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オペラの 20 世紀～夢のまた夢へ～ 
長木 誠司 著 
平凡社 
現代オペラという芸術実験の場を辿り直す 
産経新聞 2015/12/06 

2015:10. / 813p 
978-4-582-21972-2 
9,200 円〔本体〕+税 

*9784582219722*

 

エアー2.0 
榎本 憲男 著 
小学館 
謎の老人の開発した、感情を数値化する完璧な市場予測システムが日本政

府に無償供与された。老人の代理人となった青年は福島の帰還困難区域を

経済自由区にすることを政府に要求。未来の理想社会への試みの結末は…。 
産経新聞 2015/12/06 

2015:09. / 379p 
978-4-09-386422-0 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784093864220*

 

クラシック名盤復刻ガイド 
松本 大輔 著 
青弓社 
歴史的な音源を、誰もが聴けるメディアによみがえらせたアリア・レーベルのク

ラシック復刻版をガイド。その価値を語り、演奏の醍醐味を紹介し、音楽家が

生きていた時代の状況を解説する。 
産経新聞 2015/12/06 

2015:11. / 176p 
978-4-7872-7383-3 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784787273833*

 

光悦～琳派の創始者～ 
河野 元昭 編 
宮帯出版社 
光悦の芸術の諸相を精鋭 9 名が論じる 
産経新聞 2015/12/06 

2015:11. / 378p 図版
16p 
978-4-8016-0040-9 
4,500 円〔本体〕+税 

*9784801600409*

 

ラジオのお仕事～Do you know how to work?～ 
室井 昌也 著 
勉誠出版 
DJ、実況アナなどの喋り手から、ディレクター、報道記者といった裏方さん、ラ

ジオ局を支える営業、広報担当者まで、ラジオ業界に関わり、働く人々を紹

介。ラジオの世界のすべてが「見える」、新しいお仕事紹介本。 
産経新聞 2015/12/06 

2015:10. / 239p 
978-4-585-23037-3 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784585230373*

 

かようびのドレス 
ボニ・アッシュバーン/ ジュリア・デーノス/ 小川 糸 著 
ほるぷ出版 
好きなものはずっと大好き。身につけているだけで幸せになれる！そんな「お

気に入り」を大切にする心ときめく女の子の絵本。 
産経新聞 2015/12/06 

2015:11. / [32p] 
978-4-593-50580-7 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784593505807*
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人魚の眠る家 
東野 圭吾 著 
幻冬舎 
娘の小学校受験が終わったら離婚する。そう約束した仮面夫婦の 2 人。そん

な彼等に悲報が届く。娘がプールで溺れた-。病院に駆けつけた 2 人を待って

いたのは残酷な現実。そして医師からは、思いもよらない選択を迫られ…。 
産経新聞 2015/12/06 

2015:11. / 388p 
978-4-344-02850-0 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784344028500*

 

日本、遙かなり～エルトゥールルの「奇跡」と邦人救出の「迷走」～ 
門田 隆将 著 
ＰＨＰ研究所 
国家が「命」を守るとは、いかなることか。そして、「エルトゥールルの奇跡」が教

えてくれるものは何か。イラン・イラク戦争でのテヘラン脱出など、4 つの大きな

「邦人救出」をめぐる物語を綴る。 
産経新聞 2015/12/06 

2015:11. / 423p 
978-4-569-82705-6 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784569827056*

 

戦後入門(ちくま新書 1146) 
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。 
産経新聞 2015/12/06、毎日新聞 2015/12/20、毎日新聞 2015/12/27 

2015:10. / 635p 
978-4-480-06856-9 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784480068569*

 

ゲンバ男子～町工場で働くオトコマエを探せ～ 
Bplatz 集部 編 
幻冬舎 
包装機械の設計製造、ワイヤーロープ製造、ステンレス加工、旋盤・マシニン

グ加工…。町工場で働く若きオトコマエ職人、総勢 40 人を紹介。製造業の豆

知識、ゲンバ男子の本音、社長に突撃インタビューなども収録。 
産経新聞 2015/12/12 

2015:11. / 115p 
978-4-344-02852-4 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784344028524*

 

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！ 
産経新聞 2015/12/12、読売新聞 2015/12/27 

2015:09. / 317p 
978-4-06-219665-9 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784062196659*

 

ありがとう実験動物たち(ノンフィクション・生きるチカラ 21)  
太田 京子 著 
岩崎書店 
私たちの毎日の生活に実験動物が深くかかわっていることを知ってほしい。動

物実験施設で働くテルの姿を追うノンフィクション。 
産経新聞 2015/12/13 

2015:06. / 143p 
978-4-265-08309-1 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784265083091*
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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。 
産経新聞 2015/12/13 

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

*9784103784081*

 

兵士になったクマ ヴォイテク 
ビビ・デュモン・タック/ 長野 徹/ フィリップ・ホプマン 著 
汐文社 
昔むかし、あるところに一頭のクマがいました。クマは兵士になって戦場に行き

ました…。第二次世界大戦中、ポーランド軍の兵士と行動を共にしたクマ「ヴォ

イテク」の、実話をもとにした物語。 
産経新聞 2015/12/13 

2015:08. / 287p 
978-4-8113-2205-6 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784811322056*

 

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)  
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。 
産経新聞 2015/12/13 

2015:10. / 246p 
978-4-334-03885-4 
780 円〔本体〕+税 

*9784334038854*

 

レクイエムの名手～菊地成孔追悼文集～ 
菊地 成孔 著 
亜紀書房 
「レクイエムの名手」菊地成孔が、この十数年間に綴った追悼文、追悼放送の

数々を一冊にコンパイル。憂鬱と官能、生と死が入り交じり、告別する、活字に

よる追悼演奏集。 
産経新聞 2015/12/13 

2015:10. / 385p 
978-4-7505-1452-9 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784750514529*

 

リベラルの中国認識が日本を滅ぼす～日中関係とプロパガンダ～ 
石 平/ 有本 香 著 
産経新聞出版 
リベラルと称される人々、あるいは自称する人々は、どうしてこれほど浅薄にし

て幼稚な「中国認識」しか持てないのか。日本のリベラルの中国認識を分析

し、その病巣を突き止め、徹底的な批判を加える。 
産経新聞 2015/12/13 

2015:11. / 243p 
978-4-8191-1272-7 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784819112727*

 

神戸、書いてどうなるのか 
安田 謙一 著 
ぴあ 
食べ物屋、古本屋、神戸をロケ地にした映画…。街、店、人、そして失われた

風景を、神戸在住のロック漫筆家が案内するエッセイ集。神戸を舞台とした自

身の子どもの頃の話や大地震のことも綴る。 
産経新聞 2015/12/13 

2015:12. / 256p 
978-4-8356-2853-0 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784835628530*
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羊と鋼の森 
宮下 奈都 著 
文藝春秋 
ゆるされている。世界と調和している。それがどんなに素晴らしいことか-。ピア

ノの調律に魅せられた一人の青年が、調律師として、人として成長する姿を、

温かく静謐な筆致で綴る。『別册文藝春秋』連載を加筆し単行本化。 
産経新聞 2015/12/13、読売新聞 2015/12/20、読売新聞 2015/12/27 

2015:09. / 243p 
978-4-16-390294-4 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784163902944*

 

万葉集<3>(岩波文庫 30-005-3)  
岩波書店 
天皇から名もなき男女までの、人々の心のかたちを映し出す 古の歌集「万

葉集」に、現代語訳と注釈を付す。3 には「巻 9-12」を収め、旅の歌、浦島や乙

女たちの伝説歌、四季に寄せた歌、古今の相聞歌などを掲載する。 
産経新聞 2015/12/16 

2014:01. / 489p 
978-4-00-300056-4 
1,080 円〔本体〕+税 

*9784003000564*

 

万葉集<4>(岩波文庫 30-005-4)  
岩波書店 
天皇から名もなき男女までの、人々の心のかたちを映し出す 古の歌集「万

葉集」に、現代語訳と注釈を付す。4 には、「巻 13-17」を収め、東国の恋の

歌、遣新羅使の旅の詩、越中に赴任した大伴家持の歌などを掲載する。 
産経新聞 2015/12/16 

2014:08. / 463p 
978-4-00-300057-1 
1,080 円〔本体〕+税 

*9784003000571*

 

万葉集<5>(岩波文庫 黄版 5-5)  
岩波書店 
天皇から名もなき男女までの、人々の心のかたちを映し出す 古の歌集「万

葉集」に、現代語訳と注釈を付す。5 には、「巻 18-20」を収め、越中遊覧の

歌、防人の歌、正月賀歌などを掲載する。 
産経新聞 2015/12/16 

2015:03. / 371p,132p 
978-4-00-300058-8 
1,080 円〔本体〕+税 

*9784003000588*

 

大人に質問!「大人ってどのくらい大変なんですか?」 
みうら じゅん 著 
飛鳥新社 
なんで大人は電車の中で寝るのですか? 忍者っていたのですか? 告白され

た数は何回ですか? 児童館向けのアンケート「大人に質問!」で集まった子ども

からの質問に、作家のみうらじゅんが回答する。 
産経新聞 2015/12/19 

2015:10. / 205p 
978-4-86410-397-8 
1,204 円〔本体〕+税 

*9784864103978*

 

島根自虐伝～スーパーデラックス自虐本～ 
島根勝手に応援会 著 
パルコエンタテインメント事業部 
日本で 47 番目に有名な県。犬も歩けば、土器につまずく。観光資源は神頼

み。人口が、練馬区に抜かれた。U ターンしてくるのは、神様ばかり…。島根

県の自虐ネタを多数収録する。 
産経新聞 2015/12/19 

2015:12. / 143p 
978-4-86506-149-9 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784865061499*
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鯨分限 
伊東 潤 著 
光文社 
紀州・太地の捕鯨集団の若き棟梁、太地覚吾。斜陽の村を救うべく、日本全

国を駆け巡る。だが、維新により根底から激変する国の有り様が、未曾有の海

難事故「大背美流れ」が、覚吾を襲う-。『小説宝石』連載をもとに単行本化。 
産経新聞 2015/12/20 

2015:09. / 394p 
978-4-334-91051-8 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784334910518*

 

ギブ・ミー・ア・チャンス 
荻原 浩 著 
文藝春秋 
「人生をやり直したい!」と思ったこと、ありませんか? 元相撲取りの探偵、相方

に逃げられた芸人…。夢を諦めきれない人々を、ユーモラスに温かく描く、少

しだけ心が強くなる短編集。『オール讀物』掲載を単行本化。 
産経新聞 2015/12/20 

2015:10. / 326p 
978-4-16-390350-7 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784163903507*

 

これでカンペキ! マンガでおぼえる百人一首  
齋藤 孝 著 
岩崎書店 
齋藤先生の超わかりやすい解説とマンガで百首を網羅。一冊に同じ歌が 4 回

出てきて、いつのまにか覚えられるというしかけあり。 
産経新聞 2015/12/20 

2015:11. / 167p 
978-4-265-80225-8 
1,100 円〔本体〕+税 

*9784265802258*

 

市川崑と『犬神家の一族』(新潮新書 644)  
春日 太一 著 
新潮社 
「ビルマの竪琴」「炎上」「細雪」など多彩なジャンルの名作を撮り続けた日本映

画界の巨匠・市川崑。その監督人生をたどり、卓抜な映画術に迫る。「犬神家

の一族」徹底解剖、“金田一耕助”石坂浩二のインタビューも収録。 
産経新聞 2015/12/20 

2015:11. / 207p 
978-4-10-610644-6 
720 円〔本体〕+税 

*9784106106446*

 

里山産業論～「食の戦略」が六次産業を超える～(角川新書 K-62)  
金丸 弘美 著 
KADOKAWA 
食の戦略で人も地域も社会も豊かになる!!『田舎力』の著者、 新刊。 
産経新聞 2015/12/20 

2015:12. / 228p 
978-4-04-082044-6 
800 円〔本体〕+税 

*9784040820446*

 

翁長知事と沖縄メディア～「反日・親中」タッグの暴走～ 
仲新城 誠 著 
産経新聞出版 
米軍基地、尖閣危機…。『沖縄タイムス』と『琉球新報』は毎日何を書いている

のか。稀代の「怪物知事」を生んだ異常な背景を、『八重山日報』編集長が解

き明かす。トンデモ社説も一挙公開。『正論』連載を加筆、再構成。 
産経新聞 2015/12/20 

2015:12. / 286p 
978-4-8191-1273-4 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784819112734*



 6  

 

倉本美津留の超国語辞典 
倉本 美津留 著 
朝日出版社 
日本語の面白さに出会える! 言葉通りにすると大変なことになる大げさ慣用

句、同じ言葉の繰り返しに聞こえる同音言葉多入り短文…。日本語を新たな方

法で仕分けなおした“超国語辞典”。巻末に書き込み式の問題ページあり。 
産経新聞 2015/12/20 

2015:12. / 369p 
978-4-255-00897-4 
1,680 円〔本体〕+税 

*9784255008974*

 

頂上至極 
村木 嵐 著 
幻冬舎 
薩摩藩に非情な命が下る。天下の暴れ川・木曽三川の治水工事。総奉行・平

田靱負は一路美濃へ。狡猾な輪中の民からの愚弄、積み重なる借財、故郷に

残した妻子の苦渋…。己の責務に命をかけた男たちの戦いを描く。 
産経新聞 2015/12/20、産経新聞 2015/12/20 

2015:10. / 340p 
978-4-344-02842-5 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784344028425*

 

日本兵捕虜はシルクロードにオペラハウスを建てた 
嶌 信彦 著 
KADOKAWA 
1947 年 11 月のロシア革命 30 周年までにビザンチン風造り、3 階建て 1400
席の劇場建設にあたった 450 人余の日本兵捕虜がいた。いま、その劇場はウ

ズベキスタンの誇りとなっている。戦後 70 年目に蘇る実話 
産経新聞 2015/12/26 

2015:09. / 237p 
978-4-04-103537-5 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784041035375*

 

岡崎京子戦場のガールズ・ライフ 
岡崎 京子 著 
平凡社 
初の大規模展覧会（世田谷文学館）公式図録 
産経新聞 2015/12/27 

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

*9784582206791*

 

若冲 
澤田 瞳子 著 
文藝春秋 
世に二つとない絵を描く画人、その名は伊藤若冲-。池大雅、円山応挙、与謝

蕪村、谷文晁、市川君圭…絵師たちの運命が京の都で交錯する。『オール讀

物』掲載作品を単行本化。 
産経新聞 2015/12/27 

2015:04. / 358p 
978-4-16-390249-4 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784163902494*

 

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

の前に、3 人の女性が失踪し、いまだ行方不明の未解決事件が。 初の失踪

者の母から強い想いをぶつけられたリーバスは、事件現場に乗り込むが…。 
産経新聞 2015/12/27 

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

*9784150018948*
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悪魔の羽根(創元推理文庫 M ウ 9-12)  
ミネット・ウォルターズ 著 
東京創元社 
記者コニーは、殺人事件の犯人ではないかと疑っていた男に拉致監禁され

る。3 日後に解放された彼女は、ほぼ無傷だったうえ曖昧な証言ばかりで、監

禁中の出来事を警察に話さない。彼女はいったい何を隠しているのか? 
産経新聞 2015/12/27 

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

*9784488187125*

 

寺院消滅～失われる「地方」と「宗教」～ 
鵜飼 秀徳 著 
日経ＢＰ社 
全国のお寺が危機に瀕している。地方の寺院ビジネスの現状を徹底ルポし地

方創生のカギを探る。お寺やお墓は本当に不要なのか？ 
産経新聞 2015/12/27 

2015:05. / 278p 
978-4-8222-7917-2 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784822279172*

 

戦争と平和～<報道写真>が伝えたかった日本～(コロナ・ブックス 203) 
白山 眞理/ 小原 真史 著 
平凡社 
戦中・戦後の〈報道写真〉が辿った軌跡 
産経新聞 2015/12/27 

2015:07. / 199p 
978-4-582-63500-3 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784582635003*

 

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

開いた沢田美喜。たった一人、敢然と「戦争の後始末」に立ち向かった稀代の

女性を描くノンフィクション。 
産経新聞 2015/12/27 

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

*9784103732075*

 

グルブ消息不明(はじめて出逢う世界のおはなし スペイン編)  
エドゥアルド・メンドサ 著 
東宣出版 
2015 年「フランツ・カフカ賞」受賞！ 
産経新聞 2015/12/27 

2015:07. / 231p 
978-4-88588-085-8 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784885880858*

 

月世界小説(ハヤカワ文庫 JA 1198)  
牧野 修 著 
早川書房 
世界が終わり、惨劇のただ中に投げ出された菱屋が逃げ込んだ先は、自分の

妄想世界である月世界。そこでは言語を滅ぼそうとする神の策謀と、人間は言

語の力を武器に戦いを続けていた…。牧野修が描く「神狩り」へのオマージ

ュ。 
産経新聞 2015/12/27 

2015:07. / 431p 
978-4-15-031198-8 
980 円〔本体〕+税 

*9784150311988*
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悲しみのイレーヌ(文春文庫 ル 6-3)  
ピエール・ルメートル 著 
文藝春秋 
異様な手口で惨殺された二人の女。カミーユ・ヴェルーヴェン警部は部下たち

と捜査を開始するが、やがて第二の事件が発生。カミーユは事件の恐るべき

共通点を発見する…。掟破りの大逆転が待つ鬼才のデビュー作。 
産経新聞 2015/12/27 

2015:10. / 472p 
978-4-16-790480-7 
860 円〔本体〕+税 

*9784167904807*

 

よすが 
仲田 絵美 著 
赤々舎 
幼い頃に母を亡くした仲田絵美が、その不在が染み込んだ身の回りの風景

や、母の遺品を身につけた自らの姿を撮影。父にシャッターを押してもらった

写真も掲載する。母が生きた痕跡と時間を収めた写真集。 
産経新聞 2015/12/27 

2015:09. / 1 冊(ページ

付なし) 
978-4-86541-035-8 
5,000 円〔本体〕+税 

*9784865410358*

 

ケンブリッジ・オックスフォード合格基準～英国エリートたちの思考力～ 
ジョン・ファーンドン/ 小田島 恒志/ 小田島 則子 著 
河出書房新社 
世界のエリートたちの思考力は、こうして作られる！オックスブリッジ（オックスフ

ォードとケンブリッジ大学）の強みがわかる傑作。 
産経新聞 2015/12/27 

2015:10. / 237p 
978-4-309-20690-5 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784309206905*

 

LIM 
松江 泰治 著 
青幻舎 
「生」と同格に存在する「死」の空間である「墓地」。国や宗教を超越した、フラッ

トな視点でとらえた 54 点の墓地の写真を収録する。 
産経新聞 2015/12/27 

2015:11. / 1 冊(ページ

付なし) 
978-4-86152-525-4 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784861525254*

 

武揚伝<上> 決定版  
佐々木 譲 著 
中央公論新社 
海軍伝習所からオランダへ-。幕末動乱の中、観戦武官としてデンマークとプロ

シアの近代戦争に臨場した釜次郎(後の武揚)は、欧米列強を動かす国際法と

いう存在に驚愕し…。歴史巨編。 
産経新聞 2015/12/27 

2015:11. / 381p 
978-4-12-004796-1 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784120047961*

 

武揚伝<中> 決定版  
佐々木 譲 著 
中央公論新社 

新鋭艦「開陽丸」を操り、オランダ留学から帰国した武揚。幕府海軍に籍を

置くことになった武揚は、世界情勢に背を向け内紛を続ける日の本の有り様に

絶望する。歴史巨編。 
産経新聞 2015/12/27 

2015:11. / 365p 
978-4-12-004797-8 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784120047978*
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武揚伝<下> 決定版  
佐々木 譲 著 
中央公論新社 
徳川軍の残党を再編し、蝦夷に共和国を建国することを目指す武揚たち。箱

館に独立を果たすも、海峡を突破し、官軍が上陸。圧倒的な攻勢を前に、土

方は倒れ、武揚は…。歴史巨編。 
産経新聞 2015/12/27 

2015:11. / 405p 
978-4-12-004798-5 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784120047985*

 

みんな彗星を見ていた～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。 
産経新聞 2015/12/27、読売新聞 2015/12/27 

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

*9784163903460*

 

流 
東山 彰良 著 
講談社 
青春は、謎と輝きに満ちている―。台湾生まれ、日本育ち。超弩級の才能が

放つ書き下ろし長編。友情と恋、流浪と決断の圧倒的物語。 
産経新聞 2015/12/27、日本経済新聞 2015/12/27 

2015:05. / 403p 
978-4-06-219485-3 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784062194853*

 

天下～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。 
産経新聞 2015/12/27、日本経済新聞 2015/12/27 

2015:04. / 366p 
978-4-532-17134-6 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784532171346*

 

天下～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。 
産経新聞 2015/12/27、日本経済新聞 2015/12/27 

2015:04. / 390p 
978-4-532-17135-3 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784532171353*

 

戦後台湾における〈日本〉～植民地経験の連続・変貌・利用～  
五十嵐 真子/ 三尾 裕子 著 
風響社 
50 年の植民地経験が台湾にもたらしたものは何か。2005 年 3 月に開催され

た国際ワークショップの成果書。戦後 60 年の歳月の中で様々に語られてきた

「他者像としての日本」とその「支配」を読み解く報告を収める。 
朝日新聞 2015/12/06 

2006:06. / 334p 
978-4-89489-043-5 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784894890435*
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水滸伝<1> 曙光の章(集英社文庫)  
北方 謙三 著 
集英社 
朝日新聞 2015/12/06 

2006:10. / 388p 
978-4-08-746086-5 
600 円〔本体〕+税 

*9784087460865*

 

水滸伝<19> 旌旗の章(集英社文庫)  
北方 謙三 著 
集英社 
朝日新聞 2015/12/06 

2008:04. / 395p 
978-4-08-746282-1 
600 円〔本体〕+税 

*9784087462821*

 

台湾における<植民地>経験～日本認識の生成・変容・断絶～ 
三尾 裕子 編 
風響社 
朝日新聞 2015/12/06 

2011:01. / 347p 
978-4-89489-175-3 
3,500 円〔本体〕+税 

*9784894891753*

 

楊令伝<1> 玄旗の章(集英社文庫 き 3-67)  
北方 謙三 著 
集英社 
朝日新聞 2015/12/06 

2011:06. / 390p 
978-4-08-746705-5 
600 円〔本体〕+税 

*9784087467055*

 

ブラック・ジャック創作秘話～手塚治虫の仕事場から～(SH?NEN CHAM-
PION COMICS EXTRA) 
宮崎 克/ 吉本 浩二 著 
秋田書店 
朝日新聞 2015/12/06 

2011:07. / 198p 
978-4-253-13239-8 
648 円〔本体〕+税 

*9784253132398*

 

図説台湾の歴史 増補版 
周 婉窈/ 濱島 敦俊/ 石川 豪/ 中西 美貴/ 中村 平 著 
平凡社 
台湾で 10 万部以上読まれた名著の増補版 
朝日新聞 2015/12/06 

2013:02. / 273p 
978-4-582-41109-6 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784582411096*

 

台湾現代史～二・二八事件をめぐる歴史の再記憶～ 
何 義麟 著 
平凡社 
戦後すぐの 1947 年、台湾では民間人を政府が過酷に弾圧、多数の死者を出

した二・二八事件が起きた。事件をめぐる認識の対立と史実を対話的に再検

討しつつ、台湾の現代史を叙述する。 
朝日新聞 2015/12/06 

2014:07. / 277p 
978-4-582-41110-2 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784582411102*
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族群～現代台湾のエスニック・イマジネーション～(台湾学術文化研究叢書) 
王 甫昌/ 松葉 隼/ 洪 郁如/ 王 徳威/ 黄 進興/ 洪 郁如/ 黄 英哲 著 
東方書店 
現代台湾社会における「族群(エスニック・グループ)」という概念は、「民主化」

や「台湾化」にどのような影響を与えたのか。「原住民族・漢族」「外省人・本省

人」などの関係性を分かりやすく論じた概説書。 
朝日新聞 2015/12/06 

2014:11. / 7p,171p 
978-4-497-21417-1 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784497214171*

 

「子供を殺してください」という親たち(新潮文庫 お-89-1) 
押川 剛 著 
新潮社 
著者の許にやってくる、万策尽きて疲れ果てた親たち。過度の教育圧力に潰

れた息子、酒に溺れて親に刃物を向ける男、母親を奴隷扱いする娘…。究極

の育児・教育の失敗ともいえる事例を紹介・分析し、その対策を検討する。 
朝日新聞 2015/12/06 

2015:07. / 288p 
978-4-10-126761-6 
550 円〔本体〕+税 

*9784101267616*

 

