82698-1 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784569826981*

 

わが闘争～父の死～: 父の死 
カール・オーヴェ・クナウスゴール/ 岡本 健志/ 安藤 佳子 著 
早川書房 
執筆に励む作家は、10 年前の父の死を回想する。冷たく専制的だった父は、

少年時代にも、そしてその後にも、どこか遠い存在だった…。家族の肖像と青春

の日々を赤裸々に描く。世界を席巻したノルウェー人作家の自伝的小説。 
日本経済新聞 2015/11/15 

2015:09. / 584p 
978-4-15-209562-6 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784152095626*

 

経済を読む～ケネーからピケティまで～: ケネーからピケティまで 
根井 雅弘 著 
日本経済評論社 
経済学史を専門とする著者が、ケインズ、マルクスといった経済学の古典・名著

を案内。「ピケティ旋風」など時事問題をテーマにしたエッセイや、歴史・音楽に

関わる本の書評も収録する。 
日本経済新聞 2015/11/15 

2015:10. / 6p,230p 
978-4-8188-2399-0 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784818823990*

 

鉄道への夢が日本人を作った～資本主義・民主主義・ナショナリズム～(朝日

選書 937) : 資本主義・民主主義・ナショナリズム (朝日選書) 
張 彧【マン】 著 
朝日新聞出版 
近代の日本人は鉄道が多大な利益をもたらすと信じ、鉄道に大いなる期待を寄

せていた。なぜ「鉄道は役に立つ」と無条件に信じることができたのか。歴史社

会学という観点で、日本の近代化の特殊性を描き出す。 
日本経済新聞 2015/11/15 

2015:10. / 281p,57p 
978-4-02-263037-7 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784022630377*
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証言と抒情～詩人石原吉郎と私たち～: 詩人石原吉郎と私たち 
野村 喜和夫 著 
白水社 
シベリア強制収容所で極限状況を経験し、生の根底を厳しく問い続けた詩人・

石原吉郎。その経験の今日的意味を問うとともに、作品の魅力や作品が孕む問

題の所在をあきらかにし、現在と結び付けて考察する。 
日本経済新聞 2015/11/15 

2015:11. / 317p,7p 
978-4-560-08476-2 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784560084762*

 

中国バブル崩壊(日経プレミアシリーズ 293) (日経プレミアシリーズ) 
日本経済新聞社 編 
日本経済新聞出版社 
中国政府の統制がきかず、経済がクラッシュする「悪夢」が現実のものとなったと

き、世界は、日本はどうなるのか。変調をきたした中国経済の現状とこれからを、

日経の取材記者が総力を挙げて描き出す。 
日本経済新聞 2015/11/15 

2015:10. / 222p 
978-4-532-26293-8 
850 円〔本体〕+税 

*9784532262938*

 

経営としてのサイバーセキュリティ～すべてがつながる時代に向けて～: すべ

てがつながる時代に向けて 
NTT サイバーセキュリティ研究会 著 
日経ＢＰ社 
NTT グループのサイバーセキュリティを先導する 14 人のプロフェッショナルたち

の仕事ぶりや思いに迫りつつ、攻撃者優位が続くサイバーセキュリティの現状

や、米国の取り組みのエッセンスを紹介する。 
日本経済新聞 2015/11/15 

2015:10. / 247p 
978-4-8222-7176-3 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784822271763*

 

アメリカの影(講談社文芸文庫)  (講談社文芸文庫) 
加藤 典洋 著 
講談社 
日本経済新聞 2015/11/15、朝日新聞 2015/11/22 

2009:09. / ３８６ｐ 
978-4-06-290061-4 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784062900614*

 

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

より大論争を巻き起こした、戦後問題の基本書を再刊。内田樹・伊東祐吏による

解説を付す。 
日本経済新聞 2015/11/15、朝日新聞 2015/11/22 

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

*9784480096821*

 

戦後入門(ちくま新書 1146) (ちくま新書) 
加藤 典洋 著 
筑摩書房 
日本はなぜ「戦後」を終わらせられないのか。対米従属とねじれ、世界大戦の意

味、原子爆弾と無条件降伏の関係、戦後日本の構造を解明。憲法 9 条の平和

原則を強化し、戦後問題を一挙に突破する行程も示す。 
日本経済新聞 2015/11/15、朝日新聞 2015/11/22 

2015:10. / 635p 
978-4-480-06856-9 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784480068569*
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福沢諭吉の朝鮮～日朝清関係のなかの「脱亜」～(講談社選書メチエ 610) : 
日朝清関係のなかの「脱亜」 (講談社選書メチエ) 
月脚 達彦 著 
講談社 
福沢は朝鮮侵略論者か、独立の支援者か。諸発言の状況追随性とリベラルな

帝国主義者としての立場を明らかにし、論争に終止符を撃つ。 
日本経済新聞 2015/11/15、朝日新聞 2015/11/29 

2015:10. / 302p 
978-4-06-258613-9 
1,850 円〔本体〕+税 

*9784062586139*

 

小泉今日子書評集 
小泉 今日子 著 
中央公論新社 
小池真理子「夏の吐息」、沢村貞子「私の浅草」、荒木経惟「愛のバルコニー」

…。10 年間に小泉今日子が読んでいたおすすめの 97 冊。2005?2014 年の『読

売新聞』書評欄掲載をまとめて単行本化。インタビューも収録。 
日本経済新聞 2015/11/15、読売新聞 2015/11/22、毎日新聞 2015/11/22 

2015:10. / 252p 
978-4-12-004779-4 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784120047794*

 

資本の世界史～資本主義はなぜ危機に陥ってばかりいるのか～(at プラス叢

書 12): 資本主義はなぜ危機に陥ってばかりいるのか (at プラス叢書) 
ウルリケ・ヘルマン/ 猪股 和夫 著 
太田出版 
EU 内でひとり勝ちに見えるドイツ経済の欠陥とは? 過去 10 年で 3 度も経済危

機が起きた根本原因とは? ドイツの気鋭経済ジャーナリストが資本主義の歴史

を紐解き、その輪郭を浮かび上がらせる。 
日本経済新聞 2015/11/15、読売新聞 2015/11/29 

2015:10. / 338p,13p 
978-4-7783-1486-6 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784778314866*

 

元始、女性は太陽であった～平塚らいてう自伝～<１>(国民文庫) : 平塚らい

てう自伝 1  (国民文庫) 
平塚雷鳥 著 
大月書店 
日本経済新聞 2015/11/22 

1992:03. / ３７６ｐ 
978-4-272-88811-5 
903 円〔本体〕+税 

*9784272888115*

 

?声～河野裕子歌集～(塔 21 世紀叢書 第 190 篇): 河野裕子歌集 (塔 21 世

紀叢書) 
河野 裕子 著 
青磁社 
生きるための本走に入る明後日より抗癌剤の点滴変はる 寝ながら庭の桜木見

上ぐ二枝が揺れそのめぐりのみ揺れゐるを 2010 年 8 月に亡くなった著者の遺

歌集。 
日本経済新聞 2015/11/22 

2011:06. / 197p 
978-4-86198-177-7 
2,667 円〔本体〕+税 

*9784861981777*

 

プライバシーの新理論～概念と法の再考～: 概念と法の再考 
ダニエル・J.ソローヴ/ 大谷 卓史 著 
みすず書房 
情報時代におけるプライバシーとは何か。プライバシー問題を深く理解するため

の 新理論を集成。法学および哲学・倫理学分野の広範な研究に基づき多様

な視点から議論を展開する。高度情報社会における制度を考える基本書。 
日本経済新聞 2015/11/22 

2013:06. / 4p,303p 
978-4-622-07765-7 
4,600 円〔本体〕+税 

*9784622077657*
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やさしい番号法入門 
水町 雅子 著 
商事法務 
用語解説 Q&A を盛り込んだ、番号法の入門書。行政機関から企業・一般個人

まで、いかなる影響を与えるのか、立案担当者が番号制度の全体像をわかりや

すく解説する。 
日本経済新聞 2015/11/22 

2014:02. / 10p,235p 
978-4-7857-2153-4 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784785721534*

 

あなたのデータ、「お金」に換えてもいいですか?～プライバシー大論争～: プラ

イバシー大論争 
日経コンピュータ 著 
日経ＢＰ社 
10 年ぶり、個人情報保護法改正へ。プライバシー論争を決着させる! データプ

ライバシーの議論について、日本固有の歴史や事例を発掘し、議論の土台とし

て紹介する。『日経コンピュータ』等の記事をもとに単行本化。 
日本経済新聞 2015/11/22 

2015:01. / 191p 
978-4-8222-6892-3 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784822268923*

 

歌に私は泣くだらう～妻・河野裕子闘病の十年～(新潮文庫 な-89-1) : 妻・河

野裕子闘病の十年 (新潮文庫) 
永田 和宏 著 
新潮社 
戦後を代表する女流歌人の妻に乳癌の宣告。一家を襲う混乱と危機…。壮絶な

闘病の日々と、 期まで詠み続けた歌人・河野裕子の凛とした生き様を夫・永田

和宏が綴る。 
日本経済新聞 2015/11/22 

2015:01. / 222p 
978-4-10-126381-6 
460 円〔本体〕+税 

*9784101263816*

 

自分が変わった方がお得という考え方～日本新時代のキーワード～: 日本新

時代のキーワード 
三橋 規宏/ 谷口 正次/ 松下 和夫/ 関 正雄 著 
中央公論新社 
少子高齢化、人口減少、財政赤字、資源制約、地球温暖化、エネルギー転換

…。日本の前途にはこれまで以上にさまざまな変化が押し寄せている。変化を

味方につけるためには何が必要か。2050 年に向かう日本の姿を展望する。 
日本経済新聞 2015/11/22 

2015:07. / 219p 
978-4-12-004744-2 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784120047442*

 

コーランには本当は何が書かれていたか? 
カーラ・パワー/ 秋山 淑子 著 
文藝春秋 
本当のコーランは、史上初めて女性に相続を認め、他宗教の尊重をうたう、多元

主義を内包したものだ-。アメリカ人女性ジャーナリストが、友人のイスラム教の指

導者とともに、コーランを読み解く。 
日本経済新聞 2015/11/22 

2015:09. / 436p 
978-4-16-390338-5 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784163903385*

 

すべての若者が生きられる未来を～家族・教育・仕事からの排除に抗して～: 
家族・教育・仕事からの排除に抗して 
宮本 みち子 編 
岩波書店 
ポスト工業化時代の現在、子供から大人に至るライフコースは個人化・流動化

し、多様なリスクが若者を襲うようになった。複合的なリスクを抱える「社会的弱

者」としての若者をどう支援すればよいのか、多角的な視点から考える。 
日本経済新聞 2015/11/22 

2015:09. / 11p,249p 
978-4-00-001083-2 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784000010832*
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誰も知らない東京スカイツリー～選定・交渉・開業・放送開始…10 年間の全記

録～: 選定・交渉・開業・放送開始…10 年間の全記録 
根岸 豊明 著 
ポプラ社 

終的にスカイツリー建設を射止めた東武鉄道。交渉難航、決裂危機、そして

合意。震災、想定外、総力戦…。スカイツリー誕生に関わったテレビマンが、テ

レビ塔「東京スカイツリー」実現の経緯を綴る。 
日本経済新聞 2015/11/22 

2015:10. / 319p 
978-4-591-14518-0 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784591145180*

 

イケアとスウェーデン～福祉国家イメージの文化史～: 福祉国家イメージの文

化史 
サーラ・クリストッフェション/ 太田 美幸 著 
新評論 
独自の存在感を放つスウェーデン生まれの家具販売店イケア。従業員に働きや

すい職場を提供し、消費者には快適な暮らしを低価格で提供してきたイケアの

文化と、その特徴であるスウェーデンとのつながりについて分析する。 
日本経済新聞 2015/11/22 

2015:10. / 11p,314p 
978-4-7948-1019-9 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784794810199*