米軍医が見た占領下京都の 600 日 
二至村 菁 著 
藤原書店 
写真と手紙で知る、古都の光と闇-。占領下の 1947?49 年、日本人が体験した

苦闘の日々を、京都に赴任した 25 歳のアメリカ人軍医を軸に、資料と証言、

貴重なカラー写真で生き生きと描いたノンフィクション物語。 
朝日新聞 2015/12/06 

2015:09. / 436p 図版
16p 
978-4-86578-033-8 
3,600 円〔本体〕+税 

*9784865780338*

 

「宇宙戦艦ヤマト」をつくった男 西崎義展の狂気 
牧村 康正/ 山田 哲久 著 
講談社 
日本アニメの金字塔「宇宙戦艦ヤマト」誕生から 40 年、事故死後 4 年を経て

明らかにされるカリスマ・プロデューサーの破天荒な一生 
朝日新聞 2015/12/06 

2015:09. / 350p 
978-4-06-219674-1 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784062196741*

 

野生めぐり～列島神話の源流に触れる 12 の旅～ 
石倉 敏明/ 田附 勝 著 
淡交社 
オオカミ信仰の山、クジラの寄り来る海、土の仮面「カマガミ」──日本各地の聖

地・民俗を、気鋭の人類学者と写真家が旅した記録。 
朝日新聞 2015/12/06 

2015:09. / 255p 
978-4-473-04045-9 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784473040459*

 

首切りの歴史 
フランシス・ラーソン/ 矢野 真千子 著 
河出書房新社 
見せしめ、コレクション、科学や芸術の対象……。なぜ人々は首を切断したが

るのか? 驚愕のエピソード満載の歴史ノンフィクション！ 
朝日新聞 2015/12/06 

2015:09. / 342p 
978-4-309-20685-1 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784309206851*

 

グノーシスと古代末期の精神<第 1 部> 神話論的グノーシス  全 2 巻 1 配 
ハンス・ヨナス 著 
ぷねうま舎 
第二次大戦の戦火をくぐった、文字通り命がけの記念碑的大著 グノーシス探

求の基本文献、遂に完訳なる！ 
朝日新聞 2015/12/06 

2015:09. / 10p,544p 
978-4-906791-49-1 
6,800 円〔本体〕+税 

*9784906791491*
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コトラー世界都市間競争～マーケティングの未来～(SG ビジネス双書) 
フィリップ・コトラー/ ミルトン・コトラー/ 竹村 正明 著 
中央経済社 
今日の経済世界の運命は、世界的な多国籍企業と世界都市との連携の手の

うちにある。多国籍企業がどのように市場を拡大させているか、都市が多国籍

企業の投資をどのように勝ちとるかなどを解説する。 
朝日新聞 2015/12/06 

2015:10. / 10p,2p,347p
978-4-502-13921-5 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784502139215*

 

眺めのいい部屋売ります(小学館文庫 シ 5-1) 
ジル・シメント/ 高見 浩 著 
小学館 
長年住み慣れたアパートメント 5 階の部屋を売り払い、エレベーター付きの物

件購入を計画した老夫婦を、思わぬトラブルが直撃し…。結婚生活史上、 も

スリリングな週末を過ごした夫婦の物語。2016 年 1 月公開映画の原作本。 
朝日新聞 2015/12/06 

2015:11. / 285p 
978-4-09-406215-1 
700 円〔本体〕+税 

*9784094062151*

 

アガワ対談傑作選(文春文庫 あ 23-22) 
阿川 佐和子 著 
文藝春秋 
エライ人、怖い人、喋らない人。「時の人」にインタビューし続け二十余年、アガ

ワの「聞く力」を鍛えた新旧対談傑作選。各対談にまつわるエピソードも収録。

『週刊文春』掲載に語りおろしの座談会を追加して文庫化。 
朝日新聞 2015/12/06 

2015:11. / 395p 
978-4-16-790491-3 
710 円〔本体〕+税 

*9784167904913*

 

真珠湾の真実～歴史修正主義は何を隠したか～(平凡社新書 796) 
柴山 哲也 著 
平凡社 
真珠湾をめぐる史実の誤謬と神話化の構造 
朝日新聞 2015/12/06 

2015:11. / 303p 
978-4-582-85796-2 
820 円〔本体〕+税 

*9784582857962*

 

グノーシスと古代末期の精神<第 2 部> 神話論から神秘主義哲学へ  全 2
巻 2 配完結 
ハンス・ヨナス 著 
ぷねうま舎 
グノーシス主義のダイナミズムと革命的な意義とを新しい思考財とした、文字

通り、血で書かれた記念碑的大著 
朝日新聞 2015/12/06 

2015:10. / 10p,467p,8p
978-4-906791-50-7 
6,400 円〔本体〕+税 

*9784906791507*

 

skmt 坂本龍一とは誰か(ちくま文庫 さ 43-1) 
坂本 龍一/ 後藤 繁雄 著 
筑摩書房 
坂本龍一は、何を感じ、どこへ行こうとしているのか? 独特編集者・後藤繁雄と

ともに、坂本の思考の系統樹をたどり、「時代」に解消されない独創性の秘密

にせまる。「skmt」「skmt2」を合本した「予見」の書。 
朝日新聞 2015/12/06 

2015:11. / 387p 
978-4-480-43307-7 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784480433077*
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資本主義に希望はある～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。 
朝日新聞 2015/12/06 

2015:10. / 357p 
978-4-478-06488-7 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784478064887*

 

フォトアーカイブ昭和の公団住宅～団地新聞の記者たちが記録した足跡～ 
長谷田 一平 編 
智書房 
明日は今日よりきっとよくなる-誰もがそう思っていたあの時代。高島平団地、

ひばりが丘団地など、首都圏 143 団地を取材した当時の写真 328 点を厳選

掲載。きらきらと輝いていた昭和の団地群像が蘇る。 
朝日新聞 2015/12/06 

2015:10. / 211p 
978-4-434-21154-6 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784434211546*

 

50 カ国語習得法～誰にでもできる、いまからでも間に合う～(ブルーバックス 
B-1947)  
新名 美次 著 
講談社 
人種のるつぼ、NY でさまざまな国籍の患者を診るために 50 ヵ国語を習得し

た医師が、誰にでもできるとっておきの言語習得法を伝授 
朝日新聞 2015/12/06 

2015:11. / 306p 
978-4-06-257947-6 
1,080 円〔本体〕+税 

*9784062579476*

 

画家の詩、詩人の絵～絵は詩のごとく、詩は絵のごとく～ 
土方 明司/ 江尻 潔/ 木本 文平 著 
青幻舎 
表現者は、永遠に求め得られぬ領域を永遠に求め続ける。近代から現代に至

る 64 名の画家と詩人の絵と詩を選び、カラー図版とともに紹介。対談、論考、

作家解説、作品目録等も収録。「画家の詩、詩人の絵」展の公式図録兼書

籍。 
朝日新聞 2015/12/06 

2015:10. / 315p 
978-4-86152-478-3 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784861524783*

 

戦争する国の道徳～安保・沖縄・福島～(幻冬舎新書 こ-10-4) 
小林 よしのり/ 宮台 真司/ 東 浩紀 著 
幻冬舎 
国民を舐めきった政治家に激怒せよ! もはや日本に道徳はなく、損得しかな

いのか。今、つくりだすべき倫理とは。小林よしのり、宮台真司、東浩紀が語り

合い、暴走する権力を阻止し、共闘することを誓った一冊。 
朝日新聞 2015/12/06 

2015:10. / 235p 
978-4-344-98395-3 
840 円〔本体〕+税 

*9784344983953*

 

中銀カプセルタワービル～銀座の白い箱舟～ 
中銀カプセルタワービル保存・再生プロジェクト 著 
青月社 
ユニークな外観で知られる、黒川紀章・設計の銀座の集合住宅「中銀カプセ

ルタワービル」。その美しい図版をふんだんに掲載するとともに現在も生活して

いる住人たちへの取材を行い、建築としての価値を再確認・再発信するビジュ

アルファンブック。 
朝日新聞 2015/12/06 

2015:10. / 127p 
978-4-8109-1288-3 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784810912883*
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★ ★ ★1 9 3 7 
辺見 庸 著 
金曜日 
ニッポンジンはなにをし、なにをしなかったのか? 歴史にわだかまる大いなる

恥と責任を体内深くに問い、1937 年から今日まで、連綿とつづく「ニッポンの

妖気」を射る。『週刊金曜日』掲載を修正、大幅補充し、単行本化。 
朝日新聞 2015/12/06 

2015:10. / 381p 
978-4-86572-006-8 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784865720068*

 

私的読食録 
堀江 敏幸/ 角田 光代 著 
プレジデント社 
『dancyu』の好評連載「私的読食録」を書籍化。2007 年 4 月号?2015 年 7 月

号に掲載された 100 本の書評エッセイを収録する。堀江敏幸×角田光代 100
回記念対談も掲載。 
朝日新聞 2015/12/06 

2015:10. / 221p 
978-4-8334-5080-5 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784833450805*

 

ど根性ガエルの娘<1>  
大月 悠祐子 著, 月刊コミック電撃大王部 編 
KADOKAWA 
私の父は、ピョン吉に殺され、ピョン吉に救われた。 
朝日新聞 2015/12/06 

2015:11. / 172p 
978-4-04-869418-6 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784048694186*

 

ビジネススクールでは学べない世界最先端の経営学 
入山 章栄 著 
日経ＢＰ社 
米国で 10 年にわたり経営学研究に携わってきた気鋭の日本人学者が、世界

先端の経営学から得られるビジネスの見方を分かりやすく紹介。 
朝日新聞 2015/12/06 

2015:11. / 366p 
978-4-8222-7932-5 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784822279325*

 

世界の社会福祉年鑑～第 15 集～<2015> <特集>各国の子ども政策と社会

福祉  
旬報社 
注目すべき国々の高齢者福祉・障害者福祉・児童福祉をめぐる現状と課題が

わかる年鑑。「各国の子供政策と社会福祉」を特集し、先進国、新興国から開

発途上国まで、子どもに関する政策や実践を紹介する。 
朝日新聞 2015/12/06 

2015:12. / 12p,457p 
978-4-8451-1428-3 
15,000 円〔本体〕+税 

*9784845114283*

 

うそつき、うそつき 
清水 杜氏彦 著 
早川書房 
国民管理のために首輪型?発見器の着用が義務付けられた世界。非合法の

首輪除去を生業とする少年フラノには、密かな目的があり…。近未来の管理社

会を生きる少年の苦悩と成長を瑞々しい筆致で描く、ディストピア青春ミステ

リ。 
朝日新聞 2015/12/06、産経新聞 2015/12/13 

2015:11. / 387p 
978-4-15-209576-3 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784152095763*
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ブラッドランド～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 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。 
朝日新聞 2015/12/06、東京・中日新聞 2015/12/13、読売新聞 2015/12/27 

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> 
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。 
朝日新聞 2015/12/06、東京・中日新聞 2015/12/13、読売新聞 2015/12/27 

2015:10. / 302p,95p 
978-4-480-86130-6 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784480861306*

 

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。 
朝日新聞 2015/12/06、読売新聞 2015/12/13、読売新聞 2015/12/27 

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

*9784103256243*

 

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。 
朝日新聞 2015/12/06、日本経済新聞 2015/12/13 

2015:10. / 347p 
978-4-532-17136-0 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784532171360*

 

おひとりさまの最期 
上野 千鶴子 著 
朝日新聞出版 
高齢者は住宅弱者か? 意思決定を誰にゆだねるか? 身近な友人の死を経験

した著者が、「次は私の番だ」という切実な関心のもとに、医療・看護・介護の

現場への取材から得た収穫を公開する。『一冊の本』連載を単行本化。 
朝日新聞 2015/12/06、日本経済新聞 2015/12/13 

2015:11. / 276p 
978-4-02-251325-0 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784022513250*

 

ジェンダーで学ぶ文化人類学  
田中 雅一/ 中谷 文美 著 
世界思想社 
世の中は男と女から成り立っている、というのは本当だろうか。世界には、女性

と女性とが結婚する社会もある。さまざまな文化に学び、ジェンダーとセクシュ

アリティの視点から世界をとらえなおすための斬新なテクスト。 
朝日新聞 2015/12/13 

2004:12. / 326p 
978-4-7907-1096-7 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784790710967*
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さよなら妖精(創元推理文庫)  
米沢 穂信 著 
東京創元社 
朝日新聞 2015/12/13 

2006:06. / 360p 
978-4-488-45103-5 
743 円〔本体〕+税 

*9784488451035*

 

同性婚～ゲイの権利をめぐるアメリカ現代史～(世界人権問題叢書)  
ジョージ・チョーンシー/ 上杉 富之/ 村上 隆則 著 
明石書店 
同姓婚の問題がアメリカ合衆国全体を揺るがすような大論争を引き起こした。

同性婚問題が社会的な関心を集める原因となった同性愛者の生活の変化や

結婚そのものの歴史を振り返り、この論争の起源や文化的な意義を明らかに

する。 
朝日新聞 2015/12/13 

2006:06. / 297p 
978-4-7503-2336-7 
3,500 円〔本体〕+税 

*9784750323367*

 

彼女がその名を知らない鳥たち(幻冬舎文庫)  
沼田 まほかる 著 
幻冬舎 
朝日新聞 2015/12/13 

2009:10. / 389p 
978-4-344-41378-8 
686 円〔本体〕+税 

*9784344413788*

 

探偵はバーにいる(ハヤカワ文庫 ＪＡ)  
東 直己 著 
早川書房 
朝日新聞 2015/12/13 

1995:08. / 394p 
978-4-15-030521-5 
760 円〔本体〕+税 

*9784150305215*

 

虐殺器官 新版(ハヤカワ文庫 JA 1165)  
伊藤 計劃 著 
早川書房 
9・11 以降、後進諸国では内戦や大規模虐殺が急激に増加していた。米軍大

尉クラヴィス・シェパードは、その混乱の陰に常に存在が囁かれる謎の男を追

ってチェコへと向かう…。巻末に著者と円城塔の対談も収録。 
朝日新聞 2015/12/13 

2014:08. / 428p 
978-4-15-031165-0 
720 円〔本体〕+税 

*9784150311650*

 

完本皇居前広場(文春学藝ライブラリー) 
原 武史 著 
文藝春秋 
天皇、米軍、左翼が入り乱れた「禁忌」な空間、皇居前広場の 125 年。皇居前

広場で行われたさまざまな儀礼や集会を考察する。特定の政治空間を主人公

として描く、近現代日本思想史の試み。「昭和天皇実録」にも言及。 
朝日新聞 2015/12/13 

2014:10. / 296p 
978-4-16-813030-4 
1,330 円〔本体〕+税 

*9784168130304*
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緊縮策という病～「危険な思想」の歴史～ 
マーク・ブライス/ 若田部 昌澄/ 田村 勝省 著 
ＮＴＴ出版 
ギリシャは緊縮策で復活できるのか?! 
朝日新聞 2015/12/13 

2015:09. / 443p 
978-4-7571-2341-0 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784757123410*

 

同性愛をめぐる歴史と法～尊厳としてのセクシュアリティ～(世界人権問題叢

書 94) 
三成 美保 著 
明石書店 
基本的人権としての性的志向の自由とは 
朝日新聞 2015/12/13 

2015:08. / 317p 
978-4-7503-4239-9 
4,000 円〔本体〕+税 

*9784750342399*

 

脳はすごい～ある人工知能研究者の脳損傷体験記～ 
クラーク・エリオット/ 高橋 洋 著 
青土社 
私の日常は、交通事故による外傷性脳損傷で一変してしまった-。予期せぬ悲

劇に襲われた科学者が、損傷を負った脳で体験した世界とは。 新科学を応

用した治療による、奇跡の復活までを克明に描いた驚異の記録。 
朝日新聞 2015/12/13 

2015:09. / 328p,4p 
978-4-7917-6885-1 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784791768851*

 

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～ 
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。 
朝日新聞 2015/12/13 

2015:10. / 331p,78p 
図版 16p 
978-4-622-07917-0 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784622079170*

 

スタンフォードのストレスを力に変える教科書 
ケリー・マクゴニガル 著 
大和書房 
考え方を変えれば、ストレスは役に立つ 
朝日新聞 2015/12/13 

2015:10. / 342p 
978-4-479-79496-7 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784479794967*

 

スタンフォードの自分を変える教室(だいわ文庫 304-1G)  
ケリー・マクゴニガル 著 
大和書房 
一度きりの人生が 高の人生に変わる講義 
朝日新聞 2015/12/13 

2015:10. / 366p 
978-4-479-30558-3 
740 円〔本体〕+税 

*9784479305583*

 

舞踏、まさにそれゆえに～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。 
朝日新聞 2015/12/13 

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

*9784329004949*
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<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)  
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 
朝日新聞 2015/12/13 

2015:10. / 285p 
978-4-06-258612-2 
1,750 円〔本体〕+税 

*9784062586122*

 

カフカ(ポケットマスターピース 01)  
カフカ 著 
集英社 
カフカの面白さを 1 冊に凝縮。新訳『変身（かわりみ）』を筆頭に、短編『お父さ

んは心配なんだよ』長編『訴訟』など、さらには彼の遺した書簡集や公文書も

加え、その魅力を現代に伝える。 
朝日新聞 2015/12/13 

2015:10. / 808p 
978-4-08-761034-5 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784087610345*

 

シャバーニ!～東山動植物園オフィシャルゴリラ写真集～ 
東山動植物園 著 
扶桑社 
世界中から熱い視線を集める名古屋・東山動植物園の「イケメンゴリラ」、シャ

バーニの 1st 写真集。思わずドキッとしてしまうシャバーニの写真の数々を、世

界の偉人の名言を添えて収録。シャバーニの魅力の秘密も公開する。 
朝日新聞 2015/12/13 

2015:10. / 61p 
978-4-594-07348-0 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784594073480*

 

ふたりで安心して最後まで暮らすための本～同性パートナーとのライフプラン

と法的書面～ 
永易 至文 著 
太郎次郎社エディタス 
お金、医療、老後……法的保障がほぼない同性カップルが対策として作って

おくべき書面の知識を、ゲイの行政書士かつ FP が教えます。 
朝日新聞 2015/12/13 

2015:10. / 93p 
978-4-8118-0785-0 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784811807850*

 

マジカル・ヒストリー・ツアー～ミステリと美術で読む近代～ 
門井 慶喜 著 
幻戯書房 
「歴史ミステリ」とは何か? なぜ人間は歴史を読むのか? 「時の娘」「薔薇の名

前」「わたしの名は赤」などの名作をとおして、小説・宗教・美術が交差する“近

代の謎”を読み解く。 
朝日新聞 2015/12/13 

2015:10. / 314p 
978-4-86488-085-5 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784864880855*

 

墓標なき街(百舌シリーズ 6)  
逢坂 剛 著 
集英社 
百舌と呼ばれた殺し屋に関する過去の事件と、武器輸出に関わる商社と政権

の癒着。全く接点がないと思われた 2 つの事象が交差する時、再び百舌が現

れる…。『小説すばる』掲載を加筆修正し単行本化。 
朝日新聞 2015/12/13 

2015:11. / 448p 
978-4-08-771636-8 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784087716368*
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北京をつくりなおす～政治空間としての天安門広場～ 
ウー ホン 著 
国書刊行会 
天安門の持つ重大な象徴性とその変遷を、歴史・美術・建築・社会学・人類学

等あらゆる方面から解析しつくした学際的名著。 
朝日新聞 2015/12/13 

2015:10. / 402p 
978-4-336-05949-9 
5,400 円〔本体〕+税 

*9784336059499*

 

ロボッとうさん<1>(ビッグコミックス)  
有永 イネ 著 
小学館 
可愛いすぎる父×バカ息子＝愛情ロボコメ！感情のあるロボットは“バグ”とし

て、世間にみつかったら回収されちゃう…そんな、ロボットがあふれる近未来。 
朝日新聞 2015/12/13 

2015:11. / 192p 
978-4-09-187323-1 
552 円〔本体〕+税 

*9784091873231*

 

ミケランジェロ・プロジェクト～ナチスから美術品を守った男たち～<下>(角川

文庫 エ 6-2)  
ロバート・M.エドゼル 著 
KADOKAWA 
超話題映画の原作となった驚愕のノンフィクション戦記、完結！ 
朝日新聞 2015/12/13 

2015:10. / 326p 
978-4-04-101283-3 
840 円〔本体〕+税 

*9784041012833*

 

ミケランジェロ・プロジェクト～ナチスから美術品を守った男たち～<上>(角川

文庫 エ 6-1)  
ロバート・M.エドゼル 著 
KADOKAWA 
ヒトラーの魔手から美術品を奪還せよ！全世界で大ヒットの戦記映画原作！ 
朝日新聞 2015/12/13 

2015:10. / 316p 
978-4-04-101282-6 
840 円〔本体〕+税 

*9784041012826*

 

「無知」の技法～不確実な世界を生き抜くための思考変革～ 
スティーブン・デスーザ/ ダイアナ・レナー/ 上原 裕美子 著 
日本実業出版社 
新進気鋭のコンサルタント二人が模索する、不確実な時代を生き抜く「無知」

の技法とは？ 
朝日新聞 2015/12/13 

2015:11. / 352p,6p 
978-4-534-05329-9 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784534053299*

 

鬼さん、どちら(ビッグコミックス) 
有永 イネ 著 
小学館 
朝日新聞 2015/12/13 

2015:11. / 224p 
978-4-09-187408-5 
552 円〔本体〕+税 

*9784091874085*

 

おっかなの晩～船宿若狭屋あやかし話～ 
折口 真喜子 著 
東京創元社 
狐憑きと噂される花魁、川に消えた子供、息子を探す山姥…。この世とあの世

をつなぐ不思議な船宿、若狭屋には、ちょっとさみしい魂がふらりとやってく

る。若狭屋の女将が出合う、8 つの愛おしい、あやかし話。 
朝日新聞 2015/12/13 

2015:11. / 200p 
978-4-488-02755-1 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784488027551*



 20  

 

「芸」と「能」 
清水 ミチコ/ 酒井 順子 著 
幻冬舎 
ユーミンのコンサートには男性同士のカップルが多い、「アナ雪」に見る「姫」観

の変遷…。話芸と文芸、2 人の“芸”達者が、自由自在に「芸能」を掘る、掛け

合いエッセイ。『幻冬舎 plus』連載を単行本化。 
朝日新聞 2015/12/13 

2015:10. / 205p 
978-4-344-02839-5 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784344028395*

 

いいもの見つけた(中公文庫 た 46-9)  
高峰 秀子 著 
中央公論新社 
歯ブラシ、鼻毛切りはさみから骨壺まで-。女優・高峰秀子が選び抜いた身近

な逸品を紹介。徹底した美意識と生活の知恵が生きた、豊かな暮らしをエンジ

ョイするための本。「三分以内で作れるお酒の肴」レシピも掲載。 
朝日新聞 2015/12/13 

2015:10. / 224p 
978-4-12-206181-1 
860 円〔本体〕+税 

*9784122061811*

 

居酒屋の戦後史(祥伝社新書 450)  
橋本 健二 著 
祥伝社 
人々がどんな場所で、どんな酒を飲むか。それらはその時代の社会のあり方を

色濃く反映する。「酒と居酒屋」という一風変わった視点から、戦後日本社会の

変遷を振り返る。『醸界春秋』連載を書籍化。 
朝日新聞 2015/12/13 

2015:12. / 270p 
978-4-396-11450-3 
820 円〔本体〕+税 

*9784396114503*

 

悩ましい国語辞典～辞書編集者だけが知っていることばの深層～ 
神永 曉 著 
時事通信出版局 
「人一倍がんばる」とは何倍のこと? 長年辞書の編集に携わってきた著者が言

葉の変化の過程をスリリングに書いた日本語エッセイ。『ジャパンナレッジ』連

載中のコラム「日本語、どうでしょう?」に加筆し書籍化。 
朝日新聞 2015/12/13 

2015:12. / 301p,4p 
978-4-7887-1447-2 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784788714472*

 

健さんと文太～映画プロデューサーの仕事論～(光文社新書 794)  
日下部 五朗 著 
光文社 
名優・高倉健と菅原文太とともに「任?」「実録」の一時代を築いた稀代のプロデ

ューサーが、2 人の素顔と魅力を縦横に語る。あわせて、企画術やヒットの極

意など、あらゆるモノづくりに通底するヒントも公開する。 
朝日新聞 2015/12/13 

2015:12. / 243p 
978-4-334-03897-7 
800 円〔本体〕+税 

*9784334038977*

 

このミステリーがすごい!～2015 年のミステリー&エンターテインメントベスト

20～<2016 年版> 
『このミステリーがすごい!』集部 編 
宝島社 
2015 年のミステリー界を総括する。2015 年ベストテン、人気作家 49 人に聞い

た「私の隠し玉&私の初めて」、2015 年注目作品スペシャルレビュー、読書の

プロが選ぶ「私のベスト 6」などを収録。 
朝日新聞 2015/12/13 

2015:12. / 207p 
978-4-8002-4860-2 
520 円〔本体〕+税 

*9784800248602*
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優しい鬼 
レアード・ハント/ 柴田 元幸 著 
朝日新聞出版 
南北戦争以前のアメリカ中西部。横暴な夫のもとに騙されて来た女性が、2 人

の娘たちと暮らし始めると…。優しくて残酷で詩的で容赦ない長編小説。『小

説トリッパー』掲載を単行本化。 
朝日新聞 2015/12/13、朝日新聞 2015/12/27 

2015:10. / 229p 
978-4-02-251313-7 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784022513137*

 

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

件が勃発し、彼女はジャーナリストとして取材を開始するが…。疑問と苦悩の

果てに、太刀洗が辿り着いた痛切な真実とは? 
朝日新聞 2015/12/13、読売新聞 2015/12/20 

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

*9784488027513*

 

出島の千の秋<下> 
デイヴィッド・ミッチェル/ 土屋 政雄 著 
河出書房新社 
江戸時代の長崎出島。オランダ商館書記、医師志望の娘・織斗、謎の尼寺を

司る藩主が繰り広げる空想活劇。ブッカー賞 終候補。 
朝日新聞 2015/12/13、日本経済新聞 2015/12/13 

2015:10. / 343p 
978-4-309-20689-9 
3,300 円〔本体〕+税 

*9784309206899*

 

出島の千の秋<上> 
デイヴィッド・ミッチェル/ 土屋 政雄 著 
河出書房新社 
江戸時代の長崎出島。オランダ商館書記、医師志望の娘・織斗、謎の尼寺を

司る藩主が繰り広げる空想活劇。ブッカー賞 終候補。 
朝日新聞 2015/12/13、日本経済新聞 2015/12/13 

2015:10. / 339p 
978-4-309-20688-2 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784309206882*

 

越境者の政治史～アジア太平洋における日本人の移民と植民～ 
塩出 浩之 著 
名古屋大学出版会 
北海道・樺太へ、ハワイ・満洲・米州へ 
朝日新聞 2015/12/13、毎日新聞 2015/12/13 

2015:10. / 7p,503p,11p
978-4-8158-0820-4 
6,300 円〔本体〕+税 

*9784815808204*

 

テロリズム～その論理と実態～  
ジョナサン・バーカー/ 麻生 えりか 著 
青土社 
テロとは何か。なぜ人はテロという手段に訴えるのか。それによって得るもの、

失うものは何か。主義主張から実態までテロリズムの錯綜する諸相を明快に分

析し、テロなき世界を目指し民生的・政治的解決の必要を訴える。 
朝日新聞 2015/12/20 

2004:12. / 189p 
978-4-7917-6155-5 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784791761555*

 

アナーキカル・ガヴァナンス～批判的国際関係論の新展開～  
土佐 弘之 著 
御茶の水書房 
大きな戦争から小さな戦争の常態化を考察 
朝日新聞 2015/12/20 

2006:09. / 231p 
978-4-275-00445-1 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784275004451*
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テロと殉教～「文明の衝突」をこえて～  
ジル・ケペル/ 丸岡 高弘 著 
産業図書 
ポスト９・１１時代の総決算の書 
朝日新聞 2015/12/20 

2010:03. / 311p 
978-4-7828-0167-3 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784782801673*

 

西部戦線異状なし 改版(新潮文庫)  
レマルク/ 秦 豊吉 著 
新潮社 
朝日新聞 2015/12/20 

2007:01. / 419p 
978-4-10-212501-4 
750 円〔本体〕+税 

*9784102125014*

 

政治的殺人～テロリズムの周辺～(叢書死の文化 7)  
長尾龍一 著 
弘文堂 
「健全な市民的世界」にひそむ牙に挑む、反社会的人間＝テロリストたちの孤

独を鮮やかに描き、暴力の正当性から「死」を考察する。近代人権思想の裏面

であるテロリズムを法哲学的な視野から捉え、テロリストの人間学的考察にも及

ぶ。 
朝日新聞 2015/12/20 

1989:07. / 232p 
978-4-335-46012-8 
1,505 円〔本体〕+税 

*9784335460128*

 

イワンのばか～トルストイ民話集～ 改版(岩波文庫)  
トルストイ/ 中村 白葉 著 
岩波書店 
朝日新聞 2015/12/20 

1966:04. / ２１７ｐ 
978-4-00-326192-7 
600 円〔本体〕+税 

*9784003261927*

 

新校本 宮澤賢治全集<第 1 巻> 短歌・短唱  
宮沢賢治/ 宮沢清六 著 
筑摩書房 
朝日新聞 2015/12/20 

1996:03. / 2 冊 
978-4-480-72821-0 
7,500 円〔本体〕+税 

*9784480728210*

 

立川談志～落語の革命家～(KAWADE 夢ムック) 
河出書房新社 
落語の革命家の落語観を網羅。家元の対談、咄、エッセイ、など盛りだくさん。

師匠を語る弟子対談は、志の輔×談春の語り下ろし。 
朝日新聞 2015/12/20 

2013:07. / 191p 
978-4-309-97804-8 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784309978048*

 

SAPEURS～THE GENTLEMEN OF BACONGO～ 
ダニエーレ・タマーニ/ [宮城 太 著 
青幻舎 
平日は普通に働き、貧しい収入のほとんどを洋服に費やし、週末になるとハイ

ブランドのスーツを着こなし、セレブへと変身する集団、SAPEURS。平和を愛

し、エレガントでかっこいいコンゴの男たちをとらえた写真集。 
朝日新聞 2015/12/20 

2015:06. / 1 冊(ページ

付なし) 
978-4-86152-499-8 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784861524998*
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地図の世界史大図鑑 
ジェリー・ブロットン 著 
河出書房新社 
3500 年前の岩石彫刻地図からグーグルアースまで、人類の地図の歴史を一

望できる決定版図鑑。拡大図なども含め、図版総数 600 点、日本や中国など

の古地図も充実した贅沢な一冊! 
朝日新聞 2015/12/20 

2015:10. / 256p 
978-4-309-22630-9 
8,800 円〔本体〕+税 

*9784309226309*

 

イケアとスウェーデン～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 
世界 大家具店の戦略に溶け込んだ福祉国家理念 
朝日新聞 2015/12/20 

2015:10. / 11p,314p 
978-4-7948-1019-9 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784794810199*

 

どんぐり 
オノ ヨーコ/ 越膳 こずえ 著 
河出書房新社 
難しい社会に生きなければならなくなりました。日本の皆さんに、この本で何か

パワーをあげられたらと祈っています。ヨーコ。 
朝日新聞 2015/12/20 

2015:10. / 1 冊(ページ

付なし) 
978-4-309-27632-8 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784309276328*

 

獣の記憶(創元推理文庫 M フ 34-1)  
ニーナ・ブラジョーン 著 
東京創元社 
首のない死体。野獣に?みさかれたような傷跡。謎の死が続くジェヴォーダン地

方。獣の正体に興味を抱いたトマは“野獣”に襲われて生き延びたらしい少女

に出会うが…。18 世紀フランスを舞台にしたゴシックミステリ。 
朝日新聞 2015/12/20 

2015:10. / 583p 
978-4-488-28703-0 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784488287030*

 

中国と日本～批判の刃を己に～ 
張 承志/ 梅村 坦 著 
亜紀書房 
私たちは、ナショナリズムを超えて、人として手を結びあうことができないのか-。
中国人作家が発掘する、日本精神のゆくえと人道のかたち。戦争と平和のな

かで見いだした人道主義を、曇りなき信念で語りつくす。 
朝日新聞 2015/12/20 

2015:10. / 415p 
978-4-7505-1459-8 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784750514598*

 

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。 
朝日新聞 2015/12/20 

2015:10. / 239p 
978-4-02-251309-0 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784022513090*
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D 菩薩峠漫研夏合宿 
藤野 千夜 著 
新潮社 
男子が男子を好きになるのは、おかしなことですか? 少女漫画、おしおき、意

外な告白、おにいさまからのメモ…。漫研の合宿に参加した 15 歳の「わたし」

のひと夏を描く、著者初の自伝的小説。『波』連載を単行本化。 
朝日新聞 2015/12/20 

2015:10. / 250p 
978-4-10-328522-9 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784103285229*

 

大世界史～現代を生きぬく最強の教科書～(文春新書 1045)  
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。 
朝日新聞 2015/12/20 

2015:10. / 254p 
978-4-16-661045-7 
830 円〔本体〕+税 

*9784166610457*

 

ドーナツの歴史物語(お菓子の図書館) 
ヘザー・デランシー・ハンウィック/ 伊藤 綺 著 
原書房 
ドーナツ大国アメリカのチェーン店と小規模店の戦略、ドーナツ 新トレンド、

高級ドーナツ職人事情ほかエピソード満載！レシピ付。 
朝日新聞 2015/12/20 

2015:10. / 206p 
978-4-562-05252-3 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784562052523*

 

証言で綴る日本のジャズ 
小川 隆夫 著 
駒草出版 
ジャズに魅せられた若者たちは、戦後日本をかけぬけた-。中平穂積、秋吉敏

子、渡辺貞夫…。日本のジャズ・シーンを切り拓いた 27 人の証言集。InterFM
のジャズ番組をもとに新規インタヴューを加えて書籍化。 
朝日新聞 2015/12/20 

2015:10. / 540p,図版
16p 
978-4-905447-53-5 
5,200 円〔本体〕+税 

*9784905447535*

 

東大病院を辞めたから言える「がん」の話(PHP 新書 1013) 
大場 大 著 
ＰＨＰ研究所 
がん外科医と腫瘍内科医、2 つの専門性を持つ気鋭の医師が、抗がん剤から

先端治療、大学病院の実態まで、「がん」の真実を赤裸々に語る。身近にある

「がん」情報について正しく理解する方法論を示す書。 
朝日新聞 2015/12/20 

2015:10. / 225p 
978-4-569-82750-6 
780 円〔本体〕+税 

*9784569827506*

 

13 歳のホロコースト～少女が見たアウシュヴィッツ～(亜紀書房翻訳ノンフィ

クション・シリーズ 2-5)  
エヴァ・スローニム 著 
亜紀書房 
少女エヴァの暮らしは、ナチス・ドイツの襲来とともに一変する。街なかでの憎

悪の言葉と暴力、妹とふたりきりの潜伏生活、屈辱的な拷問、メンゲレによる人

体実験…。80 歳を過ぎた著者がトラウマを超えて語る。 
朝日新聞 2015/12/20 

2015:10. / 234p 
978-4-7505-1435-2 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784750514352*
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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) 
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 2015/12/20 

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) 
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 2015/12/20 

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

*9784151814525*

 

名前も呼べない 
伊藤 朱里 著 
筑摩書房 
恋人と過ごした不貞の日々。世間の外側で生きる、ただひとりの親友。毎週、

同じ時間にかかってくる母親の電話。すべてが澱のように、少しずつ心に沈殿

してゆき…。表題作のほか、書き下ろし「お気に召すまま」も収録。 
朝日新聞 2015/12/20 

2015:11. / 238p 
978-4-480-80461-7 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784480804617*

 

極上の流転～堀文子への旅～(中公文庫 む 11-4)  
村松 友視 著 
中央公論新社 
雄大さと緻密さ、大胆と細心、二律背反をつねにはらむその世界…。97 歳を

超えてなお新作を発表し続ける日本画家・堀文子の自由闊達な魂、ユーモア

と諧謔に溢れた精神を余すところなく伝え、その魅力の水脈に迫る渾身の評

伝。 
朝日新聞 2015/12/20 

2015:10. / 322p 
978-4-12-206187-3 
740 円〔本体〕+税 

*9784122061873*

 

ずっと独身でいるつもり？(フィールコミックス FC Swing) 
おかざき 真里／雨宮 まみ 著 
祥伝社 
朝日新聞 2015/12/20 

2015:12. / 160p 
978-4-396-76662-7 
900 円〔本体〕+税 

*9784396766627*

 

誰が「橋下徹」をつくったか～大阪都構想とメディアの迷走～ 
松本 創 著 
１４０Ｂ 
強権と弁舌を振りかざし、メディアを思うまま操る“テレビ政治家”は、どのように

して生まれてきたのか。大阪を覆い尽くす異様な空気の正体を、橋下府政・市

政 8 年間のメディア状況から検証する。 
朝日新聞 2015/12/20 

2015:11. / 255p 
978-4-903993-23-2 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784903993232*
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本音で生きる～一秒も後悔しない強い生き方～(SB 新書 318)  
堀江 貴文 著 
ＳＢクリエイティブ 
プライドを捨てろ！ 
朝日新聞 2015/12/20 

2015:12. / 191p 
978-4-7973-8348-5 
800 円〔本体〕+税 

*9784797383485*

 

マカン・マラン～二十三時の夜食カフェ～ 
古内 一絵 著 
中央公論新社 
元エリートサラリーマンにして、今はド派手なドラァグクイーンのシャールが、深

夜にしか営業しない不思議なお店。そこで提供される料理には、優しさが溶け

込んでいて…。じんわりほっくり、心があたたかくなる 4 作品を収録。 
朝日新聞 2015/12/20 

2015:11. / 265p 
978-4-12-004788-6 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784120047886*

 

一生モノの超・自己啓発～京大・鎌田流「想定外」を生きる～ 
鎌田 浩毅 著 
朝日新聞出版 
よく効く薬は、よく効くからこそ毒にもなりうる-。ビジネス書スキルがもたらす多

数の功罪を知り尽くした著者による「懺悔録」。あらゆるものが変動し不確かな

この時代を幸福に生きるための作法を伝授する。 
朝日新聞 2015/12/20 

2015:12. / 238p 
978-4-02-331352-1 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784023313521*

 

ザ・ビートルズ国内出版物採集図鑑～ビートルズ来日後 30 年の出版物コレ

クション編年史～ 
加藤 すたん 著 
人間社 
ビートルズが来日した 1964 年から 1996 年までに日本国内で出版されたビー

トルズ関連刊行物を集大成。国内出版物以外の貴重なコレクション、現役当

時のレアな楽譜集等も収録した、ビートルズファン必携の一冊。 
朝日新聞 2015/12/20、読売新聞 2015/12/20 

2015:12. / 374p 
978-4-931388-96-3 
4,000 円〔本体〕+税 

*9784931388963*

 

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 
朝日新聞 2015/12/20、毎日新聞 2015/12/20 

2015:10. / 349p 
978-4-06-219676-5 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784062196765*

 

赤めだか(扶桑社文庫 た 15-1) 
立川 談春 著 
扶桑社 
サラリーマンより楽だと思った。とんでもない、誤算だった-。笑って泣いて胸に

沁みる、「家族以上」の師弟関係。17 歳で天才・立川談志に入門した談春が

落語家前座生活を綴った、破天荒な名随筆。同名ドラマの原作。 
朝日新聞 2015/12/20、毎日新聞 2015/12/20 

2015:11. / 306p 
978-4-594-07362-6 
650 円〔本体〕+税 

*9784594073626*
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俺の妹がこんなに可愛いわけがない(電撃文庫)  
伏見 つかさ 著 
アスキー・メディアワークス 
朝日新聞 2015/12/27 

2008:08. / ２７１ｐ 
978-4-04-867180-4 
570 円〔本体〕+税 

*9784048671804*

 

ソードアート・オンライン<１> アインクラッド(電撃文庫)  
川原 礫 著 
アスキー・メディアワークス 
朝日新聞 2015/12/27 

2009:04. / ３５２ｐ 
978-4-04-867760-8 
590 円〔本体〕+税 

*9784048677608*

 

だるまさんが(かがくいひろしの大型絵本 1）  １冊（ページ付なし） 2010 
かがくい ひろし 著 
ブロンズ新社 
どてっ。ぷしゅーっ。ぷっ。びろーん。にこっ…。だ・る・ま・さ・ん・が…頁をめく

って、あらら、びっくり、大わらい。とびきりゆかいなだるまさんの大型絵本。 
朝日新聞 2015/12/27 

2010:05. / １冊（ペー

ジ付なし） 
978-4-89309-501-5 
5,500 円〔本体〕+税 

*9784893095015*

 

チェルノブイリの祈り～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 2015/12/27 

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

*9784006032258*

 

置かれた場所で咲きなさい 
渡辺 和子 著 
幻冬舎 
どんな花でも咲けない日があります。その時は、根を下へ下へと降ろしましょ

う。つらい日々も笑える日につながっているのです…。ノートルダム清心学園

理事長が、読む人の心に和らぎをもたらす言葉を紹介します。 
朝日新聞 2015/12/27 

2012:04. / 159p 
978-4-344-02174-7 
952 円〔本体〕+税 

*9784344021747*

 

平常心のコツ～「乱れた心」を整える 93 の言葉～ 
植西 聰 著 
自由国民社 
「いい、悪い」という単純な評価の仕方をやめる、「他人の苦労は見えないも

の」と知っておく、バイオリズムが 低の時はジタバタしないほうがいい…。心を

安定させるためのものの考え方や実践方法を紹介する。 
朝日新聞 2015/12/27 

2013:11. / 219p 
978-4-426-11753-5 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784426117535*

 

とある魔術の禁書目録(インデックス)(電撃文庫 0924) 
鎌池 和馬 著 
KADOKAWA 
朝日新聞 2015/12/27 

2004:04. / 297p 
978-4-04-866304-5 
570 円〔本体〕+税 

*9784048663045*
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感情的にならない本～不機嫌な人は幼稚に見える～(WIDE SHINSHO 203) 
和田 秀樹 著 
新講社 
自分にも他人にも“機嫌のいい人”になるには? こころを穏やかに保つために

「感情的にならない」技術を、著者が体験的に得た方法や、精神医学の立場

からの方法も交えて、さまざまな場面ごとに紹介する。 
朝日新聞 2015/12/27 

2013:11. / 190p 
978-4-86081-498-4 
800 円〔本体〕+税 

*9784860814984*

 

嫌われる勇気～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 2015/12/27 

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

*9784478025819*

 

お金が貯まるのは、どっち!?～お金に好かれる人、嫌われる人の法則～ 
菅井 敏之 著 
アスコム 
お金が増えるのは持ち家派、賃貸派? 口座をつくるならメガバンク、信用金

庫? クレジットカードを持つなら 2 枚、4 枚? 元銀行支店長の著者が、お金を

増やす 25 の法則を伝授する。 
朝日新聞 2015/12/27 

2014:03. / 223p 
978-4-7762-0822-8 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784776208228*

 

鹿の王<上> 生き残った者 
上橋 菜穂子 著 
KADOKAWA 
帝国から故郷を守るため、絶望的な戦いを繰り広げた戦士団の頭ヴァンは岩

塩鉱に囚われていた。ある夜、不思議な犬たちが岩塩鉱を襲い、謎の病が発

生する。その隙に逃げ出したヴァンは幼子を拾い、ユナと名付け、育てるが

…。 
朝日新聞 2015/12/27 

2014:09. / 565p 
978-4-04-101888-0 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784041018880*

 

鹿の王<下> 還って行く者 
上橋 菜穂子 著 
KADOKAWA 
何者かに攫われたユナを追うヴァン。同じ頃、医術師ホッサルは王幡領で移住

民に広がる謎の病の治療法を探していた。ヴァンとホッサル。ふたりの男たち

が、愛する人々を守るため、この地に生きる人々を救うために選んだ道は…。 
朝日新聞 2015/12/27 

2014:09. / 554p 
978-4-04-101889-7 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784041018897*

 

日本経済の構造変化～長期停滞からなぜ抜け出せないのか～(シリーズ現

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

か。さまざまなデータを分析して、この 20 年間で日本経済がどのように変化し

たのか、その原因を探究。再分配機能の強化による処方箋を提示する。 
朝日新聞 2015/12/27 

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

*9784000287340*
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たまきはる 
神藏 美子 著 
リトル・モア 
大反響を呼んだ前作『たまもの』から十二年の歳月をかけ、ふたたび純文学に

して、スキャンダラスでエンターテインメントな力作が生まれました！究極の「私

小説／私写真」。 
朝日新聞 2015/12/27 

2014:11. / 232p 
978-4-89815-394-9 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784898153949*

 

フランス人は 10 着しか服を持たない～パリで学んだ“暮らしの質”を高める秘

訣～ 
ジェニファー・L.スコット/ 神崎 朗子 著 
大和書房 
パリのマダムが教える食べ物・洋服・暮らし 
朝日新聞 2015/12/27 

2014:10. / 239p 
978-4-479-78299-5 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784479782995*

 

聞くだけで自律神経が整う CD ブック 
小林 弘幸 著 
アスコム 
音楽を聞くと、自律神経のバランスが整い、体がちゃんと働くようになります。付

属 CD に医学的根拠をもとに作ったオリジナルの音楽を収録し、どんなときに

聞けばいいかを紹介。なぜ自律神経が健康のカギなのかも解説します。 
朝日新聞 2015/12/27 

2014:11. / 61p 
978-4-7762-0836-5 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784776208365*

 

新・戦争論～僕らのインテリジェンスの磨き方～(文春新書 1000)  
池上 彰/ 佐藤 優 著 
文藝春秋 
領土・民族・資源紛争、金融危機、テロ、感染症…。地球は危険に満ちてい

る。「イスラム国の正体」「分裂する中国」から「岐路に立つ日本」まで読み解

き、サバイバルの時代を生き抜くためのインテリジェンスを伝授する。 
朝日新聞 2015/12/27 

2014:11. / 255p 
978-4-16-661000-6 
830 円〔本体〕+税 

*9784166610006*

 

身近な人が亡くなった後の手続のすべて 
児島 明日美/ 福田 真弓/ 酒井 明日子 著 
自由国民社 
葬儀や法要のこと、保険や年金のこと、相続手続のこと、預貯金の名義変更の

こと、相続税のこと…。身近な人が亡くなった後に行う様々な手続をわかりやす

く整理し、いつまでに何をしなければならないかを紹介します。 
朝日新聞 2015/12/27 

2014:12. / 207p 
978-4-426-11868-6 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784426118686*

 

老耄と哲学(思うままに) 
梅原 猛 著 
文藝春秋 
この震災は天災であり、人災であり、文明災であり、近代文明そのものが深く

問われている…。卒寿の年を迎えてなお果敢に発言し続ける“知の巨人”の、

亡国の危機に際しての思索の記。『東京新聞』『中日新聞』連載を単行本化。 
朝日新聞 2015/12/27 

2015:01. / 441p 
978-4-16-390198-5 
1,850 円〔本体〕+税 

*9784163901985*
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智慧の法～心のダイヤモンドを輝かせよ～ 
大川 隆法 著 
幸福の科学出版 
個々人の生き方から、知的生産の秘訣、経営者のマネジメントの秘密まで-。
人生において獲得すべき智慧が一冊に。大川隆法が現代における悟りを多

角的に説き明かし、人類普遍の真理を導きだす。 
朝日新聞 2015/12/27 

2015:01. / 291p 
978-4-86395-611-7 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784863956117*

 

ぼくが映画ファンだった頃 
和田 誠 著 
七つ森書館 
少年時代に見た 1940～50 年代の映画―監督論に俳優論、三谷幸喜やジェ

イムズ・ステュアートとの対談を収録した映画コラム集。 
朝日新聞 2015/12/27 

2015:02. / 253p 
978-4-8228-1523-3 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784822815233*

 

平等の政治理論～<品位ある平等>にむけて～(政治理論のパラダイム転換) 
木部 尚志 著 
風行社 
平等は、人に屈辱的な思いをさせないという意味の〈品位〉を基盤にすえなけ

ればならない。そのことを原点としつつ、「複合的平等論」「運の平等主義」など

の平等論を批判的に吟味、また平等と公共性や市民社会との関係をも再検

討。 
朝日新聞 2015/12/27 

2015:02. / 4p,326p,7p 
978-4-938662-76-9 
3,500 円〔本体〕+税 

*9784938662769*

 

大瀧詠一 Writing & Talking 
大瀧 詠一 著 
白夜書房 
大瀧詠一の文章、エッセイ、評論、コラム、インタヴュー、対談、コメント、ライナ

ー・ノーツ等を集大成。Mr.ナイアガラ、大瀧詠一の思考と軌跡の全貌を伝える

一冊。 
朝日新聞 2015/12/27 

2015:03. / 908p 
978-4-86494-048-1 
4,500 円〔本体〕+税 

*9784864940481*

 