 

横浜ヤンキー～日本・ドイツ・アメリカの狭間に生きたヘルム一族の 150 年～: 
日本・ドイツ・アメリカの狭間に生きたヘルム一族の 150 年 
レスリー・ヘルム/ 村上 由見子 著 
明石書店 
明治 2 年にドイツから来日した“お雇い外国人”の曾祖父と日本人の曽祖母。日

本のアウトサイダーとして横浜居留地に生きたその子孫たちの足跡を、四代目と

なるアメリカ人の著者が辿る。 
日本経済新聞 2015/11/22 

2015:10. / 389p 
978-4-7503-4249-8 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784750342498*

 

彼女は一人で歩くのか?(講談社タイガ モ A-01) (講談社タイガ) 
森 博嗣 著 
講談社 
人工生命体「単独歩行者(ウォーカロン)」と人間を識別する研究、その成果を狙

う何者かにハギリは襲撃を受ける。人間性とは命とは何かを問いかける、知性が

予見する未来の物語。W シリーズ第 1 弾。 
日本経済新聞 2015/11/22 

2015:10. / 261p 
978-4-06-294003-0 
660 円〔本体〕+税 

*9784062940030*

 

美少年探偵団～きみだけに光かがやく暗黒星～(講談社タイガ ニ A-01): きみ

だけに光かがやく暗黒星 (講談社タイガ) 
西尾 維新 著 
講談社 
俺達に解けないハートと謎はない！愚かしくも眩しい五人の少年と、一人の少女

の物語。 
日本経済新聞 2015/11/22 

2015:10. / 257p 
978-4-06-294001-6 
660 円〔本体〕+税 

*9784062940016*

 

平成 27 年改正個人情報保護法のしくみ 
日置 巴美/ 板倉 陽一郎 著 
商事法務 
平成 27 年改正個人情報保護法の改正ポイントとともに、基礎的な個人情報保

護法の説明を行うことで、その全体像を示す書。「改正の背景」「改正内容」「改

正後の個人情報保護法制」で構成する。 
日本経済新聞 2015/11/22 

2015:10. / 9p,194p 
978-4-7857-2338-5 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784785723385*
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経済は、人類を幸せにできるのか?～<ホモ・エコノミクス>と 21 世紀世界～: <
ホモ・エコノミクス>と 21 世紀世界 
ダニエル・コーエン/ 林 昌宏 著 
作品社 
新興国の台頭、米国の衰退、技術革新と労働の変質…。“ホモ・エコノミクス(経
済人)”という近代経済学の基本モデルを問い直しながら、経済と人間の幸せと

いう、根源的であり、かつ 21 世紀世界が直面する課題の答えを探る。 
日本経済新聞 2015/11/22 

2015:09. / 243p 
978-4-86182-539-2 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784861825392*

 

珠玉百歌仙(講談社文芸文庫 つ E7)  (講談社文芸文庫) 
塚本 邦雄 著 
講談社 
斉明天皇から森鴎外まで、およそ 12 世紀にわたる短歌の歴史の中から 112 首

を厳選し、稀代のアンソロジストが批評鑑賞を施した名著 
日本経済新聞 2015/11/22 

2015:11. / 253p 
978-4-06-290291-5 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784062902915*

 

私の履歴書 
古川 貞二郎 著 
日本経済新聞出版社 
村山、橋本、小渕、森、小泉内閣の官房副長官を歴任した著者の考える、「公」

の仕事に携わるための志と使命感とは。報道の内側から、その息づかいまで伝

える、元官僚トップの自伝。『日本経済新聞』連載をもとに単行本化。 
日本経済新聞 2015/11/22 

2015:10. / 223p 
978-4-532-16975-6 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784532169756*

 

BOLD 突き抜ける力～超ド級の成長と富を手に入れ、世界を変える方法～: 
超ド級の成長と富を手に入れ、世界を変える方法 
ピーター・H.ディアマンディス/ スティーヴン・コトラー/ 土方 奈美 著 
日経ＢＰ社 
起業家、活動家、リーダーが、世界にプラスの影響を与えながら自らの 大の夢

を叶えるために必要なツールを身につけられる書。エクスポネンシャル・テクノロ

ジー、突き抜けるマインドセット&クラウドの力などを取り上げる。 
日本経済新聞 2015/11/22 

2015:10. / 470p 
978-4-8222-5105-5 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784822251055*

 

秘密男女の関係(カドカワ BOOKS G-こ-1-1-1) (カドカワ BOOKS) 
TOKOTOKO(西沢さん P)/ 狐塚 冬里/ べて 著 
KADOKAWA 
恋人との破局から一転、年下の幼馴染、涼太と付き合うことになった 28 歳の日

真理。順調な交際の一方で、結婚への期待と不安に日真理の女心は揺れる。

本音を胸に秘めた 2 人の未来は…。同名のボーカロイド楽曲のノベライズ。 
日本経済新聞 2015/11/22 

2015:11. / 248p 
978-4-04-730748-3 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784047307483*

 

公爵令嬢の嗜み(カドカワ BOOKS W-れ-1-1-1) (カドカワ BOOKS) 
澪亜/ 双葉 はづき 著 
KADOKAWA 
「これって乙女ゲームのエンディングシーン?」 前世の記憶が甦ったのは、床に

押さえつけられた公爵令嬢(私)が婚約者の王子に婚約破棄をされる場面。設定

通りだと、この後は教会に幽閉というバッドエンドで…!? 
日本経済新聞 2015/11/22 

2015:11. / 279p 
978-4-04-103742-3 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784041037423*
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ザ・サード<1> 完全版(μNOVEL), 完全版 1  (μNOVEL) 
星野 亮 著 
毎日新聞出版 
<大戦>から数世紀後、額に「第三の眼」を持つ超人<ザ・サード>が君臨する世

界。「刀使い」と呼ばれる居合いの達人の少女・火乃香が青年イクスと出会った

ことで、大きな歯車が動き出す…。短編「月読の蝶」も収録。 
日本経済新聞 2015/11/22 

2015:10. / 468p 
978-4-620-21000-1 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784620210001*

 

貴族(バンパイア)泥棒スティール(μNOVEL) (μNOVEL) 
菊地 秀行 著 
毎日新聞出版 
<貴族>こと吸血鬼が有する人外の宝物を盗み出す人間、<拝借屋>は、<貴族

ハンター>以上に<貴族>を激怒させる存在だった。本名を知るものとてない若

者、<拝借屋>スティールは、お尋ね者として指名手配され…。 
日本経済新聞 2015/11/22 

2015:10. / 275p 
978-4-620-21003-2 
900 円〔本体〕+税 

*9784620210032*

 

イカロスの誕生日(μNOVEL) (μNOVEL) 
小川 一水 著 
毎日新聞出版 
人類と有翼人(イカロス)が共存する日本で、有翼人を規制する法律が国会で成

立してしまう。空を飛ぶことを制限されたイカロスたちは抵抗しようとするが、そこ

に国家権力が立ちはだかり…。 
日本経済新聞 2015/11/22 

2015:10. / 261p 
978-4-620-21004-9 
900 円〔本体〕+税 

*9784620210049*

 

真田丸の謎～戦国時代を「城」で読み解く～(NHK 出版新書 474): 戦国時代

を「城」で読み解く (NHK 出版新書) 
千田 嘉博 著 
ＮＨＫ出版 
なぜ勇将・真田信繁(幸村)は、「真田丸の戦い」で圧倒的多勢に無勢にもかか

わらず、徳川軍を打ち破ることができたのか。 新調査と史料の新解釈から真田

氏の実像に迫るとともに、「城」を手掛かりに戦国時代を読み解く。 
日本経済新聞 2015/11/22 

2015:11. / 235p 
978-4-14-088474-4 
780 円〔本体〕+税 

*9784140884744*

 

チベットの焼身抗議～太陽を取り戻すために～: 太陽を取り戻すために 
中原 一博 著 
集広舎 
自らの身体を<灯明>と化し、中国政府の圧政に抗議し続けるチベット人たち。

30 年にわたってダラムサラに暮らす日本人建築家が、焼身者たちの 期の訴

えと現地の実情を克明に記す。焼身シーンや遺体の写真あり。 
日本経済新聞 2015/11/22、産経新聞 2015/11/29 

2015:09. / 263p 
978-4-904213-32-2 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784904213322*

 

福沢諭吉著作集<第３巻> 学問のすゝめ  第３巻  
福沢 諭吉 著 
慶應義塾大学出版会 
新時代を生きる指針として福澤諭吉の代表著作を精選。読みやすい表記、わか

りやすい「語注」「解説」による新編集。全巻ご予約の方に特製ＣＤ?ＲＯＭ「福澤

諭吉資料館」を進呈（２００３年１１月下旬発送。お申込み期限２００２年５月３１

日）。 
日本経済新聞 2015/11/29 

2002:01. / ２６８，９ｐ 
978-4-7664-0879-9 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784766408799*
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福沢諭吉著作集<第２巻> 世界国尽 窮理図解  第２巻  
福沢 諭吉 著 
慶應義塾大学出版会 
時代を担う子供たちに、近代的知識の基礎を楽しく説明した入門書４著作を収

録。七五調で世界の地理風俗を綴った「世界国尽」、身近な例を用い科学知識

をやさしく解説した「窮理図解」、西洋の道徳を紹介した「童蒙教草」等を収録。 
日本経済新聞 2015/11/29 

2002:03. / ４１８，４４ｐ 
978-4-7664-0878-2 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784766408782*

 

福沢諭吉著作集<第１巻> 西洋事情  第１巻  
福沢 諭吉 著 
慶應義塾大学出版会 
近代的な日本の未来を作っていくために必要な情報と知識を、自らの渡米・渡

欧体験をもとに綴った不朽の名著。 
日本経済新聞 2015/11/29 

2002:05. / ３５６，１７ｐ 
978-4-7664-0877-5 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784766408775*

 

福沢諭吉著作集<第４巻> 文明論之概略  第４巻  
福沢 諭吉 著 
慶應義塾大学出版会 
『学問のすゝめ』、『福翁自伝』と並ぶ福澤諭吉の代表作で、近代日本の古典的

名著の一つ。 
日本経済新聞 2015/11/29 

2002:07. / ３９１，１７ｐ 
978-4-7664-0880-5 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784766408805*

 

福沢諭吉著作集<第９巻> 丁丑公論 瘠我慢の説  第９巻  
福沢 諭吉 著 
慶應義塾大学出版会 
西郷隆盛の抵抗の精神を称揚した『丁丑公論』（ていちゅうこうろん）、弱者が強

者に対抗する手段として「瘠我慢」の重要性を説いた『瘠我慢の説』など、後期

の代表著作を収録。 
日本経済新聞 2015/11/29 

2002:09. / ３１２，１２ｐ 
978-4-7664-0885-0 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784766408850*

 

福沢諭吉著作集<第５巻> 学問之独立 慶応義塾之記  第５巻  
福沢 諭吉 著 
慶應義塾大学出版会 
慶應義塾の創始者として私学の運営という実践にたずさわりながら、教育の独

立をめざし多岐にわたる啓蒙活動を行った福澤諭吉の教育論集。 
日本経済新聞 2015/11/29 

2002:11. / ４６３， 
978-4-7664-0881-2 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784766408812*

 

福沢諭吉著作集<第１１巻> 福翁百話  第１１巻  
福沢 諭吉 著 
慶應義塾大学出版会 
人生を一時の戯れと捉えながらも、その戯れを戯れとせず、日々を熱心に、また

真剣に過ごすことこそ「独立自尊」の主義だと説く、福澤諭吉、老成円熟の境

地。 
日本経済新聞 2015/11/29 

2003:01. / ３６４，１６ｐ 
978-4-7664-0887-4 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784766408874*

 

福沢諭吉著作集<第１０巻> 日本婦人論 日本男子論  第１０巻  
福沢 諭吉 著 
慶應義塾大学出版会 
日本経済新聞 2015/11/29 

2003:03. / ３７８，１５ｐ 
978-4-7664-0886-7 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784766408867*



 84  

 

福澤諭吉著作集～民間経済録 実業論～<第６巻> : 民間経済録 実業論 
第６巻  
福澤 諭吉著/ 小室 正紀編 著 
慶應義塾大学出版会 
独立した個人個人による自律的な社会を達成するために、経済のあるべき姿を

説いた、福澤諭吉の経済論集。 
日本経済新聞 2015/11/29 

2003:05. / 392 
978-4-7664-0882-9 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784766408829*

 

福沢諭吉著作集<第７巻> 通俗民権論 通俗国権論  第７巻  
福沢 諭吉 著 
慶應義塾大学出版会 
明治１０年の西南戦争を中心とする士族の反乱、自由民権運動、国会開設運動

など、噴出するさまざまな政治的課題の実現を、「官」にのみ依存するのではな

く、「一身独立」した「民」の力を高め、協調と調和によって、解決していこうと説い

ている福澤諭吉の政治論集。 
日本経済新聞 2015/11/29 

2003:07. / ３６５，１４ｐ 
978-4-7664-0883-6 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784766408836*

 

福沢諭吉著作集<第８巻> 時事小言 通俗外交論  第８巻  
福沢 諭吉 著 
慶應義塾大学出版会 
刻々と変化する西洋世界、東アジアの各国間の状況を現実的に見据えつつ、

「一国の独立」のために「いま」の日本がとるべき外交政策を模索し続けた、福沢

諭吉の外交論。 
日本経済新聞 2015/11/29 

2003:09. / ４３８，１８ｐ 
978-4-7664-0884-3 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784766408843*

 

福沢諭吉著作集<第１２巻> 福翁自伝 福沢全集緒言  第１２巻  
福沢 諭吉 著 
慶應義塾大学出版会 
激動の時代を駆け抜けた痛快な人生行路を語った自伝文学の 高傑作「福翁

自伝」、著作活動に託された思いを自ら記した「福沢全集緒言」を収録。 
日本経済新聞 2015/11/29 

2003:11. / ５４９，１９ｐ 
978-4-7664-0888-1 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784766408881*

 

赤い大公～ハプスブルク家と東欧の 20 世紀～: ハプスブルク家と東欧の 20
世紀 
ティモシー・スナイダー/ 池田 年穂 著 
慶應義塾大学出版会 
「赤い大公」ヴィルヘルム・フォン・ハプスブルクの生涯を通して、１９世紀末から

２０世紀のヨーロッパ全体の歴史を描ききる。 
日本経済新聞 2015/11/29 

2014:04. / 422p,78p 
978-4-7664-2135-4 
4,600 円〔本体〕+税 

*9784766421354*

 

銀行は裸の王様である～金融界を震撼させた究極の危機管理～: 金融界を

震撼させた究極の危機管理 
アナト・アドマティ/ マルティン・ヘルビッヒ/ 土方 奈美 著 
東洋経済新報社 
銀行システムはもう安全だ、なんてまっかなウソだ。銀行界の常識を次々と論破

し、欧米で話題沸騰となった衝撃作、待望の翻訳刊行。 
日本経済新聞 2015/11/29 

2014:05. / 
22p,321p,182p 
978-4-492-68136-7 
4,000 円〔本体〕+税 

*9784492681367*
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リスク、人間の本性、経済予測の未来 
アラン・グリーンスパン/ 斎藤 聖美 著 
日本経済新聞出版社 
いったいどこで誤ってしまったのか? 過去の事実から何を学べるのか? 元 FRB
議長グリーンスパンが、経済予測、リスク管理の失敗、アニマル・スピリットの本質

に迫り、金融危機の宿題を解く。 
日本経済新聞 2015/11/29 

2015:09. / 445p 
978-4-532-35605-7 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784532356057*

 

シフト&ショック～次なる金融危機をいかに防ぐか～: 次なる金融危機をいかに

防ぐか 
マーティン・ウルフ/ 遠藤 真美 著 
早川書房 
2007 年以前から進んでいた世界経済の「シフト」、そして金融危機が各国にもた

らした「ショック」。金融業界は次のバブルを防ぐために何をすべきなのか。『フィ

ナンシャル・タイムズ』の経済論説主幹が徹底検証する。 
日本経済新聞 2015/11/29 

2015:04. / 494p 
978-4-15-209535-0 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784152095350*

 

金融危機とバーゼル規制の経済学～リスク管理から見る金融システム～: リス

ク管理から見る金融システム 
宮内 惇至 著 
勁草書房 
金融危機と金融・決済システム問題をミクロの視点から分析した、元日銀局長に

よる体験的プルーデンス政策論。国際基準の背後にある立案者たちの思考回

路を解説し、インセンティブ構造を踏まえた制度設計を示す。 
日本経済新聞 2015/11/29 

2015:08. / 19p,394p 
978-4-326-50411-4 
4,800 円〔本体〕+税 

*9784326504114*

 

DNA で語る日本人起源論(岩波現代全書 073) (岩波現代全書) 
篠田 謙一 著 
岩波書店 
東アジア集団と日本人との遺伝的関係性は。そして縄文人とは一体どのような

集団だったのか。 新の DNA 解析結果に基づいて人類の遺伝子のネットワー

クをひろく探り、「日本人」の起源とその成立のプロセスを解き明かす。 
日本経済新聞 2015/11/29 

2015:09. / 8p,245p,14p
978-4-00-029173-6 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784000291736*

 

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。 
日本経済新聞 2015/11/29 

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

*9784093864206*

 

食の未来のためのフィールドノート～「第三の皿」をめざして～<上> 土と大地: 
「第三の皿」をめざして 上  
ダン・バーバー/ 小坂 恵理 著 
ＮＴＴ出版 
食材への徹底したこだわりと美しい料理で知られるニューヨークの三ツ星レストラ

ンのシェフが、現代の食システムが抱える様々な問題に切り込む。上は、おいし

くて持続可能な「農業」と「畜産業」を取り上げる。 
日本経済新聞 2015/11/29 

2015:09. / 288p 
978-4-7571-6064-4 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784757160644*
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食の未来のためのフィールドノート～「第三の皿」をめざして～<下> 海と種子: 
「第三の皿」をめざして 下  
ダン・バーバー/ 小坂 恵理 著 
ＮＴＴ出版 
食材への徹底したこだわりと美しい料理で知られるニューヨークの三ツ星レストラ

ンのシェフが、現代の食システムが抱える様々な問題に切り込む。下は、先端技

術と伝統を融合した「漁業」と「種の育成」を取り上げる。 
日本経済新聞 2015/11/29 

2015:09. / 376p 
978-4-7571-6067-5 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784757160675*

 

ムシェ 小さな英雄の物語(エクス・リブリス)  (エクス・リブリス) 
キルメン・ウリベ 著 
白水社 
スペイン内戦下、バスクから疎開した少女を引き取ったベルギーの若者ロベー

ル・ムシェ。その出会いが、彼の人生を思わぬ方向へと導いていく…。戦争に奪

われた記憶の破片を継ぎ合わせ、喪失を乗り越えていく希望の道筋を描く。 
日本経済新聞 2015/11/29 

2015:10. / 234p 
978-4-560-09042-8 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784560090428*

 

ブラッドランド～ヒトラーとスターリン大虐殺の真実～<上>: ヒトラーとスターリン

大虐殺の真実 上  
ティモシー・スナイダー/ 布施 由紀子 著 
筑摩書房 
ウクライナ、ベラルーシ、ポーランド、バルト三国。第 2 次世界大戦時、ドイツとソ

連に挟まれた地で敢行された民間人の大量虐殺。その事実はなぜ封印された

のか。犠牲者たちの手紙や日記を掘り起こし、真実を明らかにする。 
日本経済新聞 2015/11/29 

2015:10. / 346p 
978-4-480-86129-0 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784480861290*

 

ブラッドランド～ヒトラーとスターリン大虐殺の真実～<下>: ヒトラーとスターリン

大虐殺の真実 下  
ティモシー・スナイダー/ 布施 由紀子 著 
筑摩書房 
ウクライナ、ベラルーシ、ポーランド、バルト三国。第 2 次世界大戦時、ドイツとソ

連に挟まれた地で敢行された民間人の大量虐殺。その事実はなぜ封印された

のか。犠牲者たちの手紙や日記を掘り起こし、真実を明らかにする。 
日本経済新聞 2015/11/29 

2015:10. / 302p,95p 
978-4-480-86130-6 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784480861306*

 

1935 年のサムライ野球団～「裏ワールド・シリーズ」に挑んだニッポニーズ・オ

ールスターズの謎～: 「裏ワールド・シリーズ」に挑んだニッポニーズ・オールス

ターズの謎 
佐山 和夫 著 
KADOKAWA 
アメリカで開催された、誰もが参加できる野球大会「裏ワールド・シリーズ」。1935
年の第 1 回大会に、日本人チームも参加していた! 「日本人の野球道」を伝え

ようとした先人たちの思いが胸に迫る、ノンフィクション。 
日本経済新聞 2015/11/29 

2015:10. / 269p 
978-4-04-103390-6 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784041033906*
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加賀屋 笑顔で気働き～女将が育んだ「おもてなし」の真髄～: 女将が育んだ

「おもてなし」の真髄 
小田 真弓 著 
日本経済新聞出版社 
プロが選ぶ日本のホテル・旅館 100 選で、35 年間連続日本一の「加賀屋」。そ

の世界に誇るサービスはいかにして生まれたか。女将が、加賀屋流サービスの

原点、女性がかがやく 2 つの仕掛け、自身の半生などを綴る。 
日本経済新聞 2015/11/29 

2015:09. / 254p 
978-4-532-32031-7 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784532320317*

 

中国残留孤児 70 年の孤独 
平井 美帆 著 
集英社インターナショナル 
戦後 70 年、今も自分の名前、肉親を探し続けている人々がいる…。中国の養

父母に育てられ、日本に帰国した「残留邦人」たちとその家族たちの物語。彼ら

のこれまでの道のりを、丹念な取材を通して描くノンフィクション。 
日本経済新聞 2015/11/29 

2015:10. / 314p 
978-4-7976-7304-3 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784797673043*

 

ごてやん～私を支えた母の教え～: 私を支えた母の教え 
稲盛 和夫 著 
小学館 
甘えん坊の少年が見た、母の「利他」と「闘魂」。世界的ビジネスリーダー・稲盛

和夫が母・キミとの絆を通して、今こそ必要な「心を育てる教育」の意味を問う。 
日本経済新聞 2015/11/29 

2015:10. / 190p 
978-4-09-388399-3 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784093883993*

 

愛の?末～純愛とスキャンダルの文学史～: 純愛とスキャンダルの文学史 
梯 久美子 著 
文藝春秋 
運命の出会い、悲恋、ストーカー的妄執、死の床での愛…。小林多喜二、三浦

綾子、梶井基次郎など、明治・大正・昭和に生きた文学者 12 人の知られざる愛

の物語を辿ったノンフィクション。『日本経済新聞』連載を加筆修正。 
日本経済新聞 2015/11/29 

2015:11. / 230p 
978-4-16-390360-6 
1,450 円〔本体〕+税 

*9784163903606*

 

すごいぞ!身のまわりの表面科学～ツルツル、ピカピカ、ザラザラの不思議～

(ブルーバックス B-1940) : ツルツル、ピカピカ、ザラザラの不思議 (ブルーバ

ックス) 
日本表面科学会 編 
講談社 
ツルツル・すべすべ・ピカピカ・ザラザラ・デコボコ。いろいろな表情を持つ表面

はじつは謎だらけ。ノーベル賞の宝庫と噂されている！ 
日本経済新聞 2015/11/29 

2015:10. / 270p 
978-4-06-257940-7 
980 円〔本体〕+税 

*9784062579407*

 