動いている庭～谷の庭から惑星という庭へ～ 
ジル・クレマン/ 山内 朋樹 著 
みすず書房 
植物は転々と移動し、ただの草花の広がりのなかにかたちを結んでは、ほど

け、混ざりあっていく。現在のフランスを代表する庭師であり修景家であるジ

ル・クレマンの庭園論。カラー図版も豊富に収録。 
朝日新聞 2015/12/27 

2015:02. / 186p,24p 
図版 120p 
978-4-622-07859-3 
4,800 円〔本体〕+税 

*9784622078593*

 

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

を負い、毎年 250 人超が自殺する。戦争で壊れてしまった男たちとその家族

の出口なき苦悩に迫る衝撃のレポート。 
朝日新聞 2015/12/27 

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

*9784750514253*
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次の大量絶滅を人類はどう超えるか～離散し、適応し、記憶せよ～ 
アナリー・ニューイッツ/ 熊井 ひろ美 著 
合同出版 
地球規模の大災害・大量絶滅は、必ずやってくる。生命と人類の歴史から学

び、 新のテクノロジーで生き延びろ！ 
朝日新聞 2015/12/27 

2015:04. / 365p 
978-4-7726-9544-2 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784772695442*

 

ある日の画家～それぞれの時～ 
酒井 忠康 著 
未知谷 
画家との出会いの印象、絵の記憶…。世田谷美術館館長・酒井忠康が、麻生

三郎、井上長三郎、岡本太郎、宮崎進ら、戦後日本の画家と作品について綴

ったエッセーをまとめる。 
朝日新聞 2015/12/27 

2015:02. / 375p 
978-4-89642-468-3 
4,000 円〔本体〕+税 

*9784896424683*

 

朝鮮燕行使と朝鮮通信使 
夫馬 進 著 
名古屋大学出版会 
東アジア外交の主要幹線を解き明かす 
朝日新聞 2015/12/27 

2015:03. / 
10p,699p,32p 
978-4-8158-0800-6 
8,800 円〔本体〕+税 

*9784815808006*

 

人間のしわざ 
青来 有一 著 
集英社 
戦場カメラマンの男が、女との逢瀬先で語りだしたのは、長崎の町で掘り出さ

れた喉仏の骨、黒こげの殉教者の慟哭、そして 30 年前の、爆心地での教皇

の祈りだった…。殺戮と紛争の世紀を問う衝撃作。『すばる』掲載を加筆修正。 
朝日新聞 2015/12/27 

2015:04. / 182p 
978-4-08-771601-6 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784087716016*

 

哲学用語図鑑 
田中 正人 著, 田中 正人/ 斎藤 哲也 編 
プレジデント社 
タレスから始まった西洋哲学の歴史がどのような変化をとげて現在に至ったの

かをつかめる図鑑。200 以上の主要な哲学用語を取りあげ、意味や語源、具

体例や対立する概念、論じられている文献などをイラストとともに紹介する。 
朝日新聞 2015/12/27 

2015:03. / 351p 
978-4-8334-2119-5 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784833421195*

 

マグリット事典 
クリストフ・グリューネンベルク/ ダレン・ファイ/ 野崎 武夫 著 
創元社 
マグリットの作品と世界観を明かにする百科事典 
朝日新聞 2015/12/27 

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

*9784422700977*
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後美術論(BT BOOKS) 
椹木 野衣 著 
美術出版社 
オノ・ヨーコとジョン・レノン、U2、メイプルソープ…。美術や音楽といった既成

のジャンルの破壊を行うことで、ジャンルが産み落とされる前の起源の混沌か

ら新しい芸術の批評を探り当てる試み。『美術手帖』連載を単行本化。 
朝日新聞 2015/12/27 

2015:03. / 616p,12p 
978-4-568-20266-3 
4,800 円〔本体〕+税 

*9784568202663*

 

表象のアリス～テキストと図像に見る日本とイギリス～ 
千森 幹子 著 
法政大学出版局 
ルイス・キャロルが創造した少女アリスは、その誕生から今日まで、挿絵画家や

翻訳者たちによってどのように描かれてきたか。原作や邦訳作品の図版を、ア

リス図像研究の第一人者が詳細に比較分析する。図版も多数収録。 
朝日新聞 2015/12/27 

2015:04. / 8p,407p,31p 
図版 16p 
978-4-588-49509-0 
5,800 円〔本体〕+税 

*9784588495090*

 

家族という病(幻冬舎新書 し-10-1) 
下重 暁子 著 
幻冬舎 
日本人の多くが「一家団欒」という言葉にあこがれ、そうあらねばならないという

呪縛にとらわれている。なぜ「家族」は美化されるのか。家族の実態をえぐりつ

つ、「家族とは何か」を提起する。 
朝日新聞 2015/12/27 

2015:03. / 177p 
978-4-344-98376-2 
780 円〔本体〕+税 

*9784344983762*

 

三つの新体制～ファシズム,ナチズム,ニューディール～ 
W.シヴェルブシュ 著 
名古屋大学出版会 
ファシズム対民主主義をこえて。待望の邦訳 
朝日新聞 2015/12/27 

2015:04. / 4p,187p,47p
978-4-8158-0806-8 
4,500 円〔本体〕+税 

*9784815808068*

 

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

ルーシー・ブラックマンが突然消息を絶った…。『ザ・タイムズ』東京支局長が

10 年越しの取材をもとに事件の真相に迫った犯罪ノンフィクション。 
朝日新聞 2015/12/27 

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

*9784152095343*

 

一〇三歳になってわかったこと～人生は一人でも面白い～ 
篠田 桃紅 著 
幻冬舎 
「いつ死んでもいい」なんて?。生きているかぎり、人間は未完成-。いつでも面

白がる、平和な心を育てる、唯我独尊に生きる…。数えで一〇三歳となった今

も第一線で制作している美術家が、クリエイトする力を明かす。 
朝日新聞 2015/12/27 

2015:04. / 169p 
978-4-344-02753-4 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784344027534*
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学年ビリのギャルが 1 年で偏差値を 40 上げて慶應大学に現役合格した話 
文庫特別版(角川文庫 つ 15-1) 
坪田 信貴 著 
KADOKAWA 
塾講師・坪田先生と、偏差値 30 の金髪ギャル・さやかちゃんの、1 年半にわた

る苦闘と慶應義塾大学現役合格までの奇跡をつづる。単行本から受験メソッド

等を大幅カットし、ストーリー部分だけを抜き出した文庫特別版。 
朝日新聞 2015/12/27 

2015:04. / 239p 
978-4-04-865095-3 
520 円〔本体〕+税 

*9784048650953*

 

現代アジアの宗教～社会主義を経た地域を読む～ 
藤本 透子 編 
春風社 
宗教が（再）活性化する理由を解明する 
朝日新聞 2015/12/27 

2015:06. / 473p 
978-4-86110-453-4 
4,200 円〔本体〕+税 

*9784861104534*

 

ラプラスの魔女 
東野 圭吾 著 
KADOKAWA 
円華という女性のボディガードを依頼された元警官の武尾は、彼女の不思議

な《力》を疑いはじめる。同じ頃、2 つの温泉地で硫化水素事故が起きていた。

検証に赴いた研究者・青江は双方の現場で円華を目撃する――。 
朝日新聞 2015/12/27 

2015:05. / 452p 
978-4-04-102989-3 
1,680 円〔本体〕+税 

*9784041029893*

 

江戸日本の転換点～水田の激増は何をもたらしたか～(NHK ブックス 1230) 
武井 弘一 著 
ＮＨＫ出版 
新田開発は、江戸の社会を豊かにする一方で、農業に深刻な矛盾を生み出し

た。田んぼの四季と百姓の生活を史料から忠実に再現し、社会の深層で進ん

だ不可逆の変化を浮かび上がらせて、開発と弊害のジレンマを解き明かす。 
朝日新聞 2015/12/27 

2015:04. / 276p 
978-4-14-091230-0 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784140912300*

 

series 田園回帰<1> 田園回帰 1%戦略 
藤山 浩 著 
農山漁村文化協会 
地域に人口と仕事を取り戻す展望と総合戦略 
朝日新聞 2015/12/27 

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

*9784540142437*

 

歴史の仕事場(アトリエ) 
フランソワ・フュレ/ 浜田 道夫/ 木下 誠 著 
藤原書店 
アナール派第三世代において多様に広がった歴史学は、一方で細分化し

た。「歴史学はそれでも社会諸現象を 大限理解できる諸条件を一つにまと

める包括的で全般的な知であり続ける」として、社会科学としての歴史学を追

究する。 
朝日新聞 2015/12/27 

2015:05. / 379p 
978-4-86578-025-3 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784865780253*
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世界の果てのこどもたち 
中脇 初枝 著 
講談社 
あの戦争は、誰のためのものだったのだろうか。戦時中に満洲で出会った三

人の女の子。『きみはいい子』著者の、新たな代表作。 
朝日新聞 2015/12/27 

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

*9784062195393*

 

水死人の帰還 
小野 正嗣 著 
文藝春秋 
遠い号砲が、オジイの戦争の記憶を呼び覚ます。悪戯者の猿は、オバアの血

を騒がせる。冥界から使者が訪れ、水死人は姿を変えて帰還する-。 初の作

品から 20 年の光跡を示す魅惑の短篇集。 
朝日新聞 2015/12/27 

2015:06. / 285p 
978-4-16-390275-3 
1,650 円〔本体〕+税 

*9784163902753*

 

映画は絵画のように～静止・運動・時間～ 
岡田 温司 著 
岩波書店 
絵画と映画との関係を多面的に描きだす 
朝日新聞 2015/12/27 

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

*9784000222945*

 

不確かな正義～BC 級戦犯裁判の軌跡～ 
戸谷 由麻 著 
岩波書店 
史料を渉猟し戦犯裁判の法理の確立過程を解明する 
朝日新聞 2015/12/27 

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

*9784000610469*

 

断片的なものの社会学 
岸 政彦 著 
朝日出版社 
社会学者が実際に出会った「解釈できない出来事」をめぐるエッセイ。 
朝日新聞 2015/12/27 

2015:05. / 241p 
978-4-255-00851-6 
1,560 円〔本体〕+税 

*9784255008516*

 

たすけて、おとうさん 
大岡 玲 著 
平凡社 
古今の名作から現代を痛烈に切る実験的小説 
朝日新聞 2015/12/27 

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

*9784582836912*

 

芥川賞の謎を解く～全選評完全読破～(文春新書 1028) 
鵜飼 哲夫 著 
文藝春秋 
石原慎太郎「太陽の季節」、開高健「裸の王様」、綿矢りさ「蹴りたい背中」…。

これらの名作はどうやって芥川賞に輝いたのか? 全選評を読破した文芸記者

が、その舞台裏、謎に包まれた選考会に迫る。 
朝日新聞 2015/12/27 

2015:06. / 233p,21p 
978-4-16-661028-0 
830 円〔本体〕+税 

*9784166610280*
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戦後日本の宗教史～天皇制・祖先崇拝・新宗教～(筑摩選書 0116) 
島田 裕巳 著 
筑摩書房 
敗戦がもたらした混乱と、その後の復興。それは宗教の世界にも大きな影響を

与えた。天皇制・祖先崇拝・新宗教という 3 つの柱を立て、どのように今の大き

な転換期に至ったかをたどり、戦後日本社会の精神の変容を明らかにする。 
朝日新聞 2015/12/27 

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

*9784480016232*

 

リベラルのことは嫌いでも、リベラリズムは嫌いにならないでください～井上

達夫の法哲学入門～ 
井上 達夫 著 
毎日新聞出版 
戦後 70 年、リベラル再定義の書。リベラリズムの哲学的基礎を解明し、その観

点から法と政治の問題を考察してきた第一人者が、リベラリズムの原理とは何

かをインタビュー形式で語る。 
朝日新聞 2015/12/27 

2015:06. / 199p 
978-4-620-32309-1 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784620323091*

 

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

リン、そして砒素-。現役医師の著者が実在の事件を題材に描いた鎮魂の書き

下ろし巨篇。 
朝日新聞 2015/12/27 

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

*9784103314226*

 

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

がけてきた映画音楽の巨匠ミシェル・ルグランが、60 年におよぶ華麗で多彩な

音楽人生を初めて自ら赤裸々に、格調高く綴った珠玉の回想録。 
朝日新聞 2015/12/27 

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

*9784865591224*

 

地平線の彼方から～人と大地のドキュメント～ 
野町 和嘉 著 
クレヴィス 
サハラ砂漠、聖地メッカ、ガンジスの岸辺、アンデス高地…。地球上の荒々し

い自然の中で生き抜く人々に魅せられた記録。40 余年にわたるドキュメントよ

り、代表作から 新作まで写真 96 点、エッセイ 28 編収録。 
朝日新聞 2015/12/27 

2015:06. / 157p 
978-4-904845-58-5 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784904845585*

 

廃線紀行～カラー版～(中公新書 2331) 
梯 久美子 著 
中央公論新社 
鉄道をこよなく愛する著者が全国の廃線跡を踏破。往時の威容に思いを馳せ

つつ、現在の姿を活写する。道東の国鉄根北線から鹿児島交通南薩線まで、

精選 50 路線を紹介する廃線案内。『読売新聞』土曜夕刊の連載を単行本

化。 
朝日新聞 2015/12/27 

2015:07. / 4p,205p 
978-4-12-102331-5 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784121023315*
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人間の分際(幻冬舎新書 そ-2-2) 
曽野 綾子 著 
幻冬舎 
努力でなしうることには限度があり、人間はその分際(身の程)を心得ない限り、

決して幸福には暮らせない…。作家として 60 年以上、世の中と人間をみつめ

てきた曽野綾子の知恵を凝縮した一冊。 
朝日新聞 2015/12/27 

2015:07. / 241p 
978-4-344-98384-7 
800 円〔本体〕+税 

*9784344983847*

 

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～ 
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 2015/12/27 

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

*9784326299089*

 

シリーズ日本の安全保障<8> グローバル・コモンズ 
遠藤 誠治/ 遠藤 乾/ 遠藤 乾 著 
岩波書店 
「国家の安全」ではなく「人間の安全」に主眼をおきながら、現在と将来の安全

保障を考えるために不可欠な論点を体系的に提示。8 は、「コモンズ」概念を

基礎に個別を超え、人間本位の安全保障と協力可能性を追究する。 
朝日新聞 2015/12/27 

2015:10. / 12p,368p,2p
978-4-00-028758-6 
2,900 円〔本体〕+税 

*9784000287586*

 

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～ 
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！ 
朝日新聞 2015/12/27 

2015:09. / 417p 
978-4-87502-466-8 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784875024668*

 

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

由と民主主義を実現する社会に向けた新たなマニフェスト。 
朝日新聞 2015/12/27 

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

*9784309247328*

 

新・人間革命<第 27 巻> 
池田 大作 著 
聖教新聞社 
創価学会第 3 代会長となった山本伸一が、世界を舞台に繰り広げる民衆凱歌

の大河小説。第 27 巻は、東京創価小学校の開校などを描く。『聖教新聞』連

載の 2013 年 10 月 21 日?2014 年 9 月 3 日分を書籍化。 
朝日新聞 2015/12/27 

2015:11. / 446p 
978-4-412-01580-7 
1,238 円〔本体〕+税 

*9784412015807*
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戦争に抗する～ケアの倫理と平和の構想～ 
岡野 八代 著 
岩波書店 
人間の原点を見据えた平和の政治思想 
朝日新聞 2015/12/27 

2015:10. / 9p,281p,11p
978-4-00-061071-1 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784000610711*

 

人体 600 万年史～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。 
朝日新聞 2015/12/27 

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> 
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。 
朝日新聞 2015/12/27 

2015:09. / 349p 
978-4-15-209566-4 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784152095664*

 

ニッポン沈没 
斎藤 美奈子 著 
筑摩書房 
戦争、原発、経済格差…。さあ、この国は沈没か? どうなんだ? いま何が起こ

っているのか。その時々のトピックスを、関連書 3 冊をベースに論じる、47 の同

時代批評。『ちくま』連載を書籍化。 
朝日新聞 2015/12/27 

2015:10. / 303p,7p 
978-4-480-81526-2 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784480815262*

 

ぼくたちは戦場で育った～サラエボ 1992-1995～ 
ヤスミンコ・ハリロビッチ/ 角田 光代/ 千田 善 著 
集英社インターナショナル 
ボスニア・ヘルツェゴビナ、サラエボ、サラエボ包囲について説明し、戦時下の

サラエボで育った著者自身の体験を記すほか、戦争中にサラエボで幼少期を

過ごした人々の短い思い出、イビツァ・オシムの特別寄稿などを収録する。 
朝日新聞 2015/12/27 

2015:10. / 285p 
978-4-7976-7269-5 
2,100 円〔本体〕+税 

*9784797672695*

 

世にも奇妙な君物語 
朝井 リョウ 著 
講談社 
今年二十五周年を迎えたテレビドラマ「世にも奇妙な物語」の大ファンである

直木賞作家が、映像化を夢見て勝手に原作を五編執筆！ 
朝日新聞 2015/12/27 

2015:11. / 254p 
978-4-06-219824-0 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784062198240*
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<驚異>の文化史～中東とヨーロッパを中心に～ 
山中 由里子 編 
名古屋大学出版会 
細やかかつ大胆に描く〈驚異〉の精神史 
朝日新聞 2015/12/27 

2015:10. / 
15p,462p,45p 
978-4-8158-0817-4 
6,300 円〔本体〕+税 

*9784815808174*

 

黄金色の夜 
宇江 敏勝 著 
新宿書房 
あるとき炭窯の真ん中に黒い塊があらわれ、それは人の姿に変わり、赤い綿入

れを着た女の子に…。表題作をはじめ全 6 篇を収録。熊野の奥深さを知る著

者が描く山の伝奇小説集。『VIKING』掲載を加筆訂正し単行本化。 
朝日新聞 2015/12/27 

2015:09. / 174p 
978-4-88008-457-2 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784880084572*

 

下町ロケット<2> ガウディ計画 
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…。 
朝日新聞 2015/12/27 

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

*9784093864299*

 

私たちの声を議会へ～代表制民主主義の再生～(岩波現代全書 078) 
三浦 まり 著 
岩波書店 
日本では少数のエリートが意思決定を独占し、人びとの意見が政治に反映さ

れない状態が続いている。政治家が人びとの声を聴かなくなった理由を探り、

代表制民主主義を立て直すための方策について論じる。 
朝日新聞 2015/12/27 

2015:11. / 17p,212p 
978-4-00-029178-1 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784000291781*

 

逃走の権利～移民、シティズンシップ、グローバル化～ 
サンドロ・メッザードラ/ 北川 眞也 著 
人文書院 
イタリアから届けられた現代社会論の重要作 
朝日新聞 2015/12/27 

2015:11. / 368p 
978-4-409-24103-5 
3,400 円〔本体〕+税 

*9784409241035*

 

残響のハーレム～ストリートに生きるムスリムたちの声～ 
中村 寛 著 
共和国/editorial republica 
911 直後のハーレムで出会ったマルコム・X 暗殺の容疑者との交流をはじめ、

巨大都市の底辺から日常を活写した気鋭による民族誌。 
朝日新聞 2015/12/27 

2015:11. / 465p 
978-4-907986-15-5 
3,400 円〔本体〕+税 

*9784907986155*
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暗黒の大陸～ヨーロッパの 20 世紀～ 
マーク・マゾワー/ 中田 瑞穂/ 網谷 龍介 著 
未来社 
ヨーロッパ大陸の 20 世紀は、進歩・繁栄につねに彩られた成功と必然の物語

だったのだろうか。政治、経済、社会、民族、福祉、性など多角的なテーマから

時代を分析し、ヨーロッパ現代史の暗部と栄光を語る。 
朝日新聞 2015/12/27 

2015:12. / 522p,31p 
978-4-624-11205-9 
5,800 円〔本体〕+税 

*9784624112059*

 

鳥(アジア文学館) 
オ ジョンヒ/ 文 茶影 著 
段々社 
宇宙で一番美しい娘「宇美」、一番カッコイイ男「宇一」と親に名付けてもらった

姉と弟。だが、母は家を去り、父は出稼ぎに出たまま戻らない-。現代の韓国社

会を舞台に、両親に置き去りにされた子供の叫びを描く。 
朝日新聞 2015/12/27 

2015:11. / 170p 
978-4-434-21029-7 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784434210297*

 

東大駒場寮物語 
松本 博文 著 
KADOKAWA 
自らの居場所を守ろうとした学生たちを描く、哀愁の青春ノンフィクション！ 
朝日新聞 2015/12/27 

2015:12. / 287p 
978-4-04-103277-0 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784041032770*

 

江戸時代翻訳語の世界～近代化を推進した訳語を検証する～ 
杉本 つとむ 著 
八坂書房 
江戸時代、オランダ語との出逢いから生まれた 111 の訳語をとりあげ、明治時

代初期にかけての定着の過程をつぶさに検証した労作。卓見と蘊蓄にあふれ

た翻訳語史研究の総決算！ 
朝日新聞 2015/12/27 

2015:11. / 715p,11p 
978-4-89694-195-1 
8,800 円〔本体〕+税 

*9784896941951*

 

江戸府内絵本風俗往来(青蛙選書 9) 
菊池 貴一郎 著 
青蛙房 
八百八街の中に生れし老人の外は江戸の旧事を知るもの稀になりぬ-。江戸

生まれの好事家が、町の季節の移り変わりや武家・町家の行事のさまざまを、

300 枚上の大判挿絵を添えてまとめた書。 
朝日新聞 2015/12/27 

2015:11. / 434p 
978-4-7905-0882-3 
4,800 円〔本体〕+税 

*9784790508823*

 

面白ければなんでもあり～発行累計 6000 万部-とある編集の仕事目録～ 
三木 一馬 著 
KADOKAWA 
長井龍雪、新房昭之、川原礫、ほか業界のクリエイター多数が推薦！ 
朝日新聞 2015/12/27 

2015:12. / 295p 
978-4-04-865715-0 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784048657150*
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一生続けられない仕事<３>(バンブ－コミックス 麗人セレクション) 
山田ユギ 著 
竹書房 
朝日新聞 2015/12/27 

2015:11. / 1 冊 
978-4-8019-5407-6 
619 円〔本体〕+税 

*9784801954076*

 

瞑き流れ(モノクローム・ロマンス文庫 13) 
ジョシュ・ラニヨン/ 冬斗 亜紀 著 
新書館 
朝日新聞 2015/12/27 

2015:12. / 506p 
978-4-403-56023-1 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784403560231*

 

ぼくらの仮説が世界をつくる 
佐渡島 庸平 著 
ダイヤモンド社 
革命を起こすための思考アプローチ、本質を見極め常識を打ち破るための思

考法、「先の見えない時代」の感情コントロール…。「宇宙兄弟」「ドラゴン桜」を

育てたメガヒット編集者の仕事論を紹介する。 
朝日新聞 2015/12/27 

2015:12. / 223p 
978-4-478-02832-2 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784478028322*

 

私の恋人 
上田 岳弘 著 
新潮社 
旧石器時代の洞窟で、ナチスの強制収容所で、東京のアパートで、私は想う。

この旅の果てに待つ、私の恋人のことを-。時空をこえて生まれ変わる「私」の

10 万年越しの恋。『新潮』掲載を単行本化。 
朝日新聞 2015/12/27、読売新聞 2015/12/27 

2015:06. / 126p 
978-4-10-336732-1 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784103367321*

 

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 2015/12/27、日本経済新聞 2015/12/27 

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

*9784309206783*

 

花のある遠景～写真集～ 
西江 雅之 著 
左右社 
わたしにとっての写真。それは時間とは無縁に存在する形そのものを作ること

だった…。“裸足の学者”が半世紀にわたって訪ね歩いた東アフリカ、インド

洋、カリブ海、パプアニューギニアで撮影した約 90 点を収載。 
朝日新聞 2015/12/27、日本経済新聞 2015/12/27 

2015:11. / 115p 
978-4-86528-124-8 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784865281248*
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白をつなぐ 
まはら 三桃 著 
小学館 
都道府県対抗男子駅伝に福岡を代表して出場する中学生、高校生、大学

生、社会人の選手たち。世代の違う彼らが、悩み、葛藤しながらも走り続ける理

由とは…。それぞれの思いを胸に、たすきをつないで走る姿を描く。 
朝日新聞 2015/12/28 

2015:10. / 270p 
978-4-09-289743-4 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784092897434*