ラオスにいったい何があるというんですか?～紀行文集～: 紀行文集 
村上 春樹 著 
文藝春秋 
アメリカ各地、かつて住んだギリシャ、長編小説の舞台フィンランド、ラオス、そし

てなぜか熊本…。村上春樹が訪れた世界のいろいろな場所について綴った紀

行文集。『AGORA』連載等をまとめて単行本化。 
日本経済新聞 2015/11/29 

2015:11. / 252p 
978-4-16-390364-4 
1,650 円〔本体〕+税 

*9784163903644*
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中韓産業スパイ(日経プレミアシリーズ 294) (日経プレミアシリーズ) 
渋谷 高弘 著 
日本経済新聞出版社 
90 年代半ばから韓国・中国企業に日本の先端技術が流出し続けている。彼ら

はどのような手口を使うのか。産業スパイへの対抗策はないのか。日本経済新

聞編集委員が深淵に迫る。 
日本経済新聞 2015/11/29 

2015:11. / 247p 
978-4-532-26294-5 
870 円〔本体〕+税 

*9784532262945*

 

ドミノ(角川文庫)  (角川文庫) 
恩田 陸 著 
角川書店 
毎日新聞 2015/11/01 

2004:01. / ３８３ｐ 
978-4-04-371001-0 
560 円〔本体〕+税 

*9784043710010*

 

木のいのち木のこころ～天・地・人～(新潮文庫) : 天・地・人 (新潮文庫) 
西岡 常一/ 小川 三夫/ 塩野 米松 著 
新潮社 
毎日新聞 2015/11/01 

2005:07. / ５６２ｐ 
978-4-10-119031-0 
890 円〔本体〕+税 

*9784101190310*

 

梵漢和対照・現代語訳 法華経 上  
植木 雅俊 著 
岩波書店 
下巻同時刊行 
毎日新聞 2015/11/01 

2008:02. / ６４０ｐ 
978-4-00-024762-7 
5,500 円〔本体〕+税 

*9784000247627*

 

梵漢和対照・現代語訳 法華経 下  
植木 雅俊 著 
岩波書店 
複数のサンスクリット・テキストに綿密な校訂を施し原典テキストを確定させるとと

もに、深い仏教理解に基づいて詳細な注解を付す。曖昧さを残さない、正確で

読みやすい現代語訳、サンスクリット原典、漢訳テキストを併記。 
毎日新聞 2015/11/01 

2008:02. / ６４０ｐ 
978-4-00-024763-4 
5,400 円〔本体〕+税 

*9784000247634*

 

競馬の終わり  
杉山 俊彦 著 
徳間書店 
２２世紀初頭。ロシアが日本を支配下に置いていたころ、「腹推会」という団体が

サラブレッドのサイボーグ化を働きかけ、これが競馬会に承認されてしまった。男

たちは生身の馬体で行われる 後のダービーに向け、戦いを始める。 
毎日新聞 2015/11/01 

2009:10. / ２５３ｐ 
978-4-19-862840-6 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784198628406*

 

草競馬流浪記(新潮文庫)  (新潮文庫) 
山口瞳 著 
新潮社 
毎日新聞 2015/11/01 

1987:04. / ５８７ｐ 
978-4-10-111117-9 
660 円〔本体〕+税 

*9784101111179*
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これはパイプではない  
ミシェル・フ－コ－/ 豊崎光一 著 
哲学書房 
毎日新聞 2015/11/01 

1986:04. / １３５ｐ 
978-4-88679-002-6 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784886790026*

 

あやしい馬券心理ファイル～その愚かで美しいハズレ馬券はなぜ買われてし

まったのか？～ : その愚かで美しいハズレ馬券はなぜ買われてしまったの

か？ 
谷川 弘虫 著 
情報センター出版局 
競馬場でウインズで、人は何を考え、どんな馬券を買っているのか。捨てられた

ハズレ馬券から、購入者のプライバシーを独断推定し、見知らぬ人間の「馬券心

理」の核心に大胆に迫る。〈ソフトカバー〉 
毎日新聞 2015/11/01 

1997:06. / ３３５ｐ 
978-4-7958-2392-1 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784795823921*

 

土と兵隊 麦と兵隊 
火野 葦平 著 
社会批評社 
アジア各地に従軍した著者が、1937 年 11 月、中国杭州湾北砂に敵前上陸し、

嘉善・嘉興・湖州などへの進軍を描いた「土と兵隊」と、軍報道部に所属しながら

1938 年 5 月の徐州大会戦への従軍を描いた「麦と兵隊」を収録。 
毎日新聞 2015/11/01 

2013:05. / 229p 
978-4-907127-02-2 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784907127022*

 

競馬漂流記～では、また、世界のどこかの観客席で～(集英社文庫 た 29-4): 
では、また、世界のどこかの観客席で (集英社文庫) 
高橋 源一郎 著 
集英社 
世界中の競馬場で出会った、愛すべき馬と人々。ともに心躍る時を過ごし、レー

スが終われば、「では、また」と故郷へ戻っていく──競馬の悦びに溢れるエッセ

イの名著、文庫化。(解説/北上次郎)<br><br><br> 
毎日新聞 2015/11/01 

2013:09. / 422p 
978-4-08-745119-1 
720 円〔本体〕+税 

*9784087451191*

 

ボラード病 
吉村 萬壱 著 
文藝春秋 
こんな町、他にあるんですか――〈空気〉に支配された海辺の町で少女が見たも

のは？ 安全神話からの覚醒を促す今年 大の問題作。 
毎日新聞 2015/11/01 

2014:06. / 165p 
978-4-16-390079-7 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784163900797*

 

法華経～サンスクリット原典現代語訳～<上>: サンスクリット原典現代語訳 上  
植木 雅俊 著 
岩波書店 
サンスクリット語からの決定版翻訳「法華経」上・下巻(2008 年刊)の現代語訳の

部分を取り出し、読みやすい文章にしてまとめる。上は、「序(序品第一)」から

「説法者(法師品第十)」までを収録。 
毎日新聞 2015/11/01 

2015:03. / 14p,287p 
978-4-00-024787-0 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784000247870*
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法華経～サンスクリット原典現代語訳～<下>: サンスクリット原典現代語訳 下  
植木 雅俊 著 
岩波書店 
サンスクリット語からの決定版翻訳「法華経」上・下巻(2008 年刊)の現代語訳の

部分を取り出し、読みやすい文章にしてまとめる。下は、「ストゥーパの出現(見
宝塔品第十一)」から「付嘱(嘱累品第二十二)」までを収録。 
毎日新聞 2015/11/01 

2015:03. / 10p,300p 
978-4-00-024788-7 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784000247887*

 

沖縄戦いまだ終わらず(集英社文庫 さ 48-3) (集英社文庫) 
佐野 眞一 著 
集英社 
戦後 70 年の沈黙を破り、孤児たちが“あの夏”の辛く哀しい記憶を語り始めた。

「僕の島は戦場だった」を改題し、米軍普天間基地の辺野古移設問題が争点だ

った 2014 年県知事選挙の原稿を加え、今なお続く“沖縄戦”に迫る。 
毎日新聞 2015/11/01 

2015:05. / 411p 
978-4-08-745318-8 
720 円〔本体〕+税 

*9784087453188*

 

写真幻想 
ピエール・マッコルラン 著 
平凡社 
「社会的幻想」を鍵語に、アジェ、クリュル、ケルテスなどに通底する戦間期ヨー

ロッパの根源的な不安の影を、また、かれらの作品に透けて見えるパリの街を、

味わい深い独特の文体で自在に描く、もうひとつの「写真小史」。 
毎日新聞 2015/11/01 

2015:07. / 245p 
978-4-582-23124-3 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784582231243*

 

黒博物館 ゴースト アンド レディ 上(モーニング KC) (モーニング KC) 
藤田 和日郎 著 
講談社 
ロンドン警視庁の犯罪資料館にある謎の銃弾。それを見たいという老人が訪れ

た時、学芸員は歴史的大事件の裏の不思議な戦いを知る。 
毎日新聞 2015/11/01 

2015:07. / 300p 
978-4-06-388477-7 
880 円〔本体〕+税 

*9784063884777*

 

黒博物館 ゴースト アンド レディ 下(モーニング KC) (モーニング KC) 
藤田 和日郎 著 
講談社 
蘇った死の瞬間の記憶…グレイと女装の美剣士・デオンの因縁が時を超え動き

出す。一方フロレンスに対し、密かに暗殺計画が発動!! 
毎日新聞 2015/11/01 

2015:07. / 288p 
978-4-06-388478-4 
880 円〔本体〕+税 

*9784063884784*

 

世界のしゃがみ方～和式/洋式トイレの謎を探る～(平凡社新書 788): 和式/洋
式トイレの謎を探る (平凡社新書) 
ヨコタ村上孝之 著 
平凡社 
人はどうやって用を足すのか? ロシアや東欧圏では和式(しゃがみ式)トイレが主

流であり、西欧でも散見される。世界中を旅してきた著者が、「和式トイレ」の観

察・分析を柱に、その背後に潜む社会的・文化的事情を考察する。 
毎日新聞 2015/11/01 

2015:09. / 191p 
978-4-582-85788-7 
740 円〔本体〕+税 

*9784582857887*
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天野さんの傘 
山田 稔 著 
編集工房ノア 
生島遼一、伊吹武彦、天野忠、富士正晴…。師と友。忘れ得ぬ人々。思い出の

数々。ひとり残された私が、記憶の底を掘返している…。未発表の 5 篇を含めた

全 11 篇のエッセイを収録する。 
毎日新聞 2015/11/01 

2015:07. / 206p 
978-4-89271-234-0 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784892712340*

 

クライメート・ジャスティス～温暖化対策と国際交渉の政治・経済・哲学～: 温

暖化対策と国際交渉の政治・経済・哲学 
明日香 壽川 著 
日本評論社 
2015 年 12 月にパリで開催される COP21 で、米中や途上国を含めた温室効果

ガス排出削減に向けた国際枠組みで合意できるか。 
毎日新聞 2015/11/01 

2015:09. / 14p,181p 
978-4-535-55842-7 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784535558427*

 

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。 
毎日新聞 2015/11/01 

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

*9784163903286*

 

魔女・産婆・看護婦～女性医療家の歴史～ 増補改訂版: 女性医療家の歴史, 
増補改訂版 
バーバラ・エーレンライク/ ディアドリー・イングリッシュ/ 長瀬 久子 著 
法政大学出版局 
女性医療労働者の鎮圧と、男性専門医による支配権の獲得はなぜ起こったの

か。豊かな知恵と経験で身近な人々を治療していた女たちを、資格がないという

理由で迫害し、排除し、閉じ込めてきた歴史を辿る。 
毎日新聞 2015/11/01 

2015:09. / 219p,6p 
978-4-588-35231-7 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784588352317*

 

ほんとうの法華経(ちくま新書 1145) (ちくま新書) 
橋爪 大三郎/ 植木 雅俊 著 
筑摩書房 
仏教 高の経典といわれる「法華経」を植木雅俊がサンスクリット原典から翻訳。

その訳業で、仏教のほんとうの教えが明らかに。宗教社会学者・橋爪大三郎との

対談で、ブッダ本来の教えや、法華経の正しい読み方等を解き明かす。 
毎日新聞 2015/11/01 

2015:10. / 478p 
978-4-480-06854-5 
1,100 円〔本体〕+税 

*9784480068545*

 

消滅～VANISHING POINT～: 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 2015/11/01 

2015:09. / 523p 
978-4-12-004764-0 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784120047640*
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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～: 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！ 
毎日新聞 2015/11/01、朝日新聞 2015/11/29 

2015:08. / 729p,4p 
978-4-86182-543-9 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784861825439*