 

菜乃のポケット～おしごとのおはなし 花屋さん～(シリーズおしごとのおはな

し) 
村上 しいこ/ かべや ふよう 著 
講談社 
「日曜日シリーズ」で大人気の著者が描く、お花屋さんのお仕事。菜乃ちゃん

は、妖精チョコットの学校の宿題を手伝うことになって!? 
朝日新聞 2015/12/28 

2015:11. / 74p 
978-4-06-219755-7 
1,100 円〔本体〕+税 

*9784062197557*

 

「エルマーのぼうけん」をかいた女性ルース・S・ガネット 
前沢 明枝 著 
福音館書店 
1945 年、若い女性が物語を書き始めます。それが『エルマーのぼうけん』でし

た。インタビューで、エルマーの秘密をききます。 
朝日新聞 2015/12/28 

2015:11. / 175p 
978-4-8340-8193-0 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784834081930*

 

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！ 
東京・中日新聞 2015/12/06 

2015:10. / 197p 
978-4-06-219734-2 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784062197342*

 

幼さという戦略～「かわいい」と成熟の物語作法～(朝日選書 938)  
阿部 公彦 著 
朝日新聞出版 
太宰治「人間失格」の弱さや村上春樹「色彩を持たない多崎つくると、彼の巡

礼の年」の依存性に注目しながら、「幼さ」特有の心理、美学、思想を確認し、

その潜在力をさぐる。 
東京・中日新聞 2015/12/06 

2015:10. / 247p 
978-4-02-263038-4 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784022630384*

 

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。 
東京・中日新聞 2015/12/06 

2015:10. / 314p 
978-4-7976-7304-3 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784797673043*
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微生物が地球をつくった～生命 40 億年史の主人公～ 
ポール・G.フォーコウスキー/ 松浦 俊輔 著 
青土社 
微生物の進化論や生化学を専門とする海洋生物学者が、「微生物の基本的

な機能を電子のやりとりとして見る」ということを軸に、微生物が地球での生命

進化や環境で果たしている役割をまとめる。 
東京・中日新聞 2015/12/06 

2015:10. / 243p,10p 
978-4-7917-6892-9 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784791768929*

 

文学はなぜ必要か～日本文学&ミステリー案内～ 
古橋 信孝 著 
笠間書院 
日本語の文学の流れを、言葉とはどういうものかから導き、各時代の名のある

作品・作家を取り上げ、そのおもしろさを述べながら、それぞれの時代背景に

迫る。そしてその作品が、なぜ書かれたか、なぜ要求されたかも考えていく。 
東京・中日新聞 2015/12/06、日本経済新聞 2015/12/06 

2015:11. / 6p,278p,18p
978-4-305-70784-0 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784305707840*

 

まず美にたずねよ～風雅モダンへ～ 
篠原 資明 著 
岩波書店 
現代日本の芸術的感性のありようを捉える 
東京・中日新聞 2015/12/13 

2015:10. / 8p,229p 
978-4-00-024820-4 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784000248204*

 

東京青山霊園物語～「維新の元勲」から「女工哀史」まで人と時代が紡ぐ三

十組の物語～ 
立元 幸治 著 
明石書店 
大久保利通と西郷いと、中江兆民と植木枝盛など、青山霊園に眠る故人を 2
人 1 組にして、関連する 1 つのテーマのもとに組み立てた物語を収録。お墓

を「線」で結び、捉えなおすことで、時代の諸相と人物像が鮮明に立ち現れる。 
東京・中日新聞 2015/12/13 

2015:10. / 318p 
978-4-7503-4258-0 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784750342580*

 

ベルリンの奇跡～日本サッカー煌きの一瞬～ 
竹之内 響介/ 賀川 浩 著 
東京新聞出版部 
戦前の日本サッカーの歴史、「ベルリンの奇跡」の真実、その後の選手たちの

死、戦病死した日本代表選手の娘・石井幹子がライトアップに込めた平和への

メッセージを、ドキュメントとして綴る。 
東京・中日新聞 2015/12/13 

2015:11. / 277p 
978-4-8083-1006-6 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784808310066*

 

戦争はさせない～デモと言論の力～ 
鎌田 慧 著 
岩波書店 
憲法違反の安保法制の数による強行、危険性無視の原発再稼働、沖縄県民

の声を聞こうともしない米軍新基地建設…。「いのち」を基本とする社会へのう

ねりを作ってきたルポライターが、時代の分岐点での闘いと今後の展望を綴

る。 
東京・中日新聞 2015/12/20 

2015:10. / 12p,198p 
978-4-00-061070-4 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784000610704*
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首塚・胴塚・千人塚～日本人は敗者とどう向きあってきたのか～ 
室井 康成 著 
洋泉社 
過去の戦争の記憶を語り伝えてきた大切な遺産である、首塚・胴塚・千人塚。

大化の改新から西南戦争に至るまで、戦死者の亡骸を埋葬したとされる塚の

伝承を論じる。静岡古城研究会の機関誌『古城』掲載をもとに書籍化。 
東京・中日新聞 2015/12/20 

2015:11. / 321p,6p 
978-4-8003-0780-4 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784800307804*

 

私の戦後 70 年 
王 貞治 著, 北海道新聞社 編 
北海道新聞社 
同名の新聞連載企画を単行本化。著名人 59 人が戦後 70 年の時を振り返っ

てのメッセージを送ります。第一回の王貞治や黒柳徹子、北海道とゆかりの深

い倉本聡・横山清など各界で活躍されている方々にとっての「戦後」を語って

います 
東京・中日新聞 2015/12/20 

2015:11. / 382p 
978-4-89453-803-0 
1,296 円〔本体〕+税 

*9784894538030*

 

小僧の神様・城の崎にて 改版(新潮文庫） 
志賀 直哉 著 
新潮社 
読売新聞 2015/12/06 

2005:04. / 331p 
978-4-10-103005-0 
520 円〔本体〕+税 

*9784101030050*

 

芥川龍之介全集<6> 河童・歯車・或阿呆の一生(ちくま文庫） 
芥川龍之介 著 
筑摩書房 
読売新聞 2015/12/06 

1987:03. / 491p 
978-4-480-02086-4 
840 円〔本体〕+税 

*9784480020864*

 

インタヴューズ<1> マルクスからヒトラーまで  
クリストファー・シルヴェスター/ 新庄 哲夫 著 
文芸春秋 
1859 年から 1992 年まで、激動の時代に威光を放った巨星たち 84 人へのイ

ンタビューを集大成。第 1 巻はマルクス、エジソン、トルストイ、グレタ・ガルボ、

ヒトラーなど 45 人の声を聞く。 
読売新聞 2015/12/06 

1998:11. / 462p 
978-4-16-354500-4 
3,333 円〔本体〕+税 

*9784163545004*

 

インタヴューズ<2> スターリンからジョン・レノンまで  全 2 巻完結 
クリストファー・シルヴェスター/ 新庄 哲夫 著 
文芸春秋 
1859 年から 1992 年まで、現代史をつくった巨人たちへのインタビューを集大

成。第 2 巻はスターリン、ピカソ、ガンディー、ヘミングウェイ、ジョン・レノンなど

38 人の肉声を聞く。 
読売新聞 2015/12/06 

1998:11. / 451p 
978-4-16-354510-3 
3,333 円〔本体〕+税 

*9784163545103*
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回顧入江泰吉の仕事 
入江 泰吉 著, 入江 泰吉/ 入江泰吉記念奈良市写真美術館 編 
光村推古書院 
写真家・入江泰吉の仕事の全貌が一冊の写真集に。 
読売新聞 2015/12/06 

2015:10. / 382p 
978-4-8381-0539-7 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784838105397*

 

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。 
読売新聞 2015/12/06 

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

*9784864880800*

 

進化する遺伝子概念 
ジャン・ドゥーシュ/ 佐藤 直樹 著 
みすず書房 
遺伝子という概念は、どのように形成されてきたのか。歴史と研究の 先端を、

遺伝子と発生学の融合による進化学(エボデボ)を牽引するフランスの第一人

者が描く。エポックメーキングな研究者達の小伝付き。 
読売新聞 2015/12/06 

2015:09. / 239p,37p 
978-4-622-07914-9 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784622079149*

 

ゴージャスなナポリタン 
丸山 浮草 著 
産業編集センター 
第二回「暮らしの小説大賞」受賞作！アラフォー世代の姿をリアルに描いた

「俺の暮らしはどうなるのだろう」小説。風変わりな文体、クセになる読後感……
選考会をざわつかせた平成のポップノベル、堂々登場です！【選考員:飯島奈

美、谷あきら、幅允孝】 
読売新聞 2015/12/06 

2015:10. / 201p 
978-4-86311-122-6 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784863111226*

 

あぶない一神教(小学館新書 256)  
橋爪 大三郎/ 佐藤 優 著 
小学館 
衝突が激しさを増すキリスト教世界とイスラム教世界。歴史を遡れば同じ「神」

を崇めていたはずの両宗教は、どこで袂を分かち、何が異なり、なぜ憎しみ合

うのか。社会学者と元外務省主任分析官が「世界の混迷」を解き明かす。 
読売新聞 2015/12/06 

2015:10. / 269p 
978-4-09-825256-5 
780 円〔本体〕+税 

*9784098252565*

 

県別方言感情表現辞典 
友定 賢治 編 
東京堂出版 
日本全国で使われる感情を表す方言の辞典。「楽しい」「面倒くさい」などの語

彙別に、統一の例文を各県語訳。 
読売新聞 2015/12/06 

2015:10. / 14p,272p 
978-4-490-10870-5 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784490108705*
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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。 
読売新聞 2015/12/06 

2015:11. / 255p 
978-4-582-82481-0 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784582824810*

 

恋する昆虫図鑑～ムシとヒトの恋愛戦略～ 
篠原 かをり 著 
文藝春秋 
実は一途なゴキブリ系女子、振られて逆ギレアメンボ系男子…。昆虫をこよなく

愛する現役慶應ガールが、イマドキの人間の恋愛模様を虫の生態や交尾方

法に例えて分類&分析する。「あなたは何ムシ系?昆虫チャート」付き。 
読売新聞 2015/12/06 

2015:10. / 207p 
978-4-16-390354-5 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784163903545*

 

珠玉百歌仙(講談社文芸文庫 つ E7)  
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 
読売新聞 2015/12/06 

2015:11. / 253p 
978-4-06-290291-5 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784062902915*

 

21 世紀に読む「種の起原」 
デイヴィッド・N.レズニック/ 垂水 雄二 著 
みすず書房 
ダーウィンはなぜその表現を用いたのか、どこで未来を先取りし、どこで誤って

いたのか。「種の起原」を「自然淘汰/種分化/理論」の三部に編成し直すという

独自のアプローチで、見通しよく読みほどく。 
読売新聞 2015/12/06 

2015:10. / 8p,576p,11p
978-4-622-07936-1 
4,800 円〔本体〕+税 

*9784622079361*

 

木工藝～清雅を標に～ 
須田 賢司/ Gavin Frew/ 横山 文子 著 
里文出版 
祖父の代から続く木工藝作家の家庭に生まれ、自身も木工藝作家として活動

する著者が、若いときからの作品をまとめ、解題として作品に込めた思いを書

き添える。また、太古から現代にいたる日本の木工史も綴る。 
読売新聞 2015/12/06 

2015:09. / 215p 
978-4-89806-433-7 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784898064337*

 

談志が死んだ(新潮文庫 た-64-2)  
立川 談四楼 著 
新潮社 
入門以来、苦しみも喜びも、半端じゃなかった。42 年分の感慨をこめて-。一門

の落語協会脱退騒動を招いた張本人である立川談四楼が、談志と一門の裏

も表も、虚実皮膜の間に描き尽くした長篇小説。 
読売新聞 2015/12/06 

2015:11. / 279p 
978-4-10-127322-8 
520 円〔本体〕+税 

*9784101273228*
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古代史の謎は「鉄」で解ける～前方後円墳や「倭国大乱」の実像～(PHP 新

書 1012) 
長野 正孝 著 
ＰＨＰ研究所 
1?2 世紀の「倭国大乱」以降、「鉄の集落」が全国で形成された。やがて前方

後円墳が大量に築造されるが、その形状は鉄の交易に関わる秀逸なアイデア

の賜だった-。船と港の専門家が、鉄の交易に着目し日本の原像を探る。 
読売新聞 2015/12/06 

2015:10. / 228p 
978-4-569-82728-5 
800 円〔本体〕+税 

*9784569827285*

 

キッチン・ブルー 
遠藤 彩見 著 
新潮社 
仕事も優しい夫も手に入れ、カンペキなはずなのに、料理だけがコンプレック

スの女。怪しい女の美味しい料理にハマっていく男…。美味しい生活を求めて

奔走する男女 6 人。複雑な味を知る「大人」のためのごはん小説。 
読売新聞 2015/12/06 

2015:11. / 230p 
978-4-10-339681-9 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784103396819*

 

障害受容からの自由～あなたのあるがままに～ 
田島 明子 著 
シービーアール 
障害受容から障害を生きることの肯定へ-。障害を持つ当事者、家族、支援者

が、それぞれの障害との向き合いかた、受け入れかたを語る。おもに「障害受

容について/から考える研究会」のメンバーによる論考をまとめたもの。 
読売新聞 2015/12/06 

2015:10. / 221p 
978-4-908083-07-5 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784908083075*

 

生きた、臥(ね)た、書いた～淵上毛錢の詩と生涯～ 
前山 光則 著 
弦書房 
結核性股関節炎のため病床で詩を作り俳句を詠んだ淵上毛錢。生と死を真摯

に見つめ続けた彼の、35 年の生涯を描く。月刊俳句雑誌『阿蘇』、『熊本日日

新聞』連載をまとめて単行本化。 
読売新聞 2015/12/06 

2015:11. / 308p 
978-4-86329-129-4 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784863291294*

 

わが記憶、わが記録～堤清二×辻井喬オーラルヒストリー～ 
御厨 貴/ 橋本 寿朗/ 鷲田 清一 編 
中央公論新社 
戦前から戦後復興、高度成長、ポストバブルに至る日本の軌跡-。家族のこと、

経営の成功と失敗、セゾン文化とは何か、詩人・作家として…。13 回 29 時間

に及ぶ堤清二へのインタビュー全記録を公開。 
読売新聞 2015/12/06 

2015:11. / 327p 
978-4-12-004777-0 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784120047770*

 

雇用身分社会(岩波新書 新赤版 1568)  
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。 
読売新聞 2015/12/06、読売新聞 2015/12/27 

2015:10. / 4p,240p,7p 
978-4-00-431568-1 
800 円〔本体〕+税 

*9784004315681*
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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！ 
読売新聞 2015/12/06、毎日新聞 2015/12/20 

2015:11. / 219p 
978-4-06-219804-2 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784062198042*

 

草枕 改版(新潮文庫)  
夏目 漱石 著 
新潮社 
智に働けば角が立つ――思索にかられつつ山路を登りつめた青年画家の前

に現われる謎の美女。絢爛たる文章で綴る漱石初期の名作。 
読売新聞 2015/12/13 

2005:09. / 242p 
978-4-10-101009-0 
430 円〔本体〕+税 

*9784101010090*

 

鉄塔家族<上>(朝日文庫)  
佐伯 一麦 著 
朝日新聞社 
読売新聞 2015/12/13 

2007:07. / 354p 
978-4-02-264404-6 
800 円〔本体〕+税 

*9784022644046*

 

鉄塔家族<下>(朝日文庫)  
佐伯 一麦 著 
朝日新聞社 
読売新聞 2015/12/13 

2007:07. / 337p 
978-4-02-264405-3 
800 円〔本体〕+税 

*9784022644053*

 

カラマーゾフの兄弟<上巻> 改版(新潮文庫 ト-1-9) 
ドストエフスキー 著 
新潮社 
読売新聞 2015/12/13 

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) 
ドストエフスキー 著 
新潮社 
読売新聞 2015/12/13 

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) 
ドストエフスキー 著 
新潮社 
読売新聞 2015/12/13 

2012:12. / 682p 
978-4-10-201012-9 
840 円〔本体〕+税 

*9784102010129*
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名指しと必然性～様相の形而上学と心身問題～  
サウル・Ａ・クリプキ 著 
産業図書 
読売新聞 2015/12/13 

1985:04. / 283p 
978-4-7828-0022-5 
2,700 円〔本体〕+税 

*9784782800225*

 

プロレス少女伝説(文春文庫)  
井田 真木子 著 
文芸春秋 
長与千種、神取しのぶ、天田麗文、デブラ・ミシェリーの足跡をたどり、80 年代

に熱狂的なブームとなった女子プロレスの文化を通して「日本」を見つめ直

す。第 22 回大宅賞受賞。 
読売新聞 2015/12/13 

1993:10. / 350p 
978-4-16-755401-9 
466 円〔本体〕+税 

*9784167554019*

 

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

闇…。さげすまれてきた「洛外人」が、京都人のえらそうな腹のうちを暴露す

る。洛中千年の「花」「毒」を見定める新・京都論。 
読売新聞 2015/12/13 

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

*9784022736314*

 

アートは資本主義の行方を予言する～画商が語る戦後七〇年の美術潮流～

(PHP 新書 1009)  
山本 豊津 著 
ＰＨＰ研究所 
現代アートは難しくてわかりにくいものではなく、現代社会の中で起こるすべて

の事象にかかわる価値と意味を持っている-。日本屈指の画廊「東京画廊」の

オーナーが豊富な知見を披露しながら、驚きの美術論を展開する。 
読売新聞 2015/12/13 

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

*9784569826172*

 

日本全国おいしいものお取り寄せ(文春文庫 編 3-20)  
文藝春秋 編 
文藝春秋 
てまりみかん、りんごのタルト、もつ鍋、鮑カレー…。各界の著名人がお薦めす

る美味な逸品・名品を一挙に紹介! 週刊文春臨時増刊『おいしいものは日本

中から取り寄せる』にあらたな記事を加え再構成。 
読売新聞 2015/12/13 

2015:11. / 191p 
978-4-16-790499-9 
670 円〔本体〕+税 

*9784167904999*

 

成長なき時代のナショナリズム(角川新書 K-51)  
萱野 稔人 著 
KADOKAWA 
パイが拡大することを前提につくられてきた近代社会が拡大しない時代に入っ

た 21 世紀、国家と国民の関係はどうなっていくのか。排外主義や格差の拡が

りで新たな局面をみせるナショナリズムから考察する。 
読売新聞 2015/12/13 

2015:10. / 254p 
978-4-04-082047-7 
800 円〔本体〕+税 

*9784040820477*
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給水塔 
比留間 幹 著 
リトル・モア 
風景の中に突如あらわれる不思議な形―失われゆくものにみちびかれ、日本

中の給水塔を追い求めた写真集。 
読売新聞 2015/12/13 

2015:10. / 1 冊(ページ

付なし) 
978-4-89815-419-9 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784898154199*

 

ダンスチームラブジャンクス～ダウン症のある子たちと共に～ 
牧野 アンナ 著 
角川春樹事務所 
カリスマインストラクターにまで上り詰めながら今までの経歴をすべて捨て、ダ

ウン症のある子ども達と一緒に生きるため、ダンスチーム「ラブジャンクス」を立

ち上げた著者。チームの魅力と、著者のこれまでの軌跡を描く。 
読売新聞 2015/12/13 

2015:10. / 253p 
978-4-7584-1273-5 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784758412735*

 

シンクロの鬼と呼ばれて(新潮文庫 い-124-1)  
井村 雅代 著 
新潮社 
シンクロ後進国の中国へ単身渡り、わずか 1 年半で五輪メダルを取らせた名

コーチ・井村雅代が、必ず結果を出す指導法の極意から日本を去った理由ま

で全てを明かす。2015 年までの「空白の 2 年」についても語る。 
読売新聞 2015/12/13 

2015:11. / 301p 
978-4-10-120216-7 
550 円〔本体〕+税 

*9784101202167*

 

天智朝と東アジア～唐の支配から律令国家へ～(NHK ブックス 1235)  
中村 修也 著 
ＮＨＫ出版 
古代東アジアに起こった一大戦役・白村江の戦。多角的な視点から「日本書

紀」を再解釈し、白村江後に出現した唐の日本「支配」の実態、さらに、それが

のちの律令国家建設に与えた影響を鮮やかに描く。 
読売新聞 2015/12/13 

2015:10. / 265p 
978-4-14-091235-5 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784140912355*

 

図書館大戦争 
ミハイル・エリザーロフ/ 北川 和美 著 
河出書房新社 
ソ連崩壊後のロシアを舞台に、特別な力を秘めた 7 冊の奇書をめぐり、「図書

館」同士の戦闘が始まる。ロシア・ブッカー賞受賞。 
読売新聞 2015/12/13 

2015:11. / 384p 
978-4-309-20692-9 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784309206929*

 

色で巡る日本と世界～くらしの色・春夏秋冬～ 
城 一夫/ 色彩文化研究会 著 
青幻舎 
お正月、節分、雛祭り、七夕、ハロウィーンにクリスマス…。四季折々の自然や

身近な行事にまつわる「色」と「由来」を紹介。女性たちの鋭いけれど、やさし

いまなざしで、生活文化を彩る「色彩」の秘密や謎を解きあかす。 
読売新聞 2015/12/13 

2015:10. / 207p 
978-4-86152-503-2 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784861525032*
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蛭子の論語～自由に生きるためのヒント～(角川新書 K-55)  
蛭子 能収 著 
KADOKAWA 
四十にして惑い、五十でも天命など知らない。気づけば、もう、68 歳。 
読売新聞 2015/12/13 

2015:11. / 250p 
978-4-04-082036-1 
800 円〔本体〕+税 

*9784040820361*

 

GA JAPAN<137(2015NOV-DEC)> PLOT  
エーディーエー・エディタ・トーキョー 
読売新聞 2015/12/13 

2015:11. / 191p 
978-4-87140-936-0 
2,333 円〔本体〕+税 

*9784871409360*

 

「正義」は決められるのか?～トロッコ問題で考える哲学入門～ 
トーマス・カスカート/ 小川 仁志/ 高橋 璃子 著 
かんき出版 
1 人の命を犠牲にして、5 人の命を救うのは正しいのか。1 人の女性が起こし

た事件を裁判の形でスリリングに追いかけながら、倫理的ジレンマとどのように

向き合い、「正義」をどのようにして決めていけばいいのかを紹介する。 
読売新聞 2015/12/13 

2015:11. / 167p 
978-4-7612-7126-8 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784761271268*

 

18 歳のビッグバン～見えない障害を抱えて生きるということ～ 
小林 春彦 著 
あけび書房 
18 歳の春に「広範囲脳梗塞」で倒れ、身体機能と脳機能に重複した障害を抱

える。厳しいリハビリを経て一部の障害は克服するが、外見から困難が分から

ない中途障害者となり…。「見えない障害」問題を訴える渾身の書。 
読売新聞 2015/12/13 

2015:11. / 237p 
978-4-87154-138-1 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784871541381*

 

戦争と諜報外交～杉原千畝たちの時代～(角川選書 565)  
白石 仁章 著 
KADOKAWA 
太平洋戦争を回避せよ!外交の真髄を追求した男達の無念 
読売新聞 2015/12/13 

2015:11. / 190p 
978-4-04-703565-2 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784047035652*

 

サッチャーと日産英国工場～誘致交渉の歴史 1973-1986 年～ 
鈴木 均 著 
吉田書店 
「強い指導者」サッチャーが日本に見せた顔は? サッチャー政権の日産工場

誘致をテーマに、サッチャーと日産経営陣との交渉の全貌や、日英の労組が

どのような思惑で日産英国工場プロジェクトに関わったのかを明らかにする。 
読売新聞 2015/12/13 

2015:11. / 7p,229p 
978-4-905497-40-0 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784905497400*
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井田真木子と女子プロレスの時代 
井田 真木子 著 
イースト・プレス 
「プロレス少女伝説」の源流はここにある-。夭逝した天才ノンフィクション作家・

井田真木子が『Deluxe プロレス』に書いた女子プロレス関連の原稿を集成。長

与千種、神取忍との全対話などを収録。 
読売新聞 2015/12/13 

2015:11. / 799p 
978-4-7816-1378-9 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784781613789*

 

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

頂点に達し、堀越二郎たちは新たな戦闘機作りに全力を尽くす-。「零式戦闘

機」「「零式戦闘機」取材ノート」などを収録。軍隊・戦時用語注、解説付き。 
読売新聞 2015/12/13、朝日新聞 2015/12/27 

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

*9784106450211*

 