 

戦場で書く～火野葦平と従軍作家たち～: 火野葦平と従軍作家たち 
渡辺 考 著 
ＮＨＫ出版 
軍のメディア戦略と従軍作家たちの戦中戦後の軌跡を描き、表現者と戦争・国

家・社会との関係を見つめ直す。「NHK スペシャル 従軍作家たちの戦争」

「ETV 特集 戦場で書く?作家・火野葦平の戦争?」の取材記を単行本化。 
毎日新聞 2015/11/01、日本経済新聞 2015/11/29 

2015:10. / 357p 
978-4-14-081683-7 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784140816837*

 

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。 
毎日新聞 2015/11/01、毎日新聞 2015/11/15 

2015:10. / 234p 
978-4-8387-2813-8 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784838728138*

 

King of Pop 江口寿史全イラストレーション集 
江口 寿史 著 
玄光社 
毎日新聞 2015/11/07 

2015:09. /  
978-4-7683-0654-3 
5,000 円〔本体〕+税 

*9784768306543*

 

ヨイ豊 
梶 よう子 著 
講談社 
江戸の浮世を写した錦絵は、維新をどのように迎えたのか。時代に抗った二代

歌川国貞と弟弟子・国周の姿を描いた、長編歴史小説！ 
毎日新聞 2015/11/07、朝日新聞 2015/11/15 

2015:10. / 363p 
978-4-06-219776-2 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784062197762*

 

ヘッド・ハンター(徳間文庫)  (徳間文庫) 
大藪 春彦 著 
徳間書店 
毎日新聞 2015/11/08 

2001:10. / ３７０，３５ｐ 
978-4-19-891585-8 
590 円〔本体〕+税 

*9784198915858*

 

スロウ・ハンド(角川文庫)  (角川文庫) 
ミシェル・スラング/ 中谷 ハルナ 著 
角川書店 
毎日新聞 2015/11/08 

2002:02. / ２３７ｐ 
978-4-04-289901-3 
552 円〔本体〕+税 

*9784042899013*
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軍艦島～眠りのなかの覚醒～ : 眠りのなかの覚醒 
雑賀 雄二 著 
淡交社 
炭坑として栄え、１９７４年に閉山、無人化した軍艦島。無人島となった１０年後、

感傷とは無縁の新たな眼で廃墟の原風景を撮った写真集。新潮社８６年刊の収

録作品を大幅に入れ替え、論文、資料などを加える。 
毎日新聞 2015/11/08 

2003:03. / １４３ｐ 
978-4-473-01987-5 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784473019875*

 

青色本(ちくま学芸文庫)  (ちくま学芸文庫) 
ルートウィヒ・ウィトゲンシュタイン/ 大森 荘蔵 著 
筑摩書房 
毎日新聞 2015/11/08 

2010:11. / ２１２ｐ 
978-4-480-09326-4 
900 円〔本体〕+税 

*9784480093264*

 

筑豊のこどもたち  
土門 拳 著 
築地書館 
毎日新聞 2015/11/08 

1978:01. / １０１ｐ 
978-4-8067-5619-4 
2,700 円〔本体〕+税 

*9784806756194*

 

山椒魚／遥拝隊長～他七篇～ 改版(岩波文庫) : 他七篇, 改版 (岩波文庫) 
井伏鱒二 著 
岩波書店 
毎日新聞 2015/11/08 

1969:12. / １５７ｐ 
978-4-00-310771-3 
460 円〔本体〕+税 

*9784003107713*

 

月と六ペンス(岩波文庫)  (岩波文庫) 
モーム/ 行方 昭夫 著 
岩波書店 
毎日新聞 2015/11/08 

2005:07. / ４０４，１２ｐ 
978-4-00-322542-4 
940 円〔本体〕+税 

*9784003225424*

 

同性愛者たち  
井田真木子 著 
文藝春秋 
毎日新聞 2015/11/08 

1994:01. / ３０２ｐ 
978-4-16-348380-1 
1,748 円〔本体〕+税 

*9784163483801*

 

自然の中で(椋鳩十全集)  (椋鳩十全集) 
椋 鳩十 著 
ポプラ社 
毎日新聞 2015/11/08 

1978:01. / ２２９ｐ 
978-4-591-00358-9 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784591003589*
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Ｅ．Ｍ．フォ－スタ－著作集<８> 小説の諸相  8  
エドワ－ド・モ－ガン・フォ－スタ－ 著 
みすず書房 
ストーリー、登場人物からパターンとリズムまで小説の仕組みを語り明かした <
小説論> の古典。 
毎日新聞 2015/11/08 

1994:11. / ２７７， 
978-4-622-04578-6 
3,300 円〔本体〕+税 

*9784622045786*

 

独立国家のつくりかた(講談社現代新書 2155） (講談社現代新書) 
坂口 恭平 著 
講談社 
現政府に文句があるなら勝手に独立国家をつくればいい。それは即ち、ゼロか

ら自分の「生」をつくりあげることだ! 路上生活のエキスパートたちに教えを請い

DIY で「国」をつくった男による、日本を揺さぶる実践的革命の書。 
毎日新聞 2015/11/08 

2012:05. / 221p 
978-4-06-288155-5 
760 円〔本体〕+税 

*9784062881555*

 

幻年時代 
坂口 恭平 著 
幻冬舎 
4 歳の春、電電公社の巨大団地を出て初めて幼稚園に向かった。なんの変哲も

ないこの 400m の道行きは、自由を獲得するための冒険の始まりだった…。誰も

が感じる幼少期の戸惑いと違和感。幼き記憶を綴る。 
毎日新聞 2015/11/08 

2013:07. / 173p 
978-4-344-02430-4 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784344024304*

 

木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか<上>(新潮文庫 ま-41-1) 上  (新
潮文庫) 
増田 俊也 著 
新潮社 
伝説の柔道王・木村政彦。戦前のスーパースター牛島辰熊に才能を見出され、

半死半生の猛練習の結果、師弟悲願の天覧試合を制する。しかし戦争を境に

運命の歯車は軋み始めた。GHQ は柔道を禁じ、牛島はプロ柔道を試みるが

…。 
毎日新聞 2015/11/08 

2014:03. / 563p 
978-4-10-127811-7 
790 円〔本体〕+税 

*9784101278117*

 

木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか<下>(新潮文庫 ま-41-2) 下  (新
潮文庫) 
増田 俊也 著 
新潮社 
「昭和の巌流島」と呼ばれた木村 vs 力道山の一戦。視聴率 100%、全国民注視

のなか、木村は一方的に潰され、血を流し、表舞台から姿を消す。木村はなぜ

負けたのか。戦後スポーツ史 大の謎に迫る。 
毎日新聞 2015/11/08 

2014:03. / 616p 
978-4-10-127812-4 
840 円〔本体〕+税 

*9784101278124*

 

徘徊タクシー 
坂口 恭平 著 
新潮社 
この世にボケ老人なんて存在しない。彼らは記憶の地図をもとに歩いているだけ

なんだ。『独立国家のつくりかた』の著者初の本格小説！ 
毎日新聞 2015/11/08 

2014:07. / 138p 
978-4-10-335951-7 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784103359517*
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探検家の日々本本 
角幡 唯介 著 
幻冬舎 
ノンフィクション作家で探検家の著者が、これまでの人生や探検と、読書との相

互作用を述べる。『星星峡』『幻冬舎 Plus』連載の「日々本本」と、ブログに掲載

した読書日記を収録。 
毎日新聞 2015/11/08 

2015:02. / 289p 
978-4-344-02723-7 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784344027237*

 

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。 
毎日新聞 2015/11/08 

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

*9784163903309*

 

闇市(紙礫 1) (紙礫) 
マイク・モラスキー 編 
皓星社 
太宰治「貨幣」、耕治人「軍事法廷」、鄭承博「裸の捕虜」、平林たい子「桜の下

にて」など全 11 編を収録した戦争末期および終戦直後の闇市をめぐる短編小

説集。闇市に対する試論(私論)を提示する解説も掲載。 
毎日新聞 2015/11/08 

2015:09. / 335p 
978-4-7744-0605-3 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784774406053*

 

不思議の国のアリス 
ルイス・キャロル/ ロバート・イングペン/ 杉田 七重 著 
西村書店 
おおあわてで走っていくウサギのあとを追って、アリスが落ちた深い穴。そこは不

思議の国の入り口だった…。名作童話を国際アンデルセン賞受賞画家イングペ

ンの表情豊かなカラー挿し絵と、読みやすい新訳で刊行する。 
毎日新聞 2015/11/08 

2015:10. / 191p 
978-4-89013-964-4 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784890139644*

 

あの人はなぜ、東大卒に勝てるのか～論理思考のシンプルな本質～: 論理思

考のシンプルな本質 
津田 久資 著 
ダイヤモンド社 
なぜ学力の壁を超えられるのか? なぜ高学歴でも結果が出ないのか? 「論理思

考」人気講師が、BCG と博報堂で考えた「勝ち続ける発想力」についてまとめ

る。 
毎日新聞 2015/11/08 

2015:09. / 255p 
978-4-478-06517-4 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784478065174*

 

家族の哲学 
坂口 恭平 著 
毎日新聞出版 
繰り返し死の衝動に襲われる私。陽の光はあいかわらず私の気を滅入らせる

が、それでも今は、家族とともにあの西日を見る練習をしてみようと思う-。家族で

あることの不思議さと、文字通りの“有り難さ”を描いた小説。 
毎日新聞 2015/11/08 

2015:09. / 251p 
978-4-620-32322-0 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784620323220*
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哲学な日々～考えさせない時代に抗して～: 考えさせない時代に抗して 
野矢 茂樹 著 
講談社 
人生でいちばんだいじなものは何ですか？―日本を代表する哲学者が綴る普

段着のエッセイ。「へぇ」も「うふふ」も「なるほど」も。 
毎日新聞 2015/11/08 

2015:10. / 219p 
978-4-06-219817-2 
1,350 円〔本体〕+税 

*9784062198172*

 

美の詩～随筆～: 随筆 
後藤 茂 著 
三月書房 
文人政治家として多くの著作を遺した著者の遺稿集。名画との出会いや、画家

との親交を通じて得たエピソードを綴った美術随筆を収録する。 
毎日新聞 2015/11/08 

2015:11. / 242p 
978-4-7826-0225-6 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784782602256*

 

カフカ～変身|火夫|流刑地にて|お父さんは心配なんだよ|訴訟ほか～(集英社

文庫 Z1-1): 変身|火夫|流刑地にて|お父さんは心配なんだよ|訴訟ほか (集英

社文庫) 
カフカ 著, カフカ/ 多和田 葉子 編 
集英社 
フランツ・カフカの魅力を一冊に凝縮。「変身」「祈る男との会話」「酔っぱらった

男との会話」「火夫」「流刑地にて」などのほか、解説、作品解題、カフカ著作目

録・主要文献案内・年譜を収録する。 
毎日新聞 2015/11/08、朝日新聞 2015/11/29 

2015:10. / 803p 
978-4-08-761034-5 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784087610345*

 

ゲーテ～若きヴェルターの悩み 親和力第二部 ファウスト第二部(抄)～(集英

社文庫 Z1-2): 若きヴェルターの悩み 親和力第二部 ファウスト第二部(抄) (集
英社文庫) 
ゲーテ 著, ゲーテ/ 大宮 勘一郎 編 
集英社 
ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテの魅力を一冊に凝縮。「若きヴェルターの

悩み」「親和力第二部」「ファウスト第二部(抄)」のほか、解説、作品解題、ゲーテ

著作目録・主要文献案内・年譜を収録する。 
毎日新聞 2015/11/08、朝日新聞 2015/11/29 

2015:10. / 810p 
978-4-08-761035-2 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784087610352*

 

北極読本～歴史から自然科学、国際関係まで～: 歴史から自然科学、国際関

係まで 
南極 OB 会集委員会 編 
成山堂書店 
北極はどんな場所なのか。今、何が起こっているのか。探険の歴史から、気象、

地理、生物、物理観測、北極域に暮らす人々の営みに至るまで、北極の専門家

がビジュアルに解説。北極の温暖化や北極海航路など、注目の話題が満載。 
毎日新聞 2015/11/08、読売新聞 2015/11/15 

2015:10. / 6p,176p,14p
978-4-425-94841-3 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784425948413*

 

人間・始皇帝(岩波新書 新赤版 1563) (岩波新書 新赤版) 
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。 
毎日新聞 2015/11/08、読売新聞 2015/11/22 

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

*9784004315636*



 97  

 

帰帆～句集～: 句集 
大高 翔 著 
KADOKAWA 
山眠る失ふことに慣れるまで 春の星黒塀沿ひを幾曲がり 子の饒舌髪を洗つて

やるときの また会はむ春雪土へ帰りゆく 木槿咲く眼底にまだ夢のいろ 第 4 句

集。 
毎日新聞 2015/11/10 

2015:10. / 165p 
978-4-04-652985-5 
2,700 円〔本体〕+税 

*9784046529855*

 

空海の風景<上巻> 新装改版 , 新装改版 上巻  
司馬 遼太郎 著 
中央公論新社 
弘法大師空海の足跡をたどり、その時代風景のなかに自らを置き、過去と現在

の融通無碍の往還によって、日本が生んだ 初の「人類普遍の天才」の実像に

迫る。司馬文学の傑作。７５年中央公論社刊の新装改版。上巻。 
毎日新聞 2015/11/15 

2005:06. / ３４７ｐ 
978-4-12-003645-3 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784120036453*

 

空海の風景<下巻> 新装改版 , 新装改版 下巻  
司馬 遼太郎 著 
中央公論新社 
弘法大師空海の足跡をたどり、その時代風景のなかに自らを置き、過去と現在

の融通無碍の往還によって、日本が生んだ 初の「人類普遍の天才」の実像に

迫る。司馬文学の傑作。７５年中央公論社刊の新装改版。下巻。 
毎日新聞 2015/11/15 

2005:06. / ３８４ｐ 
978-4-12-003646-0 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784120036460*

 

からすのパンやさん(かこさとしおはなしのほん)  (かこさとしおはなしのほん) 
かこ さとし 著 
偕成社 
毎日新聞 2015/11/15 

1978:01. / １冊 
978-4-03-206070-6 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784032060706*

 

うらおもて人生録 改版(新潮文庫 い-21-2), 改版 (新潮文庫) 
色川 武大 著 
新潮社 
優等生がひた走る本線のコースばかりが人生じゃない-。いくたびか人生の裏街

道に踏み迷い、勝負の修羅場もくぐり抜けてきた著者が、愚かしくて不格好な人

間が生きていくうえでの魂の技術とセオリーを静かに語る。 
毎日新聞 2015/11/15 

2014:07. / 404p 
978-4-10-127002-9 
630 円〔本体〕+税 

*9784101270029*

 

名人 改版(新潮文庫) , 改版 (新潮文庫) 
川端 康成 著 
新潮社 
毎日新聞 2015/11/15 

1970:06. / １４３ｐ 
978-4-10-100119-7 
400 円〔本体〕+税 

*9784101001197*
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かんがえるカエルくん  
いわむら かずお 著 
福音館書店 
シジミのかおはどこにあるの。両方の手をほっぺたに当てて、すわりこんだまま、

ずっと考えているカエルくん。仲良しのネズミくんも現れて…。簡単なようで難し

い問題を抱えてしまったカエルくんを描いたコマ割り絵本。 
毎日新聞 2015/11/15 

1996:04. / ５５ｐ 
978-4-8340-1394-8 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784834013948*

 

天地明察<上>(角川文庫 う 20-6) 上  (角川文庫) 
冲方 丁 著 
角川書店 
四代将軍家綱の治世、ある事業が立ちあがる。それは日本独自の暦を作るこ

と。当時使われていた暦は正確さを失いずれが生じ始めていた－－。日本文化

を変えた大計画を個の成長物語として瑞々しく重厚に描く時代小説！ 
毎日新聞 2015/11/15 

2012:05. / 282p 
978-4-04-100318-3 
552 円〔本体〕+税 

*9784041003183*

 

天地明察<下>(角川文庫 う 20-7) 下  (角川文庫) 
冲方 丁 著 
角川書店 
改暦の総大将として選ばれたのは渋川春海。碁打ちの名門に生まれた春海は

己の境遇に飽き、算術に生き甲斐を見出していた。彼と「天」との壮絶な勝負が

幕開く。渋川春海の二十年にわたる奮闘・挫折・喜び、そして恋！ 
毎日新聞 2015/11/15 

2012:05. / 290p 
978-4-04-100292-6 
552 円〔本体〕+税 

*9784041002926*

 

流砂～光部美千代句集～: 光部美千代句集 
光部 美千代 著 
ふらんす堂 
稲妻のたび水際を近くせり 緑さす吾子生誕日師逝けり 突堤やくちびるを刺す

寒の雨 薔薇園に 後の人となりにけり 平成 12 年秋から平成 24 年 3 月まで

の作品を収録した第 2 句集。 
毎日新聞 2015/11/15 

2013:05. / 212p 
978-4-7814-0568-1 
2,667 円〔本体〕+税 

*9784781405681*

 

みことの一手！(まんがタイム KR コミックス) (まんがタイム KR コミックス) 
宇城 はやひろ 著 
芳文社 
毎日新聞 2015/11/15 

2015:01. / 120p 
978-4-8322-4521-1 
819 円〔本体〕+税 

*9784832245211*

 

聴竹居～藤井厚二の木造モダニズム建築～(コロナ・ブックス 200) : 藤井厚

二の木造モダニズム建築 (コロナ・ブックス) 
藤井 厚二/ 松隈 章 著 
平凡社 
1928 年、建築家・藤井厚二が自邸として京都・大山崎の地に建てた「聴竹居」。

和洋を融合させた絶妙な空間構成で、日本住宅の理想形を実現した建築の全

貌に迫る。藤井が手がけた木造モダニズム建築も網羅的に追う。 
毎日新聞 2015/11/15 

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

*9784582634976*
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子どもたちへ、今こそ伝える戦争～子どもの本の作家たち 19 人の真実～: 子

どもの本の作家たち 19 人の真実 
長 新太/ 和歌山 静子 著 
講談社 
戦後 70 周年の今年、子どもの本の作家 19 人が描き下ろしの文と絵で子どもた

ちに戦争を伝える渾身のドキュメンタリーアンソロジー。 
毎日新聞 2015/11/15 

2015:07. / 175p 
978-4-06-219626-0 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784062196260*

 

門戸開放政策と日本 
北岡 伸一 著 
東京大学出版会 
アメリカの東アジア政策、とくに中国政策の根底を貫く門戸開放政策を中心に、

19 世紀末から 1930 年代、さらに戦後に至る日米関係を、様々な角度から考

察。東アジアを舞台とした日米両国の外交の特質と変容に迫る。 
毎日新聞 2015/11/15 

2015:07. / 
11p,472p,10p 
978-4-13-030155-8 
6,400 円〔本体〕+税 

*9784130301558*

 

パンデミック症候群～国境を越える処方箋～(エネルギーフォーラム新書 

033) : 国境を越える処方箋 (エネルギーフォーラム新書) 
勝田 吉彰 著 
エネルギーフォーラム 
MERS、エボラ出血熱、SARS…。外国から明日入ってくるかもしれない病気や、

海外に出たときに遭遇するかもしれない病気、国境を越えたとき巻き込まれるメ

ンタル問題を紹介し、「その日その時」に慌てない知識を伝える。 
毎日新聞 2015/11/15 

2015:08. / 195p 
978-4-88555-454-4 
900 円〔本体〕+税 

*9784885554544*

 

ヘッケルと進化の夢(ファンタジー)～一元論、エコロジー、系統樹～: 一元論、

エコロジー、系統樹 
佐藤 恵子 著 
工作舎 
エルンスト・ヘッケルの多様な業績は、あらゆる生物・無生物が同じ自然法則に

従い、同一方向へ進化するという厳格な「一元論」に貫かれていた。毀誉褒貶に

満ちたダーウィン進化論の推進者を日本初紹介！ 
毎日新聞 2015/11/15 

2015:09. / 417p 
978-4-87502-466-8 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784875024668*

 

揺れる大欧州～未来への変革の時～: 未来への変革の時 
アンソニー・ギデンズ/ 脇阪 紀行 著 
岩波書店 
ギリシャのユーロ離脱を願う経済至上主義の声、極右政党の EU 懐疑論、民主

的な正当性を欠く EU 統治に「怒れる人々」や「五つ星運動」…。現代社会学の

泰斗が、欧州が抱える課題を取り上げ、その現状と将来の展望を論じる。 
毎日新聞 2015/11/15 

2015:10. / 7p,241p,18p
978-4-00-025421-2 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784000254212*

 

総理とお遍路(角川新書 K-52)  (角川新書) 
菅 直人 著 
KADOKAWA 
国会閉会中に行なったお遍路は八十八カ所を巡るのに 10 年を要した。それは

政権交代、総理就任、震災、原発事故、総理辞任、民主党下野と、激動の 10
年であった。政治とのかかわりについて触れながら、お遍路の体験を記す。 
毎日新聞 2015/11/15 

2015:10. / 211p 
978-4-04-082016-3 
820 円〔本体〕+税 

*9784040820163*
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捨てる～アンソロジー～: アンソロジー 
大崎 梢/ 近藤 史恵/ 篠田 真由美/ 柴田 よしき/ 永嶋 恵美/ 新津 きよみ

/ 福田 和代/ 松村 比呂美/ 光原 百合 著 
文藝春秋 
夢も目標も捨てるのは簡単よ。現実を捨てるのに比べたらね-。あなたの捨てた

いものは、何ですか? ミステリーからファンタジー、恋愛、ホラーまで、人気女性

作家の書き下ろしによる 9 つの「捨てる」物語。 
毎日新聞 2015/11/15 

2015:11. / 309p 
978-4-16-390365-1 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784163903651*

 

天來の獨樂～井口時男句集～: 井口時男句集 
井口 時男 著 
深夜叢書社 
我こそは柑子盗人山の月 かなしめばこぼれてゐたる花あせび 1979 年?2015
年の句を収録した第 1 句集。ほか、随想 7 編、吉田文憲、室井光広の寄稿も掲

載する。 
毎日新聞 2015/11/15 

2015:10. / 165p 
978-4-88032-425-8 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784880324258*

 

三島由紀夫全集～決定版～<１５> 短編小説(１) : 決定版 15  
三島 由紀夫 著 
新潮社 
毎日新聞 2015/11/22 

2002:02. / ７４９ｐ 
978-4-10-642555-4 
5,800 円〔本体〕+税 

*9784106425554*

 

苦海浄土～わが水俣病～(講談社文庫) : わが水俣病 (講談社文庫) 
石牟礼 道子 著 
講談社 
毎日新聞 2015/11/22 

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

*9784062748155*

 

サド侯爵夫人／朱雀家の滅亡(河出文庫)  (河出文庫) 
三島 由紀夫 著 
河出書房新社 
毎日新聞 2015/11/22 

2005:12. / ２７２ｐ 
978-4-309-40772-2 
720 円〔本体〕+税 

*9784309407722*

 

シャーロック・ホームズの冒険(創元推理文庫)  (創元推理文庫) 
アーサー・コナン・ドイル/ 深町 真理子 著 
東京創元社 
毎日新聞 2015/11/22 

2010:02. / ５４１ｐ 
978-4-488-10116-9 
900 円〔本体〕+税 

*9784488101169*

 