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

費やした巨大な戦艦は、やがて悲劇的な末路を迎える-。「戦艦武蔵」「城下町

の夜」などを収録。軍隊・戦時用語注、解説付き。 
読売新聞 2015/12/13、朝日新聞 2015/12/27 

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

*9784106450228*

 

吉村昭昭和の戦争<4> 彼らだけの戦場が 
吉村 昭 著 
新潮社 
戦争の本当の姿を文字で刻んだ記念碑。戦争からも、国家からも-。赤裸な魂

を曝した男たちの肖像を描く。「逃亡」「帰艦セズ」「月下美人」「背中の勲章」な

どを収録。軍隊・戦時用語注、解説付き。 
読売新聞 2015/12/13、朝日新聞 2015/12/27 

2015:09. / 564p 
978-4-10-645024-2 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784106450242*

 

吉村昭昭和の戦争<5> 沖縄そして北海道で 
吉村 昭 著 
新潮社 
戦争の本当の姿を文字で刻んだ記念碑。敗戦へと雪崩落ちる大日本帝国。

少年たちが彷徨った苛烈な夏-。沖縄と北海道での戦争を取り上げた「殉国」

「烏の浜」などを収録。軍隊・戦時用語注、解説付き。 
読売新聞 2015/12/13、朝日新聞 2015/12/27 

2015:10. / 553p 
978-4-10-645025-9 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784106450259*

 

吉村昭昭和の戦争<6> 終戦の後も 
吉村 昭 著 
新潮社 
戦争の本当の姿を文字で刻んだ記念碑。戦犯とは誰か、戦後とはいつなの

か。敗者としての戦犯を描いた占領下の物語「遠い日の戦争」などを収録。軍

隊・戦時用語注、解説付き。 
読売新聞 2015/12/13、朝日新聞 2015/12/27 

2015:11. / 619p 
978-4-10-645026-6 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784106450266*
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哲学な日々～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。 
読売新聞 2015/12/13、東京・中日新聞 2015/12/20、毎日新聞 2015/12/20 

2015:10. / 219p 
978-4-06-219817-2 
1,350 円〔本体〕+税 

*9784062198172*

 

検証バブル失政～エリートたちはなぜ誤ったのか～ 
軽部 謙介 著 
岩波書店 
なぜバブルが生じ、崩れたのか? 日銀や大蔵省、アメリカ側の公文書、関係

者の日記・手記、関係者へのインタビューなどで金融行政の 前線を再現。

日銀・大蔵省の動向や、米国の圧力を詳述する。 
読売新聞 2015/12/13、日本経済新聞 2015/12/27 

2015:09. / 8p,420p 
978-4-00-024479-4 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784000244794*

 

徒然草(角川ソフィア文庫)  
吉田 兼好/ 角川書店 著 
角川書店 
読売新聞 2015/12/20 

2002:01. / ２９３ｐ 
978-4-04-357408-7 
720 円〔本体〕+税 

*9784043574087*

 

人間はどこまで耐えられるのか(河出文庫)  
F.アッシュクロフト/ 矢羽野 薫 著 
河出書房新社 
死ぬか生きるかの極限状況を科学する!どのくらい高く登れるか、どのくらい深

く潜れるか、暑さと寒さ、速さなど、肉体的な「人間の限界」を著者自身も体を

張って果敢に調べ抜いた驚異の生理学。 
読売新聞 2015/12/20 

2008:05. / 382p 
978-4-309-46303-2 
950 円〔本体〕+税 

*9784309463032*

 

総員玉砕せよ!(講談社文庫)  
水木しげる 著 
講談社 
読売新聞 2015/12/20 

1995:06. / 363p 
978-4-06-185993-7 
690 円〔本体〕+税 

*9784061859937*

 

「ものづくり」の科学史～世界を変えた《標準革命》～(講談社学術文庫 
2187)  
橋本 毅彦 著 
講談社 
近代工場を席巻した「標準化」=製造の科学は、部品、作業、規格へとその勢

力を拡大した。技術革命者たちの熱く深いドラマと、今なお世界を覆い尽くさ

んと進む未完の巨大プロジェクトの意味と歴史と未来を探究する。 
読売新聞 2015/12/20 

2013:08. / 281p 
978-4-06-292187-9 
960 円〔本体〕+税 

*9784062921879*
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陰翳礼讃(角川ソフィア文庫 L203-1)  
谷崎 潤一郎 著 
KADOKAWA 
陰翳によって生かされる美しさこそ「日本の美」であると説いた表題作ほか、日

本の風情をユーモアたっぷりに書く「廁のいろいろ」、言葉の問題をテーマにと

った「現代口語文の欠点について」など全 8 編を収録。 
読売新聞 2015/12/20 

2014:09. / 190p 
978-4-04-409471-3 
480 円〔本体〕+税 

*9784044094713*

 

透明カメレオン 
道尾 秀介 著 
KADOKAWA 
冴えない容姿と“特殊”な声を持つラジオのパーソナリティの恭太郎はある雨の

日、行きつけのバーで奇妙な女の子に出会う。ひょんなことから彼女の企てた

殺害計画に参加することになる恭太郎だったが――。 
読売新聞 2015/12/20 

2015:01. / 383p 
978-4-04-101428-8 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784041014288*

 

キャパへの追走 
沢木 耕太郎 著 
文藝春秋 
キャパが切り取った現代史の重要場面の現場を訪れ、そこでの経験をキャパ

の人生と絡めながら綴り、キャパの写真と、同じようなアングルで撮った写真を

掲載する。「キャパの十字架」の姉妹編。『文藝春秋』連載をもとに書籍化。 
読売新聞 2015/12/20 

2015:05. / 318p 
978-4-16-390260-9 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784163902609*

 

武道館 
朝井 リョウ 著 
文藝春秋 
武道館ライブの実現を目指して活動するアイドルグループ「NEXT YOU」。恋

愛禁止、スルースキル、特典商法、握手会、卒業…。成長する彼女たちをシビ

アかつ熱を持った視線で描いた長編小説。 
読売新聞 2015/12/20 

2015:04. / 303p 
978-4-16-390247-0 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784163902470*

 

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

見れば、安心しきった顔をする-。認知症の父と家族のあたたかくて、切ない 10
年の日々を描く。『オール讀物』ほか掲載を単行本化。 
読売新聞 2015/12/20 

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

*9784163902654*

 

屋上のウインドノーツ 
額賀 澪 著 
文藝春秋 
友達がひとりもいない県立高校へ入学した、引っ込み思案の少女・給前志音

は、ワケありの部長・日向寺大志に誘われ、吹奏楽部に入部する。やがて厳し

い練習の日々が始まって…。爽やかな風を感じる熱血部活小説。 
読売新聞 2015/12/20 

2015:06. / 304p 
978-4-16-390286-9 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784163902869*



 54  

 

ヒトリコ 
額賀 澪 著 
小学館 
クラスで飼っていた金魚殺しの濡れ衣から壮絶ないじめの対象となった小 5 の

日都子は、「みんな」には属さない「ヒトリコ」として生きる決心をする。高校に進

学した彼女たちのもとに、金魚を置いて転校した冬希が戻ってきて…。 
読売新聞 2015/12/20 

2015:06. / 277p 
978-4-09-386417-6 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784093864176*

 

スクラップ・アンド・ビルド 
羽田 圭介 著 
文藝春秋 
「早う死にたか」 毎日のようにぼやく祖父の願いをかなえてあげようと、ともに

暮らす孫の健斗は、ある計画を思いつく-。閉塞感の中に可笑しみ漂う、新しい

家族小説。『文學界』掲載を単行本化。 
読売新聞 2015/12/20 

2015:08. / 121p 
978-4-16-390340-8 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784163903408*

 

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)  
ヨコタ村上孝之 著 
平凡社 
各地のトイレの背後にある文化的事情を考察 
読売新聞 2015/12/20 

2015:09. / 191p 
978-4-582-85788-7 
740 円〔本体〕+税 

*9784582857887*

 

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

やかな社交界、美しい青年将校たち、徐々にあらわれる恐怖政治の実態…。

大使一家の日記などをもとに、ナチ台頭の時代を生きた人々を活写する。 
読売新聞 2015/12/20 

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

*9784000610698*

 

トルコ軍艦エルトゥールル号の海難 
オメル・エルトゥール/ 山本 雅男/ 植月 惠一郎/ 久保 陽子 著 
彩流社 
困難の波頭を乗り越え日本に到達したオスマン乗組員たちの勇気。遭難者の

生命を救うべく 善を尽くした日本の海の男たちの勇気。1 世紀以上前に起き

た、トルコ軍艦エルトゥールル号の海難という史実をもとに描く歴史小説。 
読売新聞 2015/12/20 

2015:11. / 302p 
978-4-7791-2156-2 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784779121562*

 

老後の資金がありません 
垣谷 美雨 著 
中央公論新社 
娘の派手婚、舅の葬式代と姑の生活費、そして夫婦揃っての失職…。「老後

は安泰」のはずだったのに、1200 万円の老後資金はみるみる減ってゆく。家

族の諸事情に振り回されつつもやりくりする篤子の奮闘は報われるのか? 
読売新聞 2015/12/20 

2015:09. / 295p 
978-4-12-004765-7 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784120047657*
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世の中は偶然に満ちている 
赤瀬川 原平 著, 赤瀬川 原平/ 赤瀬川 尚子 編 
筑摩書房 
ケタはずれの表現者・赤瀬川原平の死後、発見された日記には、三十数年の

「偶然」と「夢」の記録が残されていた。日記のほぼ全部を中心に、偶然を巡る

小説、エッセイや、日記に対応する図版も掲載する。 
読売新聞 2015/12/20 

2015:10. / 283p 
978-4-480-80460-0 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784480804600*

 

灯台の光はなぜ遠くまで届くのか～時代を変えたフレネルレンズの軌跡～(ブ
ルーバックス B-1939)  
テレサ・レヴィット 著 
講談社 
海を明るく照らし、海難から多くの命を救ったフレネルレンズとは？世界一の光

を作った“光の魔術師”の生涯と、灯台の秘密に迫る。 
読売新聞 2015/12/20 

2015:10. / 299p 
978-4-06-257939-1 
1,080 円〔本体〕+税 

*9784062579391*

 

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)  
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 
読売新聞 2015/12/20 

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

*9784062579421*

 

せかいいちのねこ(MOE のえほん) 
ヒグチ ユウコ 著 
白泉社 
もっと愛されて、せかいいちの猫になって、男の子が大きくなってもいっしょに

いたい…。猫になりたいと願うぬいぐるみのニャンコと、旅先で出会う本物の猫

たちとの心あたたまる絵物語。『MOE』掲載をもとに単行本化。 
読売新聞 2015/12/20 

2015:11. / 101p 
978-4-592-76189-1 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784592761891*

 

つかこうへい正伝～1968-1982～ 
長谷川 康夫 著 
新潮社 
時代を変えた天才演出家、つかこうへい。70 年代の“つかブーム”を共にした

著者が、風間杜夫を始め関係者を徹底取材。怒濤の台詞が響き渡る“口立て”
稽古、伝説の舞台、そして人間つかこうへいを鮮やかに描く。 
読売新聞 2015/12/20 

2015:11. / 559p 
978-4-10-339721-2 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784103397212*

 

タスキメシ 
額賀 澪 著 
小学館 
長距離選手として将来を期待されていた眞家早馬は、大けがのリハビリ中に、

調理実習部の都と出会い、料理に没頭。早馬が戻るのを待つ仲間たちの気持

ちを裏切り、競技からの引退を宣言する。そんな中、駅伝大会がスタートし…。 
読売新聞 2015/12/20 

2015:11. / 301p 
978-4-09-386428-2 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784093864282*
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ズレてる支援!～知的障害/自閉の人たちの自立生活と重度訪問介護の対象

拡大～ 
寺本 晃久/ 岡部 耕典/ 末永 弘/ 岩橋 誠治 著 
生活書院 
「支援」は〈そもそも〉〈 初から〉〈常に〉ズレている！『良い支援?』刊行から 7
年、使わせてと訴えた「重度訪問介護」の対象拡大が実現する中、あらためて

問われているものとは何か？支援を使って地域で自立した暮らしをしている人

がいること。集団生活 
読売新聞 2015/12/20 

2015:11. / 372p 
978-4-86500-045-0 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784865000450*

 

強い組織をつくる上田昭夫のプライド 
大元 よしき 著 
ウェッジ 
慶應義塾大学ラグビー部を二度優勝に導いた名将。少年院や女子ラグビー

での熱い指導。秩父宮 FM 放送で見せた、ラグビーファン以外をも虜にする

名解説。いつも前だけを見て走り続けた、上田昭夫の誇り高きラグビー人生を

綴る。 
読売新聞 2015/12/20 

2015:11. / 227p 
978-4-86310-155-5 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784863101555*

 

日本陸軍とモンゴル～興安軍官学校の知られざる戦い～(中公新書 2348)  
楊 海英 著 
中央公論新社 
1930 年代の満洲で、日本の野心と中国からの独立を目論むモンゴルの戦略

が交錯する中から生まれた興安軍官学校。軍事力による民族自決を目指すモ

ンゴル人の活動、ノモンハン戦争から敗戦にいたる満蒙の動向などを描く。 
読売新聞 2015/12/20 

2015:11. / 6p,263p 
978-4-12-102348-3 
840 円〔本体〕+税 

*9784121023483*

 

戦国大名の正体～家中粛清と権威志向～(中公新書 2350)  
鍛代 敏雄 著 
中央公論新社 
応仁・文明の大乱を経て幕を開けた群雄割拠の時代。生き残りをかけて戦い

続けた戦国大名たちは、ただ力のみを信奉し、伝統的権威を否定する専制君

主だったのか。大名たちの行動規範を探究し、戦国時代への新たな視座を提

示。 
読売新聞 2015/12/20 

2015:11. / 3p,244p 
978-4-12-102350-6 
820 円〔本体〕+税 

*9784121023506*

 

日付の大きいカレンダー～岩崎航エッセイ集～ 
岩崎 航 著 
ナナロク社 
39 歳、詩人、筋ジストロフィー、絶望の淵で見出した希望。幸せとは、生きる力

とは何か? これまでの歩みの中で感じたこと、考えたこと、詩に反映されてきた

それらのことを背景も含めて綴ったエッセイ集。五行歌も掲載。 
読売新聞 2015/12/20 

2015:11. / 180p 
978-4-904292-63-1 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784904292631*

 

作家の収支(幻冬舎新書 も-7-3)  
森 博嗣 著 
幻冬舎 
19 年間で総発行部数 1400 万部、総収入 15 億円。人気作家森博嗣が、印

税、原稿料から原作料、その他雑収入まで客観的事実のみを作品ごと赤裸々

に明示する。 
読売新聞 2015/12/20 

2015:11. / 204p 
978-4-344-98402-8 
760 円〔本体〕+税 

*9784344984028*



 57  

 

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

2 人が運命のように出会ってから劇は始まった-。笑いとは何か、人間が生きる

とは何なのか。『文學界』掲載を書籍化。 
読売新聞 2015/12/20、朝日新聞 2015/12/27 

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

*9784163902302*

 

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

生活模様がよみがえる。戦争とは、平和とは、いったい何だったのか。著者が

自らの父・謙二の人生を通して、「生きられた 20 世紀の歴史」を描き出す。 
読売新聞 2015/12/20、読売新聞 2015/12/27 

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

*9784004315490*

 

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

に留まった金魚を持ち帰ったら、部屋に妖しい美女が現れた!? それ以来、商

談が成立するようになり…。『小説野性時代』連載に加筆し単行本化。 
読売新聞 2015/12/20、読売新聞 2015/12/27 

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

*9784041025284*

 

古賀廃品回収所 
古賀 忠昭 著 
書肆子午線 
わすれるな 紙は火を内包している うらみは火につながる(「紙クズと鉄クズ」よ

り) 没後 7 年、その死の直前に書き積もらせた圧倒的な詩群を再編集。「血ん

穴」「血のたらちね」に続く、棄民たちの昭和への怨念。 
読売新聞 2015/12/22 

2015:10. / 141p 
978-4-908568-00-8 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784908568008*

 

耳の笹舟 
石田 瑞穂 著 
思潮社 
なぜ あなたひとりが 残ったのか 三百年の松原の兄妹は流されたのに なぜ 
あなただけ 別れをえらんだのか(「一本松は残った」より) 自身の難聴、東日

本大震災のこと、オランダへの旅などを詠った詩集。 
読売新聞 2015/12/22 

2015:10. / 127p 
978-4-7837-3505-2 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784783735052*

 

ウイグルの詩人アフメットジャン・オスマン選詩集 
アフメットジャン・オスマン/ ムカイダイス/ 河合 眞 著 
左右社 
あなたは 体の荒野で 黄金の駱駝のキャラバンに道案内した 棘の花の調べ 
わたしは あなたの三番目の弦(「ドタール」より) ウイグルを代表する現代詩人

アフメットジャン・オスマンの第二邦訳詩集。 
読売新聞 2015/12/22 

2015:11. / 139p 
978-4-86528-130-9 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784865281309*
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久美泥日誌 
野村 喜和夫 著 
書肆山田 
誰だって一度は、机やノートの片隅に好きな女の子の名を記したことがあるだ

ろう。自由という至高の人間的価値も、そこに由来するまぼろしの手のふるまい

にすぎない-。詩集。 
読売新聞 2015/12/22 

2015:11. / 99p 
978-4-87995-929-4 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784879959294*

 

野坂昭如リターンズ<１> 真夜中のマリア・てろてろ  
野坂 昭如 著 
国書刊行会 
著者の長編・エッセイから傑作を精選した全４巻シリーズの第１巻。１７歳の少

年カンとその仲間たちの奇想天外な性の意識を描く「真夜中のマリア」、痛快

テロ小説「てろてろ」の２編を収録する。 
読売新聞 2015/12/27 

2002:10. / ４９３ｐ 
978-4-336-04451-8 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784336044518*

 

野坂昭如ルネサンス<３> マリリン・モンロー・ノー・リターン(岩波現代文庫)  
野坂 昭如 著 
岩波書店 
読売新聞 2015/12/27 

2007:07. / ３０１ｐ 
978-4-00-602114-6 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784006021146*

 

野坂昭如ルネサンス<６> 骨餓身峠死人葛(岩波現代文庫)  
野坂 昭如 著 
岩波書店 
読売新聞 2015/12/27 

2008:01. / ２９４ｐ 
978-4-00-602117-7 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784006021177*

 

エロ事師たち 改版(新潮文庫)  
野坂 昭如 著 
新潮社 
読売新聞 2015/12/27 

2001:08. / ２５８ｐ 
978-4-10-111201-5 
520 円〔本体〕+税 

*9784101112015*

 

日本文学全集<08> 日本霊異記 
[鴨 長明 著, [景戒 編 
河出書房新社 
池澤夏樹個人編集による日本文学全集。08 は、平安時代初期?鎌倉時代初

期の説話集 4 作から、「こぶとり爺さん」の原話など、人間の欲望と無常をユー

モアたっぷりに描いた説話 105 篇を収録。解説付き。 
読売新聞 2015/12/27 

2015:09. / 502p 
978-4-309-72878-0 
2,900 円〔本体〕+税 

*9784309728780*
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懸け橋(ブリッジ)～オバマとブラック・ポリティクス～<上> 
デイヴィッド・レムニック/ 石井 栄司 著 
白水社 
アフリカン・アメリカン出身の大統領の来歴を、「モハメド・アリ」の著者が手練れ

の技で、建国以来のブラック・ポリティクスに位置づける。上は、第 1 章から第

7 章までを収録する。 
読売新聞 2015/12/27 

2014:11. / 418p 
978-4-560-08387-1 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784560083871*

 

懸け橋(ブリッジ)～オバマとブラック・ポリティクス～<下> 
デイヴィッド・レムニック/ 石井 栄司 著 
白水社 
アフリカン・アメリカン出身の大統領の来歴を、「モハメド・アリ」の著者が手練れ

の技で、建国以来のブラック・ポリティクスに位置づける。下は、第 8 章から第

17 章までを収録する。 
読売新聞 2015/12/27 

2014:11. / 394p,8p 
978-4-560-08388-8 
2,900 円〔本体〕+税 

*9784560083888*

 

新しい免疫入門～自然免疫から自然炎症まで～(ブルーバックス B-1896) 
審良 静男/ 黒崎 知博 著 
講談社 

新の知見をふまえ免疫反応の「流れ」を丁寧に説明する今までにない入門

書。あまりに複雑で巧妙なしくみに驚嘆すること間違いなし。 
読売新聞 2015/12/27 

2014:12. / 214p 
978-4-06-257896-7 
860 円〔本体〕+税 

*9784062578967*

 

日本木造遺産～千年の建築を旅する～ 
藤森 照信/ 藤塚 光政 著 
世界文化社 
日本中の個性的かつ風変わりな木造建築を訪ね歩いた紀行エッセイ。日本木

造建築のエッセンスを知る具体的なガイドになっています。 
読売新聞 2015/12/27 

2014:12. / 198p 
978-4-418-14241-5 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784418142415*

 

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

中国のテクストの歴史を遡り、石をめぐる伝説を博捜する。それらを踏まえて 3
つの文学作品を読解し、そのテクスト相関性を明らかにする。 
読売新聞 2015/12/27 

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

*9784588495083*

 

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

不思議な世界に惹かれた著者が、あらゆる現場に飛び込む! 片想いが暴走

する辺境リアルストーリー。『小説すばる』連載に加筆・修正して単行本化。 
読売新聞 2015/12/27 

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

*9784087715842*
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暴力の人類史<上> 
スティーブン・ピンカー/ 幾島 幸子/ 塩原 通緒 著 
青土社 
人類は暴力を根絶することができるのか? 人類の歴史を通観しながら、神経

生物学や脳科学などの知見を駆使し、暴力をめぐる人間の本性を分析。壮大

なスケールで大胆な仮説を提示する、人類の未来に向けた希望の書。 
読売新聞 2015/12/27 

2015:01. / 652p,32p 
978-4-7917-6846-2 
4,200 円〔本体〕+税 

*9784791768462*

 

暴力の人類史<下> 
スティーブン・ピンカー/ 幾島 幸子/ 塩原 通緒 著 
青土社 
私たちは人類史上 も平和な時代に生きている-。人類の歴史を通観しなが

ら、神経生物学や脳科学などの知見を駆使し、暴力をめぐる人間の本性を分

析。壮大なスケールで大胆な仮説を提示する、人類の未来に向けた希望の

書。 
読売新聞 2015/12/27 

2015:01. / 583p,78p 
978-4-7917-6847-9 
4,200 円〔本体〕+税 

*9784791768479*

 

やまと言葉で<日本>を思想する 
竹内 整一 著 
春秋社 
「日本語の哲学」の可能性を求めて、「おのずから」と「みずから」の「あわい」と

いう斬新な視点から、やまと言葉の思索を通して、日本人の思想と感情を究明

する。 
読売新聞 2015/12/27 

2015:03. / 6p,211p 
978-4-393-31300-8 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784393313008*

 

風評の厚き壁を前に～東日本大震災 4 年目の記録～ 
寺島 英弥 著 
明石書店 
震災後 4 年目の被災地の現状とは 
読売新聞 2015/12/27 

2015:04. / 310p 
978-4-7503-4146-0 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784750341460*

 

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

の町」でも農業が再開できる理由…。「福島難しい・面倒くさい」になってしまっ

た人のために、データと理論を用いて、福島の現状を解説する。 
読売新聞 2015/12/27 

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

*9784781613116*

 

ヴィクトリア～英国女王伝～ 
イーディス・シットウェル/ 藤本 真理子 著 
書肆山田 
19 世紀後半?20 世紀に生きた、英国の代表的現代詩人が、先行する同時代

を、詩人ならではの視線、女性ならではの眼差しで、批判と敬愛をこめて描出

した歴史評伝小説の傑作。 
読売新聞 2015/12/27 

2015:03. / 429p 
978-4-87995-910-2 
3,500 円〔本体〕+税 

*9784879959102*
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ほとけさまの図鑑(小学館セレクトムック) 
籔内 佐斗司 著 
小学館 
奈良県のキャラクター「せんとくん」の作者で仏像修復家、彫刻家の藪内佐斗

司が、かわいらしい「ほとけさまキャラ」を描き下ろした仏像拝観の手引。仏像

に由来する仏教の教えを大阪弁で解き明かす「ほとけさま Q&A」も収録。 
読売新聞 2015/12/27 

2015:06. / 95p 
978-4-09-103761-9 
1,100 円〔本体〕+税 

*9784091037619*

 

イタリアのしっぽ 
内田 洋子 著 
集英社 
犬や猫、その他諸々の動物たちと人々が、どのように接しているか。動物との

暮らし方から浮かび上がる人生と心模様を、繊細に描く珠玉のエッセイ 15 篇

を収録。集英社文芸 WEB『レンザブロー』掲載をもとに書籍化。 
読売新聞 2015/12/27 

2015:05. / 230p 
978-4-08-771608-5 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784087716085*

 

長田弘全詩集 
長田 弘 著 
みすず書房 
社会も文化も変容する半世紀に、一筋の柔軟な線を貫いた稀有な詩人、長田

弘。 初の詩集から 50 年、18 冊の詩集、全 471 篇の詩を収録する。書き下

ろし「場所と記憶」も掲載。 
読売新聞 2015/12/27 

2015:04. / 656p,7p 
978-4-622-07913-2 
6,000 円〔本体〕+税 

*9784622079132*

 

第二次世界大戦 1939-45<上> 
アントニー・ビーヴァー/ 平賀 秀明 著 
白水社 
半藤一利氏推薦、大戦の全貌を網羅した通史 
読売新聞 2015/12/27 

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

*9784560084359*

 

芹沢光治良戦中戦後日記 
芹沢 光治良 著 
勉誠出版 
「人間の運命」の著者、芹沢光治良が残した 1941 年から 1948 年までの克明

な日記。戦中戦後の日本知識人の暮らしと思いがわかる貴重な資料。勝呂奏

による詳細な解説を付す。 
読売新聞 2015/12/27 

2015:03. / 551p 
978-4-585-29086-5 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784585290865*

 

原爆供養塔～忘れられた遺骨の 70 年～ 
堀川 惠子 著 
文藝春秋 
広島の平和記念公園にある原爆供養塔には、7 万人もの被爆者の遺骨がひ

っそりとまつられている。氏名や住所がわかっていながら、なぜ無縁仏とされた

のか。引き取り手なき遺骨の謎をたどる本格ノンフィクション。 
読売新聞 2015/12/27 

2015:05. / 359p 
978-4-16-390269-2 
1,750 円〔本体〕+税 

*9784163902692*
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バス停に立ち宇宙船を待つ 
友部 正人 著 
ナナロク社 
東京では穴は夜空に開いていて ニューヨークでは青空に開いている 東京で

ぼくは上昇していかなければならないが ニューヨークではさらに下降していく

のだ(「宇宙船」より) “歌う詩人”友部正人、5 年ぶりの新詩集。 
読売新聞 2015/12/27 

2015:03. / 111p 
978-4-904292-57-0 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784904292570*

 

ネアンデルタール人は私たちと交配した 
スヴァンテ・ペーボ/ 野中 香方子 著 
文藝春秋 
ネアンデルタール人の遺伝子は、現生人類の中に生きていた! 長年の試行

錯誤の末に、新技術「次世代シーケンサー」で約 4 万年前のネアンデルター

ル人の DNA の増幅に成功した科学者が、30 年以上の苦闘のすべてを明か

す。 
読売新聞 2015/12/27 

2015:06. / 365p 
978-4-16-390204-3 
1,750 円〔本体〕+税 

*9784163902043*

 

第二次世界大戦 1939-45<中> 
アントニー・ビーヴァー 著 
白水社 
半藤一利氏推薦、大戦の全貌を網羅した通史 
読売新聞 2015/12/27 

2015:07. / 524p,3p 
978-4-560-08436-6 
3,300 円〔本体〕+税 

*9784560084366*

 

キム・フィルビー～かくも親密な裏切り～ 
ベン・マッキンタイアー/ 小林 朋則 著 
中央公論新社 
冷戦下の世界を震撼させた、英国史上 も悪名高い二重スパイ、キム・フィル

ビー。そのソ連亡命までの 30 年に及ぶ離れ業を、MI6 同僚との血まみれの友

情を軸に描き出す。ジョン・ル・カレによるあとがきも収録。 
読売新聞 2015/12/27 

2015:05. / 447p 
978-4-12-004719-0 
2,700 円〔本体〕+税 

*9784120047190*

 

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

ラー。チャップリンがヒトラーに真っ向から対決を挑んた映画「独裁者」をめぐる

メディア戦争の実相を、知られざる資料を駆使し、スリリングに描く。 
読売新聞 2015/12/27 

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

*9784000238861*

 

実践する神秘主義～普通の人たちに贈る小さな本～ 
イヴリン・アンダーヒル/ 金子 麻里 著 
新教出版社 
神秘主義を、決して特殊な賜物をもつ人たちだけの独占物ではなく、すべて

の人が近づきうる真実な生き方への扉だとする入門書。 
読売新聞 2015/12/27 

2015:05. / 230p 
978-4-400-31078-5 
2,100 円〔本体〕+税 

*9784400310785*
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赤彦とアララギ～中原静子と太田喜志子をめぐって～(季刊文科コレクション) 
福田 はるか 著 
鳥影社・ロゴス企画 
島木赤彦の生涯を、恋人中原静子、歌人太田（若山）喜志子との関係を軸に

多くの資料から調べ、その素顔を明らかにする 
読売新聞 2015/12/27 

2015:06. / 655p 
978-4-86265-509-7 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784862655097*

 

和田悟朗全句集 
和田 悟朗 著, 和田 悟朗/ 藤川 游子 編 
飯塚書店 
あらゆる世界を往還する自在のたましい。俳人であり物理化学者であった和田

悟朗の 70 年に及ぶ句業の集大成。既刊 11 句集に加え、「開眼した!」とする

直近句集「疾走」を収録する。自筆年譜、初句・季語索引付き。 
読売新聞 2015/12/27 

2015:06. / 613p 図版
10p 
978-4-7522-5005-0 
10,000 円〔本体〕+税 

*9784752250050*

 

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

授となり、考えてきたこと～ 
福島 智 著 
致知出版社 
18 歳で光と音を失った著者は、絶望の淵からいかにして希望を見出したのか-
。生きる力と勇気の多くを与えてくれた読書、再生を支えてくれた家族と友…。

著者の盲ろう者としての体験を通して考えたことや思ったことを述べる。 
読売新聞 2015/12/27 

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

*9784800910721*

 

植手通有集<3> 丸山真男研究 
植手 通有 著 
あっぷる出版社 
政治学を専門とした、元成蹊大学教授・植手通有の著作集。3 は、丸山真男

が日本思想史の研究者となってから、1950 年代後半までに発表した主要な論

文をとりあげ、その内容を個別的に検討する。 
読売新聞 2015/12/27 

2015:07. / 267p 
978-4-87177-332-4 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784871773324*

 

第二次世界大戦 1939-45<下> 
アントニー・ビーヴァー 著 
白水社 
半藤一利氏推薦、「歴史認識」のための必読書 
読売新聞 2015/12/27 

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

*9784560084373*

 

ヨーコさんの“言葉” 
佐野 洋子/ 北村 裕花/ 小宮 善彰 著 
講談社 
NHK の人気番組「ヨーコさんの“言葉”」が本に！その胸がすくような言葉で教

えてくれるのは、人生を豊かに生きる方法です。 
読売新聞 2015/12/27 

2015:08. / 175p 
978-4-06-219655-0 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784062196550*
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起源～古代オリエント文明:西欧近代生活の背景～ 
ウィリアム・W.ハロー/ 岡田 明子 著 
青灯社 
都市、文字、手工業、農業と牧畜、遊び、文学、宗教等、古代オリエント世界を

全分野にわたり詳述。西欧の近代生活を形成している様々な要素に対して、

古代オリエントがどれほど貢献したかということを明らかにする。 
読売新聞 2015/12/27 

2015:06. / 643p 
978-4-86228-081-7 
4,800 円〔本体〕+税 

*9784862280817*

 

新・観光立国論～モノづくり国家を超えて～ 
寺島 実郎/ 日本総合研究所 著 
ＮＨＫ出版 
訪日観光客 3000 万人時代に向けて、観光産業を成長産業とするために、

「統合型リゾート(IR)」導入への論点を整理する。脱工業生産力モデル・統合

型リゾートの代表例など、関連するデータや情報も収録。 
読売新聞 2015/12/27 

2015:06. / 237p 
978-4-14-081678-3 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784140816783*

 

幼年画 
原 民喜 著 
サウダージ・ブックス 
戦後 70 年という歴史の節目に原民喜（1905～1951）の文学を紹介。原爆投下

以前の広島の幼年時代を追憶する短編小説集。 
読売新聞 2015/12/27 

2015:07. / 166p 
978-4-907473-05-1 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784907473051*

 

フランシス・クリック～遺伝暗号を発見した男～ 
マット・リドレー/ 田村 浩二 著 
勁草書房 
DNA 構造の発見、遺伝暗号の解読、分子生物学の樹立、そして意識研究へ-
。稀代の生命科学者フランシス・クリックの生涯と、科学という知の営みの尊さ

を描く。 
読売新聞 2015/12/27 

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

*9784326750559*

 

ツァラトゥストラかく語りき(河出文庫 ニ 1-2) 
フリードリヒ・W.ニーチェ/ 佐々木 中 著 
河出書房新社 
あかるく澄み切った日本語による正確無比な翻訳で、いま、ツァラトゥストラが

蘇る。もっとも信頼に足る原典からの初の文庫完全新訳。 
読売新聞 2015/12/27 

2015:08. / 565p 
978-4-309-46412-1 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784309464121*

 

中野のお父さん 
北村 薫 著 
文藝春秋 
新人賞候補者からの思いがけない一言は? 大物作家宛ての手紙に愛の告

白? 若き体育会系文芸編集者の娘と、定年間近の高校国語教師の父が、出

版界で起きた様々な「日常の謎」に挑む! 『オール讀物』掲載を単行本化。 
読売新聞 2015/12/27 

2015:09. / 284p 
978-4-16-390325-5 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784163903255*
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我々はどのような生き物なのか～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 2015/12/27 

2015:09. / 5p,207p,7p 
978-4-00-006227-5 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784000062275*

 

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 
これが、21 世紀の生命科学だ！ 
読売新聞 2015/12/27 

2015:09. / 9p,396p 
978-4-7973-8436-9 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784797384369*

 

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 
新国立競技場問題のキーパーソン待望の語りおろし 
読売新聞 2015/12/27 

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

*9784000610759*

 

スポーツアナウンサー～実況の真髄～(岩波新書 新赤版 1570)  
山本 浩 著 
岩波書店 
サッカー中継のパイオニアとして、ファンの胸に忘れがたい言葉を刻みこんだ

アナウンサーが語る、スポーツ実況論。印象に残る実況とは何が元になってい

るのか。練達の士がスポーツ実況の真髄を伝える。 
読売新聞 2015/12/27 

2015:10. / 5p,196p 
978-4-00-431570-4 
740 円〔本体〕+税 

*9784004315704*

 

くらべてわかるきのこ～原寸大～ 
大作 晃一/ 吹春 俊光 著 
山と渓谷社 
食用きのこ・毒きのこを中心に、日本で見られるきのこ約 440 種類の見分け方

をくらべて紹介。実際の大きさがひと目でわかるよう、写真は原寸大で掲載す

る。用語解説やきのこ観察の基本 10 も収録。 
読売新聞 2015/12/27 

2015:09. / 143p 
978-4-635-06348-7 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784635063487*

 

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

の息子がやってくるのでもう夜のシフトから外しい欲しいと相談があり…。「ファ

ミレスの子供」などを収録。舞城王太郎版百物語。 
読売新聞 2015/12/27 

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

*9784904292617*
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思川の岸辺～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。 
読売新聞 2015/12/27 

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 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。 
読売新聞 2015/12/27 

2015:11. / 338p 
978-4-06-290290-8 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784062902908*

 

源流の記憶～「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 2015/12/27 

2015:09. / 1 冊(ページ

付なし) 
978-4-635-55011-6 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784635550116*

 

鍵の掛かった男([火村シリーズ]) 
有栖川 有栖 著 
幻冬舎 
大阪の小さなホテルで一人の男が死んだ。警察は自殺と断定するが…。密室

よりも冷たく堅く閉じた、孤独な男の壮絶な過去とは。人間の謎を、人生の真

実で射抜いた長編ミステリ。<火村英生シリーズ>13 年ぶりの書き下ろし! 
読売新聞 2015/12/27 

2015:10. / 540p 
978-4-344-02833-3 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784344028333*

 

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。 
読売新聞 2015/12/27 

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

*9784152095718*

 

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)  
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。 
読売新聞 2015/12/27 

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

*9784122061767*
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深夜百太郎<出口> 
舞城 王太郎/ MASAFUMI SANAI 著 
ナナロク社 
夏になると裏山から赤ん坊の声が聞こえてくるのだが、ばあちゃんによればあ

れはアカンボ石っていう穴の空いた石に風が通って鳴っているだけだという

…。「山のアカンボ石」などを収録。写真も掲載。舞城王太郎版百物語。 
読売新聞 2015/12/27 

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

*9784904292624*

 

飢えと窮乏の日々 
ネール・ドフ/ 田中 良知 著 
文遊社 
窮乏のなかで、少女は生き抜いた-。少女時代、食にも事欠くような極貧の世

界に育ち、追い詰められた時には娼婦にまでなった、オランダ出身の女性フラ

ンス語作家ネール・ドフ。その自伝的小説 3 部作をまとめて収録。 
読売新聞 2015/12/27 

2015:11. / 601p 
978-4-89257-114-5 
3,600 円〔本体〕+税 

*9784892571145*

 

へろへろ～雑誌『ヨレヨレ』と「宅老所よりあい」の人々～ 
鹿子 裕文 著 
ナナロク社 
お金も権力もない老人介護施設「よりあい」の人々が、森のような場所に出会

い、土地を手に入れ、必死でお金を集めながら特別養護老人ホームづくりに

挑む! 自分たちの居場所を自分たちの手でつくろうとした人々の実話。 
読売新聞 2015/12/27 

2015:12. / 283p 
978-4-904292-64-8 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784904292648*

 

経済学の宇宙 
岩井 克人 著 
日本経済新聞出版社 
次々と斬新な経済理論を生み出してきた学者・岩井克人。その研究対象や思

想の変遷を、岩井理論をはじめ、様々な経済学説のエッセンスとともに語る。

『日本経済新聞』連載インタビューをもとに再構成。 
読売新聞 2015/12/27、日本経済新聞 2015/12/27 

2015:04. / 4p,490p 
978-4-532-35642-2 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784532356422*

 

ロマネスク美術革命(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。 
読売新聞 2015/12/27、日本経済新聞 2015/12/27 

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

*9784106037757*

 

三四郎 改版(新潮文庫)  
夏目 漱石 著 
新潮社 
日本経済新聞 2015/12/06 

1988:01. / 298p 
978-4-10-101004-5 
340 円〔本体〕+税 

*9784101010045*
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それから 改版(新潮文庫)  
夏目 漱石 著 
新潮社 
日本経済新聞 2015/12/06 

1990:01. / 302p 
978-4-10-101005-2 
460 円〔本体〕+税 

*9784101010052*

 

門 改版(新潮文庫)  
夏目 漱石 著 
新潮社 
日本経済新聞 2015/12/06 

2002:11. / 311p 
978-4-10-101006-9 
400 円〔本体〕+税 

*9784101010069*

 

吾輩は猫である 改版(新潮文庫)  
夏目 漱石 著 
新潮社 
日本経済新聞 2015/12/06 

2003:06. / 610p 
978-4-10-101001-4 
630 円〔本体〕+税 

*9784101010014*

 

神話と日本人の心  
河合 隼雄 著 
岩波書店 
現代人は、いかにして「神話の知」を見いだすことができるのか。日本を代表す

るユング派心理学者であり、独自の物語論を展開する著者が、日本神話の意

味とその魅力をわかりやすく語り、日本人の心性と現代社会の課題をさぐる。 
日本経済新聞 2015/12/06 

2003:07. / 338,12p 
978-4-00-023382-8 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784000233828*

 

神経質の本態と療法～森田療法を理解する必読の原典～ 新版  
森田 正馬 著 
白揚社 
「神経質」と呼ばれる病症の発生条件を明示、本態から分岐して生じる病型を

分類し、他の病類の比較により特質を解説。また、特殊病型に対する療法を

提示することで、その治療的着眼を明らかにする。84 年刊の新版。 
日本経済新聞 2015/12/06 

2004:12. / 279p 
978-4-8269-7136-2 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784826971362*

 

青葉繁れる(文春文庫)  
井上 ひさし 著 
文芸春秋 
日本経済新聞 2015/12/06 

2008:01. / 248p 
978-4-16-711126-7 
543 円〔本体〕+税 

*9784167111267*

 

物理の散歩道 新装版  
ロゲルギスト 著 
岩波書店 
有限の空間にどれだけ物を詰め込めるか? ムダ紙をなくすにはどうすればよ

いか? 日常現象について、物理をこよなく愛する物理学者たちがユニークな

視点で語り合う。 
日本経済新聞 2015/12/06 

2009:09. / 254p 
978-4-00-005960-2 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784000059602*
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吉里吉里人<上巻>(新潮文庫)  
井上 ひさし 著 
新潮社 
日本経済新聞 2015/12/06 

1985:09. / 501p 
978-4-10-116816-6 
710 円〔本体〕+税 

*9784101168166*

 

吉里吉里人<中巻>(新潮文庫)  
井上 ひさし 著 
新潮社 
日本経済新聞 2015/12/06 

1985:09. / 502p 
978-4-10-116817-3 
710 円〔本体〕+税 

*9784101168173*

 

吉里吉里人<下巻>(新潮文庫)  
井上 ひさし 著 
新潮社 
日本経済新聞 2015/12/06 

1985:09. / 520p 
978-4-10-116818-0 
710 円〔本体〕+税 

*9784101168180*

 

3M の挑戦～創造性を経営する～  
野中郁次郎/ 清沢達夫 著 
日本経済新聞出版社 
日本経済新聞 2015/12/06 

1987:01. / 308p 
978-4-532-08753-1 
1,505 円〔本体〕+税 

*9784532087531*

 

イワン・デニーソヴィチの一日 改版(新潮文庫)  
ソルジェニーツィン/ 木村 浩 著 
新潮社 
日本経済新聞 2015/12/06 

2005:11. / 278p 
978-4-10-213201-2 
490 円〔本体〕+税 

*9784102132012*

 

徒然草～現代語訳付き～ 新版(角川ソフィア文庫 A311-1)  
兼好法師 著 
KADOKAWA 
無常観のなかに中世の現実を見据えた視点をもつ兼好の名随筆集。歴史、

文学の双方の領域にわたる該博な知識をそなえた著者が、本文、注釈、現代

語訳のすべてを再検証。これからの新たな規準となる決定版。 
日本経済新聞 2015/12/06 

2015:03. / 475p 
978-4-04-400118-6 
1,080 円〔本体〕+税 

*9784044001186*

 

学術書を書く 
鈴木 哲也/ 高瀬 桃子 著 
京都大学学術出版会 
Publish and Perish──ただ書いても評価されない時代に、読まれるものをどう書

くか。その原理と方法を探る。 
日本経済新聞 2015/12/06 

2015:09. / 155p 
978-4-87698-884-6 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784876988846*
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FAILING FAST～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 
迷走するヤフーの CEO に 37 歳で抜擢されたマリッサ・メイヤーの奮闘記 
日本経済新聞 2015/12/06 

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

*9784041033883*

 

世界地図が語る 12 の歴史物語 
ジェリー・ブロトン/ 西澤 正明 著 
バジリコ 
権力、偏見、信仰、欲望、科学、情報。プトレマイオスの「地理学」からヨアン・

ブラウの「大地図帳」、グーグルアースまで、12 点の世界地図を媒介にして文

明史の実相を読み解く。カラー図版多数収録。 
日本経済新聞 2015/12/06 

2015:10. / 543p,24p 
図版 48p 
978-4-86238-223-8 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784862382238*

 

経済統合の新世紀～元通商交渉トップの回想と提言～ 
畠山 襄 著 
東洋経済新報社 
自由貿易は日本経済の生命線である-。日本の FTA(自由貿易協定)を推し進

めてきた第一人者が、自身の経験をもとに各国 FTA 戦略にひそむエピソード

を紹介し、わが国の通商政策の未来を展望する。 
日本経済新聞 2015/12/06 

2015:11. / 350p 
978-4-492-44420-7 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784492444207*

 

夫婦の散歩道(河出文庫 つ 3-2) 
津村 節子 著 
河出書房新社 
吉村昭と歩んだ五十余年。人生の哀歓を分かち合った夫婦の歳月を描く感動

のエッセイ。巻末に「自分らしく逝った夫・吉村昭」を収録。 
日本経済新聞 2015/12/06 

2015:11. / 217p 
978-4-309-41418-8 
780 円〔本体〕+税 

*9784309414188*

 

ブレンワルドの幕末・明治ニッポン日記～知られざるスイス・日本の交流史～ 
横浜開港資料館 編 
日経ＢＰ社 
激動の幕末期、日本とスイスとの通商条約を結ぶために来日し、その後、横浜

で貿易商社を設立したカスパー・ブレンワルド。彼が残した貴重な日記を題材

に、日本とスイスとの交流やスイス人のアジアへの進出の歴史を紹介する。 
日本経済新聞 2015/12/06 

2015:10. / 252p 図版
16p 
978-4-8222-5112-3 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784822251123*

 

ロボットの脅威～人の仕事がなくなる日～ 
マーティン・フォード/ 松本 剛史 著 
日本経済新聞出版社 
残酷な産業革命の到来! 雇用はロボットに代替され、ブルーワーカー、ホワイ

トカラーを問わず仕事は消滅する-。シリコンバレーの起業家が、進歩を加速さ

せるテクノロジーが経済や社会全体に及ぼす影響を明らかにする。 
日本経済新聞 2015/12/06 

2015:10. / 409p 
978-4-532-35663-7 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784532356637*
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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)  
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。 
日本経済新聞 2015/12/06 

2015:10. / 2p,228p 
978-4-12-102344-5 
800 円〔本体〕+税 

*9784121023445*

 

アトランティスへの旅～失われた大陸を求めて～ 
マーク・アダムス/ 森 夏樹 著 
青土社 
一夜にして海底に没したとされる幻の大陸アトランティスは、なぜ今も多くの

人々を魅了するのか。アトランティスに取り憑かれた世界中の人たちに取材を

重ね、独自の調査で新しいアトランティス像を浮かび上がらせる。 
日本経済新聞 2015/12/06 

2015:11. / 393p,7p 
978-4-7917-6898-1 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784791768981*

 

東京大学第二工学部～なぜ、9 年間で消えたのか～(祥伝社新書 448)  
中野 明 著 
祥伝社 
1942 年に開学し、わずか 9 年間で閉学となった東京大学第二工学部。多くの

人材を輩出し、戦時中には 新兵器の開発に携わり、戦後は「戦犯学部」と蔑

称された。その知られざる実態とともに、戦後日本経済の歩みを追う。 
日本経済新聞 2015/12/06 

2015:12. / 216p 
978-4-396-11448-0 
780 円〔本体〕+税 

*9784396114480*

 

忠臣蔵映画と日本人～<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―。 
日本経済新聞 2015/12/06 

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

*9784864050845*

 

「私」をつくる～近代小説の試み～(岩波新書 新赤版 1572)  
安藤 宏 著 
岩波書店 
小説とは言葉で世界をつくること。その仕掛けの鍵は、「私」-。「私」とは何か、

小説とは? 漱石や太宰らの作品を鮮やかに分析。近代小説の本質に迫る、全

く新しい小説入門。 
日本経済新聞 2015/12/06、朝日新聞 2015/12/13 

2015:11. / 6p,204p 
978-4-00-431572-8 
760 円〔本体〕+税 

*9784004315728*

 

「戦後保守」は終わったのか～自民党政治の危機～(角川新書 K-60)  
日本再建イニシアティブ 編 
KADOKAWA 
右傾化が進む自民党。戦後を支えた中道保守は崩壊したのか 
日本経済新聞 2015/12/06、朝日新聞 2015/12/20 

2015:11. / 335p 
978-4-04-082053-8 
860 円〔本体〕+税 

*9784040820538*
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震災復興の政治経済学～津波被災と原発危機の分離と交錯～ 
齊藤 誠 著 
日本評論社 
震災復興で過大な、原発危機対応で過小な政策的な構えがもたらした巨大な

無駄と無責任を問いながら、合理的政策の可能性を追求。 
日本経済新聞 2015/12/06、朝日新聞 2015/12/20、朝日新聞 2015/12/27 

2015:10. / 6p,346p 
978-4-535-55829-8 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784535558298*

 

アメリカを変えた夏 1927 年 
ビル・ブライソン 著 
白水社 
底知れぬ楽天主義と悪徳に満ちた「大国」の姿 
日本経済新聞 2015/12/06、朝日新聞 2015/12/27 