サド侯爵夫人・わが友ヒットラー 改版(新潮文庫) , 改版 (新潮文庫) 
三島 由紀夫 著 
新潮社 
毎日新聞 2015/11/22 

2003:06. / ２３９ｐ 
978-4-10-105027-0 
430 円〔本体〕+税 

*9784101050270*
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仮面の告白 改版(新潮文庫) , 改版 (新潮文庫) 
三島 由紀夫 著 
新潮社 
毎日新聞 2015/11/22 

1989:01. / ２５０ｐ 
978-4-10-105001-0 
490 円〔本体〕+税 

*9784101050010*

 

血の収穫(創元推理文庫)  (創元推理文庫) 
ダシ－ル・ハメット/ 田中西二郎 著 
東京創元社 
毎日新聞 2015/11/22 

1991:11. / ３１４ｐ 
978-4-488-13001-5 
520 円〔本体〕+税 

*9784488130015*

 

四人の署名(創元推理文庫 M ト 1-7) (創元推理文庫) 
アーサー・コナン・ドイル/ 深町 眞理子 著 
東京創元社 
毎日新聞 2015/11/22 

2011:07. / 246p 
978-4-488-10119-0 
620 円〔本体〕+税 

*9784488101190*

 

台湾海峡一九四九 
龍 應台/ 天野 健太郎 著 
白水社 
時代に翻弄されてきた｢外省人｣と台湾人。“敗北者たち”の声に耳を傾け、彼ら

の原点を見つめ直す歴史ノンフィクション。 
毎日新聞 2015/11/22 

2012:06. / 434p 
978-4-560-08216-4 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784560082164*

 

父を見送る～家族、人生、台湾～: 家族、人生、台湾 
龍 應台/ 天野 健太郎 著 
白水社 
息子のひとり立ち、母の老い、父との別れ…。台湾文壇の重鎮が綴る、やさしさ

と情愛に満ちた家族の物語。歴史ノンフィクション「台湾海峡一九四九」の前篇と

もいうべき珠玉のエッセイ集。 
毎日新聞 2015/11/22 

2015:08. / 283p 
978-4-560-08460-1 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784560084601*

 

ふたり～皇后美智子と石牟礼道子～: 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」 
毎日新聞 2015/11/22 

2015:09. / 300p 
978-4-06-219708-3 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784062197083*

 

医系技官がみたフランスのエリート教育と医療行政 
入江 芙美 著 
ＮＴＴ出版 
フランスのエリート養成機関である国立行政学院に留学した医系技官が、真の

エリート集団のものの考え方や価値観、フランスの社会保障制度、公衆衛生政

策、終末期医療などについて紹介する。 
毎日新聞 2015/11/22 

2015:09. / 4p,300p 
978-4-7571-6068-2 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784757160682*
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恐怖の谷(創元推理文庫 M ト 1-9) (創元推理文庫) 
アーサー・コナン・ドイル/ 深町 眞理子 著 
東京創元社 
シャーロック・ホームズのもとに届いた暗号の手紙は、サセックス州の領主館のあ

るじに危機が迫っていることを告げるものだった。そして現実に事件が発生。捜

査に乗りだしたホームズが解き明かした驚愕の真相とは? 
毎日新聞 2015/11/22 

2015:09. / 342p 
978-4-488-10123-7 
800 円〔本体〕+税 

*9784488101237*

 

香港パク 
李 承雨/ 金 順姫 著 
講談社 
もっともノーベル文学賞に近いアジアの作家、李承雨文学の傑作、中短編集。

日常が神話となり、神話が日常になる、その恐るべき世界観 
毎日新聞 2015/11/22 

2015:10. / 349p 
978-4-06-219676-5 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784062196765*

 

タイ混迷からの脱出～繰り返すクーデター・迫る中進国の罠～: 繰り返すクー

デター・迫る中進国の罠 
高橋 徹 著 
日本経済新聞出版社 
「優等生」と呼ばれたタイの民主主義は、なぜ混乱するに至ったのか。タイの民

主主義の曲折と急成長した経済という「縦軸」と、それを取り巻く国際的な政治・

経済情勢という「横軸」に視野を広げ、全体像を描き出す。 
毎日新聞 2015/11/22 

2015:09. / 461p 
978-4-532-35654-5 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784532356545*

 

思川の岸辺～小池光歌集～(角川短歌叢書): 小池光歌集 (角川短歌叢書) 
小池 光 著 
KADOKAWA 
肩の上にかくあたたかく雪つもる夢の中にて思ひあふれて 居なくなりしひとをさ

がして森の中まよふことありゆめのさめぎは 2010?2013 年に発表した 542 首を

収録。妻との死別から 5 年、再出発を期して送る第 9 歌集。 
毎日新聞 2015/11/22 

2015:09. / 333p 
978-4-04-876339-4 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784048763394*

 

悪酒の時代|猫のことなど～梅崎春生随筆集～(講談社文芸文庫 う B4) : 梅

崎春生随筆集 (講談社文芸文庫) 
梅崎 春生 著 
講談社 
猫、酒、碁。ユーモアとアイロニーをまといながらも、鋭い風刺と静かな反戦の思

いに満ちた、異色の戦後派作家の貴重な随筆集。 
毎日新聞 2015/11/22 

2015:11. / 338p 
978-4-06-290290-8 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784062902908*

 

冬青集～矢島渚男句集～: 矢島渚男句集 
矢島 渚男 著 
ふらんす堂 
烈風のかたちをとどめ峰桜 辺野古とはやさしき言葉梅雨に入る 忘れた頃とは

いつの日ぞ冬青の実 モモンガになりて翔べぬか傘の齢 2007 年晩春からの、

ほぼ 8 年間の作品を収めた第 9 句集。 
毎日新聞 2015/11/22 

2015:09. / 139p 
978-4-7814-0815-6 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784781408156*



 103  

 

雪の墓標(論創海外ミステリ 155) (論創海外ミステリ) 
マーガレット・ミラー/ 中川 美帆子 著 
論創社 
1950 年代、デトロイト近郊の田舎町で、クリスマス間近の雪降る夜、1 人の男が

殺された。男女関係のもつれとみられ、警察はある女を逮捕するが…。アメリカ

探偵作家クラブ巨匠賞受賞作家ミラーが放つ、クリスマス狂詩曲。 
毎日新聞 2015/11/22 

2015:10. / 355p 
978-4-8460-1455-1 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784846014551*

 

世界一ときめく質問、宇宙一やさしい答え～世界の第一人者は子どもの質問

にこう答える～: 世界の第一人者は子どもの質問にこう答える 
西田 美緒子/ タイマ タカシ 著, ジェンマ・エルウィン・ハリス 編 
河出書房新社 
子どもたちが投げかけた質問に、世界の第一人者はどのように答えるのか！ 

『世界一素朴な質問、宇宙一美しい答え』の待望の続編！ 
毎日新聞 2015/11/22 

2015:11. / 325p 
978-4-309-25336-7 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784309253367*

 

アーブル美術館「大贋作展」 
アーブル美術館 著 
ユナイテッドヴァガボンズ 
レオナルド・ダ・ヴィンチ、フェルメール、ゴッホ、竹久夢二…。古今東西の名画

を模写する親子 3 人組のユニット「アーブル美術館」による、世界で もキュート

でドキドキする贋作作品集。自作解説つき。 
毎日新聞 2015/11/22 

42278 / 63p 
978-4-908600-00-5 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784908600005*

 

ベンヤミン「歴史哲学テーゼ」精読(岩波現代文庫)  (岩波現代文庫) 
今村 仁司 著 
岩波書店 
出来事の連鎖が歴史ではない 
毎日新聞 2015/11/29 

2000:11. / １９２ｐ 
978-4-00-600031-8 
900 円〔本体〕+税 

*9784006000318*

 

やさしいことばで日本国憲法～新訳条文＋英文憲法＋憲法全文～ : 新訳条

文＋英文憲法＋憲法全文 
池田 香代子/ Ｃ．ダグラス・ラミス 著 
マガジンハウス 
よめる、わかる、かんがえる！ 国民主権、世界平和、人権…憲法のもっとも大

切な条文「前文、１、９条、３、９、１０章」を英文憲法をもとに、中学生でも理解で

きるよう新たに訳出。 
毎日新聞 2015/11/29 

2002:12. / １０９ｐ 
978-4-8387-1417-9 
952 円〔本体〕+税 

*9784838714179*

 

憲法なんて知らないよ(集英社文庫)  (集英社文庫) 
池沢 夏樹 著 
集英社 
毎日新聞 2015/11/29 

2005:04. / ２１３ｐ 
978-4-08-747814-3 
480 円〔本体〕+税 

*9784087478143*
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カラマーゾフの兄弟<１>(光文社古典新訳文庫)  1  (光文社古典新訳文庫) 
ドストエフスキー/ 亀山 郁夫 著 
光文社 
毎日新聞 2015/11/29 

2006:09. / ４４３ｐ 
978-4-334-75106-7 
724 円〔本体〕+税 

*9784334751067*

 

罪と罰<１>(光文社古典新訳文庫)  1  (光文社古典新訳文庫) 
ドストエフスキー/ 亀山 郁夫 著 
光文社 
毎日新聞 2015/11/29 

2008:10. / ４８８ｐ 
978-4-334-75168-5 
819 円〔本体〕+税 

*9784334751685*

 

悪霊<１>(光文社古典新訳文庫)  1  (光文社古典新訳文庫) 
ドストエフスキー/ 亀山 郁夫 著 
光文社 
毎日新聞 2015/11/29 

2010:09. / ５４６ｐ 
978-4-334-75211-8 
895 円〔本体〕+税 

*9784334752118*

 

カラマーゾフの兄弟<上巻> 改版(新潮文庫 ト-1-9), 改版 上巻  (新潮文庫) 
ドストエフスキー 著 
新潮社 
毎日新聞 2015/11/29 

2012:12. / 667p 
978-4-10-201010-5 
840 円〔本体〕+税 

*9784102010105*

 

カラマーゾフの兄弟<中巻> 改版(新潮文庫 ト-1-10), 改版 中巻  (新潮文

庫) 
ドストエフスキー 著 
新潮社 
毎日新聞 2015/11/29 

2012:12. / 615p 
978-4-10-201011-2 
790 円〔本体〕+税 

*9784102010112*

 

カラマーゾフの兄弟<下巻> 改版(新潮文庫 ト-1-11), 改版 下巻  (新潮文

庫) 
ドストエフスキー 著 
新潮社 
毎日新聞 2015/11/29 

2012:12. / 682p 
978-4-10-201012-9 
840 円〔本体〕+税 

*9784102010129*

 

本気で生きよう!なにかが変わる(だいわ文庫 250-1D) (だいわ文庫) 
丸山 浩路 著 
大和書房 
ある生徒だけを名前で呼ぶ担任教師の秘密、目の見えない夫への 高の愛妻

弁当…。NHK 教育テレビ「手話ニュース 845」などで活躍した著者が、出会った

素敵な人たち、忘れられない出会いについて語る。 
毎日新聞 2015/11/29 

2013:03. / 237p 
978-4-479-30425-8 
650 円〔本体〕+税 

*9784479304258*
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カラマーゾフの妹(講談社文庫 た 123-2) (講談社文庫) 
高野 史緒 著 
講談社 
ドストエフスキーの死によって執筆されなかった名作の第二部。闇に包まれた真

相が１３０年ぶりに日本の作家によって明らかにされる！ 
毎日新聞 2015/11/29 

2014:08. / 401p 
978-4-06-277885-5 
730 円〔本体〕+税 

*9784062778855*

 

偉大な罪人の生涯～続カラマーゾフの兄弟～: 続カラマーゾフの兄弟 
三田 誠広 著 
作品社 
原典に依拠して原点を超える。ドストエフスキー未完の名作「カラマーゾフの兄

弟」の続篇として、その後の瞠目の展開を描く。ドストエフスキーの死後に起こっ

た歴史的事件などが反映された作品。 
毎日新聞 2015/11/29 

2014:11. / 638p 
978-4-86182-506-4 
4,800 円〔本体〕+税 

*9784861825064*

 

大不況には本を読む(河出文庫 は 1-26) (河出文庫) 
橋本 治 著 
河出書房新社 
成功に輝く日本近代の 150 年は過去となった。いま日本人はどう生きるべきか。

その答えを探すため、貧しても鈍する前に、本を読む。 
毎日新聞 2015/11/29 

2015:06. / 248p 
978-4-309-41379-2 
640 円〔本体〕+税 

*9784309413792*

 

現代語訳でよむ日本の憲法～憲法の英文版を「今の言葉」に訳してみたら～: 
憲法の英文版を「今の言葉」に訳してみたら 
柴田 元幸/ 木村 草太 著 
アルク 
こんなことが書いてあったのか! GHQ 草案の英文を踏まえつつ、日本側が作成

した日本国憲法の英文版を、現代語日本語に訳して紹介。現代語訳の音声を

収録した CD、英文版の音声のダウンロード特典付き。 
毎日新聞 2015/11/29 

2015:08. / 163p 
978-4-7574-2645-0 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784757426450*

 

校舎の静脈 
日和 聡子 著 
新潮社 
なかに入るとタイムスリップするという給食運搬用のリフト。毎日屋上からフェンス

を越えて飛び降りるとささやかれる謎の男…。現実に微妙なズレを感じつつ生き

る少年少女たちを描く、4 つの幻想譚。『新潮』掲載を単行本化。 
毎日新聞 2015/11/29 

2015:09. / 189p 
978-4-10-303772-9 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784103037729*

 

京都ぎらい(朝日新書 531)  (朝日新書) 
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。 
毎日新聞 2015/11/29 

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

*9784022736314*
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アルプスの少女ハイジ(ポプラ世界名作童話 4) (ポプラ世界名作童話) 
J.シュピリ/ 那須田 淳/ pon�marsh 著 
ポプラ社 
元気でやさしい少女ハイジと、ハイジを取り巻く人々との心のふれあいを、美しい

アルプスの自然を舞台に描く。世界中で愛され読みつがれてきた名作を、現代

の児童文学作家が読みやすく再構成。 
毎日新聞 2015/11/29 

2015:11. / 163p 
978-4-591-14701-6 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784591147016*

 

メアリー・ポピンズ(ポプラ世界名作童話 10) (ポプラ世界名作童話) 
P.L.トラヴァース/ 富安 陽子/ 佐竹 美保 著 
ポプラ社 
子守りとしてバンクス家にやって来た、メアリー・ポピンズ。彼女が来てから、不思

議なことばかりが起きて、子どもたちは大喜び! 世界中で愛され読みつがれてき

た名作を、現代の児童文学作家が読みやすく再構成。 
毎日新聞 2015/11/29 

2015:11. / 141p 
978-4-591-14707-8 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784591147078*

 

トム・ソーヤーの冒険(ポプラ世界名作童話 2) (ポプラ世界名作童話) 
M.トウェイン/ 阿部 夏丸/ 佐藤 真紀子 著 
ポプラ社 
トム・ソーヤーは、いたずらと自由が大好きな男の子。勇気と知恵でどんなことに

も立ち向かう、トムと親友たちの冒険を描く。世界中で愛され読みつがれてきた

名作を、現代の児童文学作家が読みやすく再構成。 
毎日新聞 2015/11/29 

2015:11. / 137p 
978-4-591-14699-6 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784591146996*

 

アンデルセン童話(ポプラ世界名作童話 7) (ポプラ世界名作童話) 
H.C.アンデルセン/ 西本 鶏介/ shino 著 
ポプラ社 
王さま、お姫さま、人魚、あひる…。宝石箱のようなアンデルセン童話の中から、

「マッチうりの少女」など、珠玉の物語を収録。世界中で愛され読みつがれてきた

名作を、現代の児童文学作家が読みやすく再構成。 
毎日新聞 2015/11/29 

2015:11. / 157p 
978-4-591-14704-7 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784591147047*

 

赤毛のアン(ポプラ世界名作童話 1) (ポプラ世界名作童話) 
L.M.モンゴメリ/ 柏葉 幸子/ 垂石 眞子 著 
ポプラ社 
空想好きの夢見る少女アン。マシュウとマリラの兄妹に引き取られ、大喜びした

のも束の間、兄妹が希望したのは男の子と知り…。世界中で愛され読みつがれ

てきた名作を、現代の児童文学作家が読みやすく再構成。 
毎日新聞 2015/11/29 

2015:11. / 141p 
978-4-591-14698-9 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784591146989*

 

西遊記(ポプラ世界名作童話 6) (ポプラ世界名作童話) 
呉 承恩/ 三田村 信行/ 武田 美穂 著 
ポプラ社 
石から生まれた、暴れん坊のサルの孫悟空。三蔵法師と天竺への旅に出た孫

悟空は、72 通りの変化の術を使って大活躍! 世界中で愛され読みつがれてき

た名作を、現代の児童文学作家が読みやすく再構成。 
毎日新聞 2015/11/29 

2015:11. / 173p 
978-4-591-14703-0 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784591147030*
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ドリトル先生物語(ポプラ世界名作童話 9) (ポプラ世界名作童話) 
H.ロフティング/ 舟崎 克彦/ はた こうしろう 著 
ポプラ社 
動物と話せるお医者さん、イギリス生まれのドリトル先生が、たくさんの動物たち

と繰り広げる、奇想天外でゆかいな物語。世界中で愛され読みつがれてきた名

作を、現代の児童文学作家が読みやすく再構成。 
毎日新聞 2015/11/29 

2015:11. / 157p 
978-4-591-14706-1 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784591147061*

 

長くつしたのピッピ(ポプラ世界名作童話 8) (ポプラ世界名作童話) 
A.リンドグレーン/ 角野 栄子/ あだち なみ 著 
ポプラ社 
ピッピといっしょだと、なにもかもがおもしろい! 世界一強くて、大金持ちで、かっ

こいい女の子ピッピの物語。世界中で愛され読みつがれてきた名作を、現代の

児童文学作家が読みやすく再構成。 
毎日新聞 2015/11/29 

2015:11. / 133p 
978-4-591-14705-4 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784591147054*

 

小公女(ポプラ世界名作童話 3) (ポプラ世界名作童話) 
F.H.バーネット/ 越水 利江子/ 丹地 陽子 著 
ポプラ社 
ミンチン女子学院の人気者だったセーラは、父の死から辛く悲しい日々を送るよ

うに。しかし、セーラは気高さを失わず…。世界中で愛され読みつがれてきた名

作を、現代の児童文学作家が読みやすく再構成。 
毎日新聞 2015/11/29 

2015:11. / 141p 
978-4-591-14700-9 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784591147009*

 

フランダースの犬(ポプラ世界名作童話 5) (ポプラ世界名作童話) 
ウィーダ/ 濱野 京子/ 小松 咲子 著 
ポプラ社 
貧しい中、犬のパトラッシュと身を寄せ合って、兄弟のように育ったネロ。絵を描

くのが大好きなネロにはひそかな夢があったが…。世界中で愛され読みつがれ

てきた名作を、現代の児童文学作家が読みやすく再構成。 
毎日新聞 2015/11/29 

2015:11. / 133p 
978-4-591-14702-3 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784591147023*

 

物欲なき世界 
菅付 雅信 著 
平凡社 
欲しいモノがあまりない世界というのは、何を目標とすればいいのか。その世界

では何が幸福と見なされるのか。物欲が低下する先進国のトレンドから、資本主

義の先の来るべき世界を浮かび上がらせる。 
毎日新聞 2015/11/29 

2015:11. / 255p 
978-4-582-82481-0 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784582824810*

 

憂国者たち 
三輪 太郎 著 
講談社 
ボスニア内戦の戦犯・カラジッチと三島由紀夫。没後 45 年、新たな三島像と現

代日本の闇を描く著者渾身の長篇小説！ 
毎日新聞 2015/11/29 

2015:11. / 219p 
978-4-06-219804-2 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784062198042*
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協創力が稼ぐ時代～ビジネス思考の日本創生・地方創生～(Nana ブックス 
0128): ビジネス思考の日本創生・地方創生 (Nana ブックス) 
笹谷 秀光 著 
ウィズワークス 
地方が自立するためには、戦略が必要。それには、企業の力が不可欠。元官

僚・現企業人の著者だからこその視点で、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を

はじめとする日本創生・地方創生で「稼ぐ」秘訣を示す。 
毎日新聞 2015/11/29 

2015:10. / 317p 
978-4-904899-50-2 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784904899502*

 

大河ドラマと日本人 
星 亮一/ 一坂 太郎 著 
イースト・プレス 
NHK 大河ドラマは、その時代の感性を象徴する。ふたりの歴史作家が、戦後

70 年の一断面でもある大河ドラマの意味合い、主要作品が生まれた時代背景と

その評価について、互いの歴史観を交えながら大いに論じ合う。 
毎日新聞 2015/11/29 

2015:10. / 351p 
978-4-7816-1365-9 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784781613659*

 

新カラマーゾフの兄弟<下> 下  
亀山 郁夫 著 
河出書房新社 
遺産と女、兄弟の葛藤、そして謎の教団……135 年の時を経て、名作の謎がす

べて解かれる。驚愕のノンストップ・ミステリー巨篇！ 
毎日新聞 2015/11/29 

2015:11. / 769p 
978-4-309-02423-3 
2,100 円〔本体〕+税 

*9784309024233*

 

新カラマーゾフの兄弟<上> 上  
亀山 郁夫 著 
河出書房新社 
ドストエフスキーの未完の傑作、ついに完結……あのミリオンセラーの翻訳者

が、現代日本を舞台に「父殺し」の謎に迫る。著者初小説！ 
毎日新聞 2015/11/29 

2015:11. / 664p 
978-4-309-02422-6 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784309024226*

 

岩波講座現代<5> 歴史のゆらぎと再編 5  
大澤 真幸/ 佐藤 卓己/ 杉田 敦/ 中島 秀人/ 諸富 徹/ 山下 範久 著, 
大澤 真幸/ 佐藤 卓己/ 杉田 敦/ 中島 秀人/ 諸富 徹/ 佐藤 卓己 編 
岩波書店 
グローバル化する生活世界の中で展開される歴史研究が切り拓く新たなクロノト

ポス(時空間)を、狭義の歴史学を越えた多様なディシプリンから提示する。現代

社会の全体像を把握し、新たな知の基盤を築くための挑戦。 
毎日新聞 2015/11/29 

2015:11. / 9p,292p 
978-4-00-011385-4 
3,400 円〔本体〕+税 

*9784000113854*

 

白痴<1>(光文社古典新訳文庫 KA ト 1-17) 1  (光文社古典新訳文庫) 
ドストエフスキー/ 亀山 郁夫 著 
光文社 
スイスからロシアに帰る途中のムイシキン公爵と父親の莫大な遺産を相続したば

かりのロゴージン。2 人の青年は絶世の美女、ナスターシヤに出会い…。ドストエ

フスキーが書いた 高の恋愛小説。 
毎日新聞 2015/11/29 

2015:11. / 466p 
978-4-334-75320-7 
860 円〔本体〕+税 

*9784334753207*
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さらばアホノミクス～危機の真相～: 危機の真相 
浜 矩子 著 
毎日新聞出版 
もはや経済政策にあらず! 「強い国」の危険な正体! ブレない経済学者・浜矩子

が、混迷極まるアベノミクスと世界経済を一刀両断にする。『毎日新聞』連載を元

に加筆・編集し、インタビューを加えて単行本化。 
毎日新聞 2015/11/29 

2015:11. / 190p 
978-4-620-32344-2 
1,100 円〔本体〕+税 

*9784620323442*

 