2015:10. / 581p,22p 
978-4-560-08466-3 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784560084663*

 

解決!空き家問題(ちくま新書 1153)  
中川 寛子 著 
筑摩書房 
親が空き家を残しても、もう怖くない! 過剰な住宅供給のツケで、顕在化する

空き家問題。空き家の現状と活用を阻む 4 つの要因を分析し、それを打開す

る試みを、3 つの立地条件別に豊富な具体例で紹介する。 
日本経済新聞 2015/12/06、読売新聞 2015/12/20 

2015:11. / 253p 
978-4-480-06858-3 
820 円〔本体〕+税 

*9784480068583*

 

「フランスかぶれ」の誕生～「明星」の時代 1900-1927～ 
山田 登世子 著 
藤原書店 
文語から口語へと日本の文学が移りゆくなか、フランスから脈々と注ぎこまれた

都市的詩情とは何だったのか。その媒体となった雑誌『明星』や作家などを通

じて、「フランス憧憬」が生んだ日本近代文学の系譜を描く。 
日本経済新聞 2015/12/06、毎日新聞 2015/12/06 

2015:10. / 271p 
978-4-86578-047-5 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784865780475*

 

クリスマス・キャロル(光文社古典新訳文庫)  
ディケンズ/ 池 央耿 著 
光文社 
日本経済新聞 2015/12/13 

2006:11. / 192p 
978-4-334-75115-9 
419 円〔本体〕+税 

*9784334751159*

 

陸奥宗光とその時代  
岡崎 久彦 著 
ＰＨＰ研究所 
激動の時代に日本の命運を担い、日本近代外交の基礎を築いた陸奥宗光。

明治日本の存続と尊厳を守り抜いた外交官の波乱の生涯を描く。 
日本経済新聞 2015/12/13 

2009:11. / 569p 
978-4-569-77588-3 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784569775883*

 

蹇蹇録～日清戦争外交秘録～ 新訂(岩波文庫)  
陸奥宗光/ 中塚明 著 
岩波書店 
日本経済新聞 2015/12/13 

2008:07. / 440p 
978-4-00-331141-7 
1,080 円〔本体〕+税 

*9784003311417*
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クリスマス・キャロル(新潮文庫 テ-3-12)  
ディケンズ 著 
新潮社 
日本経済新聞 2015/12/13 

2011:11. / 189p 
978-4-10-203009-7 
400 円〔本体〕+税 

*9784102030097*

 

ザ・セカンド・マシン・エイジ 
エリック・ブリニョルフソン/ アンドリュー・マカフィー 著 
日経ＢＰ社 
さあ、マシン(人工知能)と分業する時代をどう生きる? 「機械との競争」のマサ

チューセッツ工科大学のコンビが贈る近未来経済学。膨大な調査・研究に基

づき、テクノロジーと未来を描く。 
日本経済新聞 2015/12/13 

2015:08. / 434p 
978-4-8222-5099-7 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784822250997*

 

インダストリー4.0～ドイツ第 4 次産業革命が与えるインパクト～(B&T ブック

ス) 
岩本 晃一 著 
日刊工業新聞社 
インターネットによりコミュニケーション手段が激変したように、今、ものづくりに

もネット革命の大波が押し寄せている。インダストリー4.0 を取り巻くドイツや日

本の動きをより深く、多面的に紹介する。 
日本経済新聞 2015/12/13 

2015:07. / 186p 
978-4-526-07446-2 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784526074462*

 

決定版 インダストリー4.0～第 4 次産業革命の全貌～  
尾木 蔵人 著 
東洋経済新報社 
注目される第四の産業革命。独インダストリー4.0 や米国インダストリアルインタ

ーネット、そして日本のものづくりの未来がわかる! 
日本経済新聞 2015/12/13 

2015:09. / 210p 
978-4-492-76221-9 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784492762219*

 

「デジタル遺品」が危ない～そのパソコン遺して逝けますか?～(ポプラ新書 
070)  
萩原 栄幸 著 
ポプラ社 
パソコン利用率上昇に伴い、急増する「デジタル遺品」トラブル。情報セキュリ

ティを専門に活動する著者が、トラブルの実例や、デジタル遺品を処理するた

めの手順、自分の死後に家族を困らせないための生前整理などを紹介する。 
日本経済新聞 2015/12/13 

2015:10. / 164p 
978-4-591-14735-1 
780 円〔本体〕+税 

*9784591147351*

 

中国の産業スパイ網～世界の先進技術や軍事技術はこうして漁られている

～ 
ウィリアム・C.ハンナス/ ジェームズ・マルヴィノン/ アンナ・B.プイージ/ 玉置 

悟 著 
草思社 
必要とする技術をあらゆる方法を使って入手し、それを兵器や製品に変えるた

めに作り上げられた国家ぐるみの恐るべきシステム。中国の状況に通暁する専

門家チームが詳細に分析し、その重大性を警告する。 
日本経済新聞 2015/12/13 

2015:09. / 358p 
978-4-7942-2154-4 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784794221544*
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迷子たちの街 
パトリック・モディアノ/ 平中 悠一 著 
作品社 
さよなら、パリ。ほんとうに愛したただひとりの女…。2014 年ノーベル文学賞に

輝く《記憶の芸術家》モディアノ、魂の叫び！ 
日本経済新聞 2015/12/13 

2015:09. / 212p 
978-4-86182-551-4 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784861825514*

 

揺れる大欧州～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。 
日本経済新聞 2015/12/13 

2015:10. / 7p,241p,18p
978-4-00-025421-2 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784000254212*

 

童謡の近代～メディアの変容と子ども文化～(岩波現代全書 076) 
周東 美材 著 
岩波書店 
近代日本で子どもはいかに文化の担い手となったのか。「童謡」を大衆文化へ

と発展させた北原白秋、鈴木三重吉らの活動を追い、歌声文化の魅力と変容

を、雑誌『赤い鳥』とその周辺のメディア産業に探る。 
日本経済新聞 2015/12/13 

2015:10. / 8p,277p 
978-4-00-029176-7 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784000291767*

 

ナチスの戦争 1918-1949～民族と人種の戦い～(中公新書 2329)  
リチャード・ベッセル 著 
中央公論新社 
ナチスが主導した「民族と人種の戦い」とは何だったのか。ナチズムの核心を

人種戦争と捉え、そのイデオロギーの本質を抉り出し、「狂信的な意志」による

戦争の全過程、その余波までを描き出す。 
日本経済新聞 2015/12/13 

2015:09. / 339p 
978-4-12-102329-2 
960 円〔本体〕+税 

*9784121023292*

 

寝ころび読書の旅に出た(ちくま文庫 し 45-2)  
椎名 誠 著 
筑摩書房 
小学生の頃に読んだ「十五少年漂流記」「さまよえる湖」に触発され、やがてか

つての探検家のあとを追って辺境の旅にでる。そこで新たな冒険を刺激する

本に出会う-。人生の「力」になった本について綴る。 
日本経済新聞 2015/12/13 

2015:11. / 300p 
978-4-480-43301-5 
800 円〔本体〕+税 

*9784480433015*

 

シャオミ 爆買いを生む戦略～買わずにはいられなくなる新しいものづくりと

売り方～  
黎 万強 著 
日経ＢＰ社 
マニアの心をつかむものづくり、SNS を駆使する、徹底したユーザーサポート

…。設立 6 年で年 8000 万台のスマホを売りまくる中国の新興メーカー、シャ

オミの創業者が、知られざる手法を明かす。 
日本経済新聞 2015/12/13 

2015:10. / 317p 
978-4-8222-5111-6 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784822251116*
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日本型インダストリー4.0 
長島 聡 著 
日本経済新聞出版社 
ドイツと日本のものづくりに精通した著者が、ドイツ発「第 4 次産業革命」のコン

セプトとその影響を、「つながる」「代替する」「創造する」をキーワードに明快に

解説。 新事例をベースに日本企業がとるべき道筋を指し示す。 
日本経済新聞 2015/12/13 

2015:10. / 257p 
978-4-532-32035-5 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784532320355*

 

クリスマス・キャロル 
チャールズ・ディケンズ/ 井原 慶一郎 著 
春風社 
読みやすい新訳決定版。詳註と解説付き 
日本経済新聞 2015/12/13 

2015:11. / 256p 
978-4-86110-474-9 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784861104749*

 

日韓<歴史対立>と<歴史対話>～「歴史認識問題」和解の道を考える～ 
鄭 在貞/ 坂井 俊樹/ 金 廣植/ 徐 凡喜 著 
新泉社 
韓国と日本が解放、敗戦以後今日まで、歴史問題の処理をめぐって、いかな

る態度と方向性を示してきたのかを検討し、韓国と日本が歴史認識の対立を

克服するために、どんな対話と研究を協力して推進してきたのかを明らかにす

る。 
日本経済新聞 2015/12/13 

2015:11. / 310p 
978-4-7877-1506-7 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784787715067*

 

仮面の日米同盟～米外交機密文書が明かす真実～(文春新書 1053)  
春名 幹男 著 
文藝春秋 
「アメリカが日本を守ってくれる」は幻想だ! 国会論戦で取り上げられなかった

日米同盟の現状とその裏側を、機密解除された日米の公文書を紹介しながら

暴いていく。安保法制を根底から揺るがす一冊。 
日本経済新聞 2015/12/13 

2015:11. / 269p 
978-4-16-661053-2 
800 円〔本体〕+税 

*9784166610532*

 

《原爆の図》全国巡回～占領下、100 万人が観た!～ 
岡村 幸宣 著 
新宿書房 
1950 年、丸木夫妻の手によって広島原爆投下の惨禍が描かれた。小さな「原

爆の図展」はやがて日本列島各地へ燎原の火のように広がっていく。全国巡

回展の知られざる実態を明らかにする。映画「原爆の図」シナリオも収録。 
日本経済新聞 2015/12/13 

2015:10. / 290p 
978-4-88008-458-9 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784880084589*

 

悲しみの秘義～若松英輔エッセイ集～ 
若松 英輔 著 
ナナロク社 
深い悲しみのなか、勇気をふりしぼって生きている人は皆、見えない涙が胸を

流れることを知っている-。耳をすます、小さな声で勇気と希望に語りかける、25
編のエッセイを収録。『日本経済新聞』夕刊掲載を改稿して単行本化。 
日本経済新聞 2015/12/13、朝日新聞 2015/12/27 

2015:11. / 150p 
978-4-904292-65-5 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784904292655*
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ローカル志向の時代～働き方、産業、経済を考えるヒント～(光文社新書 
788)  
松永 桂子 著 
光文社 
都市と農村のフラット化、新たなスタイルの自営業、地場産業、クラウドファンデ

ィング…。現在の「ローカル志向」を解き明かすために、「地域」をベースにし

て、経済や消費、産業の領域から個人と社会の方向性について考える。 
日本経済新聞 2015/12/13、読売新聞 2015/12/20 

2015:11. / 205p 
978-4-334-03891-5 
740 円〔本体〕+税 

*9784334038915*

 

音楽の未来を作曲する 
野村 誠 著 
晶文社 
老人ホーム、動物園、銭湯……生きた音楽を求めて頻繁にフィールドワークを

行なう現代音楽家が、自身の発想と実践をまとめた一冊！ 
日本経済新聞 2015/12/13、日本経済新聞 2015/12/27 

2015:10. / 285p 
978-4-7949-6894-4 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784794968944*

 

歴史の終わり<上> 新装新版 歴史の「終点」に立つ最後の人間  
フランシス・フクヤマ/ 渡部 昇一 著 
三笠書房 
これからの歴史はどう進展するのか。かつてこれほど世界中で話題をさらった

歴史書はない。今の日本人に一番必要な「気概」を説く名著。 
日本経済新聞 2015/12/20 

2005:05. / 332p 
978-4-8379-5656-3 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784837956563*

 

歴史の終わり<下> 新装新版 「歴史の終わり」後の「新しい歴史」の始まり  
フランシス・フクヤマ/ 渡部 昇一 著 
三笠書房 
日本経済新聞 2015/12/20 

2005:05. / 317p 
978-4-8379-5657-0 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784837956570*

 

文明の生態史観 改版(中公文庫)  
梅棹 忠夫 著 
中央公論社 
日本経済新聞 2015/12/20 

1998:01. / 349p 
978-4-12-203037-4 
743 円〔本体〕+税 

*9784122030374*

 

現代語訳東海道中膝栗毛<上>(岩波現代文庫)  
十返舎 一九 著 
岩波書店 
遊び人弥次郎兵衛と、その食客北八の江戸っ子 2 人組が、借金取りから逃れ

るため、東海道を辿る旅に出る。江戸期のベストセラーを原作のリズムを伝える

現代語訳で収録。上は、江戸から桑名までの旅路を収める。 
日本経済新聞 2015/12/20 

2014:07. / 11p,284p 
978-4-00-602242-6 
980 円〔本体〕+税 

*9784006022426*

 

経済学者、未来を語る～新「わが孫たちの経済的可能性」～ 
ダロン・アセモグル/ 小坂 恵理 著, ダロン・アセモグル/ イグナシオ・パラシ

オス=ウエルタ 編 
ＮＴＴ出版 
トップ経済学者たちが予測する、これからの 100 年！ 
日本経済新聞 2015/12/20 

2015:01. / 295p 
978-4-7571-2335-9 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784757123359*
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GDP～<小さくて大きな数字>の歴史～ 
ダイアン・コイル/ 高橋 璃子 著 
みすず書房 
GDP(国内総生産)計算の先駆的試みから、1940 年代における誕生、戦後の

黄金期を経て、現在直面する限界と課題までを歴史的にたどり、GDP は何を

測るのか、21 世紀にふさわしい経済指標とは何かを明らかにする。 
日本経済新聞 2015/12/20 

2015:08. / 149p,13p 
978-4-622-07911-8 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784622079118*

 

日本のイノベーションのジレンマ～破壊的イノベーターになるための 7 つのス

テップ～ 
玉田 俊平太 著 
翔泳社 
テレビ、携帯電話、カメラ――日本企業が陥った『イノベーションのジレンマ』

と、『イノベーションの解』に基づく処方箋 
日本経済新聞 2015/12/20 

2015:09. / 297p,7p 
978-4-7981-2821-4 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784798128214*

 

薬石としての本たち 
南木 佳士 著 
文藝春秋 
若月俊一「村で病気とたたかう」、大森荘蔵「流れとよどみ 哲学断章」、丘沢静

也「マンネリズムのすすめ」…。8 冊の本に触れながら、「わたし」の来歴を語る

エッセイ集。 
日本経済新聞 2015/12/20 

2015:09. / 189p 
978-4-16-390336-1 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784163903361*

 

ハウス・オブ・デット～銀行でもなく、国家でもなく、個人を救え～ 
アティフ・ミアン/ アミール・サフィ 著 
東洋経済新報社 
深刻な景気後退は、個人に借金をさせすぎる金融システムの構造的問題であ

り、金融危機は人災である-。家計債務が、景気後退を長引かせる「原因」であ

るとし、そのメカニズムを明らかにする。 
日本経済新聞 2015/12/20 

2015:10. / 
12p,268p,23p 
978-4-492-31459-3 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784492314593*

 

フランドルの四季暦 
マリ・ゲヴェルス/ 宮林 寛 著 
河出書房新社 
園芸家のバイブルといわれる幻の名著。植物を中心に、四季の移ろいと人々

の営みを美しく描く詩的散文集。描き下ろし植物画多数掲載。 
日本経済新聞 2015/12/20 

2015:11. / 230p 
978-4-309-20693-6 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784309206936*

 

帝国議会～<戦前民主主義>の五七年～(講談社選書メチエ 612)  
村瀬 信一 著 
講談社 
戦前の議会は、本当に無力だったのか？貧乏代議士は政治に何を夢見たの

か？現在の国会の原点、「帝国議会」の誕生から終焉まで。 
日本経済新聞 2015/12/20 

2015:11. / 286p 
978-4-06-258615-3 
1,750 円〔本体〕+税 

*9784062586153*
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ハイデガー哲学入門～『存在と時間』を読む～(講談社現代新書 2341)  
仲正 昌樹 著 
講談社 
なぜ『存在と時間』は 20 世紀を熱狂させたのか。「実存」や「存在」に関する問

いかけは人生にどのような意味があるのか等に答える。 
日本経済新聞 2015/12/20 

2015:11. / 260p 
978-4-06-288341-2 
820 円〔本体〕+税 

*9784062883412*

 

ロゴスの市 
乙川 優三郎 著 
徳間書店 
翻訳家と同時通訳の宿命的な旅路。静謐な熱情で女を見守る男。女は確かな

ものしか追わない-。言語の海を漂う男と女の、切なく美しく狂おしい“意表をつ

く愛の形”を描く長篇。『読楽』掲載に加筆・修正して単行本化。 
日本経済新聞 2015/12/20 

2015:11. / 262p 
978-4-19-864042-2 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784198640422*

 

ザ・カジノ・シティ～ラスベガスを作り変えた知られざるホテル王の物語～ 
デヴィッド・G.シュワルツ/ 児島 修 著 
日経ＢＰ社 
ラスベガスでカジノ産業が勃興・発展し、その後、総合リゾートとして変貌を遂

げるプロセスを、カジノ王と呼ばれ「シーザーズ・パレス」や「サーカス・サーカ

ス」を創り上げたジェイ・サルノの波乱に満ちた生涯を通じて描く。 
日本経済新聞 2015/12/20 

2015:11. / 446p 
978-4-8222-5065-2 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784822250652*

 

美術館の舞台裏～魅せる展覧会を作るには～(ちくま新書 1158)  
高橋 明也 著 
筑摩書房 
美術品の保存と研究を旨とする美術館に、今、商業化とグローバル化の波が

押し寄せている。マージナルな環境にあった日本の美術館に今必要とされて

いることを多角的に考える。 
日本経済新聞 2015/12/20 

2015:12. / 218p 
978-4-480-06861-3 
780 円〔本体〕+税 

*9784480068613*

 

日本の若者はなぜ希望を持てないのか～日本と主要 6 カ国の国際比較～ 
鈴木 賢志 著 
草思社 
やはり日本は若者にきつい国だった! 日本およびアメリカ、イギリス、スウェー

デン、フランス、ドイツ、韓国で実施された若者調査を基に、気鋭の政治社会

学者が日本を覆う閉塞感の正体と解決策に迫る。 
日本経済新聞 2015/12/20 

2015:11. / 205p 
978-4-7942-2167-4 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784794221674*

 

世界収集家 
イリヤ・トロヤノフ/ 浅井 晶子 著 
早川書房 
さあ、いまだ見ぬ世界へ! 大英帝国の冒険家、リチャード・バートンの旅がはじ

まる-。「千夜一夜物語」の翻訳者としても知られる人物の生涯を、世界的に評

価されるブルガリア系ドイツ人作家が詩情豊かに描き上げた長篇小説。 
日本経済新聞 2015/12/20 

2015:11. / 692p 
978-4-15-209579-4 
3,500 円〔本体〕+税 

*9784152095794*
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上を向いて歩こう～奇跡の歌をめぐるノンフィクション～(小学館文庫 さ 24-
1)  
佐藤 剛 著 
小学館 
中村八大作曲、永六輔作詞、坂本九が歌った「上を向いて歩こう」は、全米ヒッ

トチャート 1 位の快挙を達成し、全世界でヒットした。この奇跡の歌の誕生のい

きさつと歩みを、膨大な資料と綿密な取材を基に明らかにする。 
日本経済新聞 2015/12/20 

2015:12. / 413p 
978-4-09-406242-7 
710 円〔本体〕+税 

*9784094062427*

 

禁断のスカルペル 
久間 十義 著 
日本経済新聞出版社 
生きる望みを失った女性医師が、流れ着いた東北の病院で目にしたのは、卓

抜な技術を持つ医師たちによる禁断の手術だった…。修復腎移植と 3.11 を

背景に描く、魂の再生の物語。『日本経済新聞』連載を単行本化。 
日本経済新聞 2015/12/20 

2015:11. / 459p 
978-4-532-17137-7 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784532171377*

 

革命とパンダ～日本人はなぜ中国のステレオタイプをつくりだすのか～ 
張 予思 著 
イースト・プレス 
「嫌中」の源流にあった、「親中」の時代…。「革命」と「パンダ」を中国のステレ

オタイプとして論じ、1960 年?1970 年代の日本社会は中国イメージをユートピ

アとして構築していたことを明らかにする。 
日本経済新聞 2015/12/20 

2015:11. / 238p 
978-4-7816-1377-2 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784781613772*

 

芸術と科学のあいだ 
福岡 伸一 著 
木楽舎 
芸術と科学のあいだに共通して存在するもの。それは、この世界の繊細さとそ

の均衡の妙に驚くこと、そしてそこにうつくしさを感じるセンスである-。生物学

者・福岡伸一による芸術深読み論。『日本経済新聞』連載を書籍化。 
日本経済新聞 2015/12/20 

2015:11. / 315p 
978-4-86324-093-3 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784863240933*

 

氷(氷三部作 2) 
ウラジーミル・ソローキン/ 松下 隆志 著 
河出書房新社 
21 世紀初頭のモスクワで世界の再生を目指す謎の集団。氷のハンマーで覚

醒する金髪碧眼の男女。世界的な評価の高い作家の代表作。 
日本経済新聞 2015/12/27 

2015:01. / 348p 
978-4-309-20669-1 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784309206691*

 

指の骨 
高橋 弘希 著 
新潮社 
太平洋戦争中、激戦地となった南洋の島で、野戦病院に収容された若き兵士

は何を見たのか-。戦争を知らない世代が圧倒的リアリティで描く、新世紀戦争

文学。『新潮』掲載を書籍化。 
日本経済新聞 2015/12/27 

2015:01. / 122p 
978-4-10-337071-0 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784103370710*
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永い言い訳 
西川 美和 著 
文藝春秋 
長年連れ添った妻・夏子を突然のバス事故で失った、人気作家の津村啓。同

じ事故で母親を失った一家と出会い、はじめて夏子と向き合いはじめるが…。

死者と残された者たちの絆の不確かさを描く、感涙の物語。 
日本経済新聞 2015/12/27 

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

*9784163902142*

 

糧は野に在り～現代に息づく縄文的生活技術～ 
かくま つとむ 著 
農山漁村文化協会 
自然を見る達人の眼、今も息づく縄文の知恵 
日本経済新聞 2015/12/27 

2015:04. / 310p 
978-4-540-14196-6 
2,700 円〔本体〕+税 

*9784540141966*

 

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

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

の民衆の熱狂に政治的解放の原動力を見出すさまを描いた自伝的著作。 
日本経済新聞 2015/12/27 

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

*9784865030228*

 

世界のなかの日本経済～不確実性を超えて～<7> 拡大する直接投資と日

本企業 
清田 耕造 著 
ＮＴＴ出版 
日本経済が生き残るために、企業はグローバル化しなければならない! 
日本経済新聞 2015/12/27 

2015:05. / 224p 
978-4-7571-2319-9 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784757123199*

 

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

生きと動いていた…。怜悧な知性と優しいまなざしが交差する全 15 篇を収録

した、アメリカ SF の新鋭がおくる短篇集。 
日本経済新聞 2015/12/27 

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

*9784153350205*

 

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

の危機を主題にした世界情勢論。エマニュエル・トッドがインタビューに答え、

ドイツの覇権の浮上、ロシアとの紛争の激化などを論じる。 
日本経済新聞 2015/12/27 

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

*9784166610242*
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朝が来る 
辻村 深月 著 
文藝春秋 
「子どもを、返してほしいんです」 親子 3 人で穏やかに暮らす栗原家に、ある

朝かかってきた一本の電話。電話口の女が口にした「片倉ひかり」は、確かに

息子の産みの母の名だった…。『別册文藝春秋』連載を単行本化。 
日本経済新聞 2015/12/27 

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

*9784163902739*

 

遅日の岸～句集～ 
村上 鞆彦 著 
ふらんす堂 
クローバーに置く制服の上着かな どの実にも色ゆきみちて実むらさき 抱きあ

げし子の夏帽子落ちにけり 著者が 10 代、20 代、そして 35 歳の現在に至る

までの作品より 325 句を自選して収めた第一句集。 
日本経済新聞 2015/12/27 

2015:04. / 165p 
978-4-7814-0761-6 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784781407616*

 

経済データと政策決定～速報値と確定値の間の不確実性を読み解く～ 
小巻 泰之 著 
日本経済新聞出版社 
日々扱う経済データの速報はいずれ改定される。状況に応じてデータの不確

実性をどう見抜き、妥当な判断をどう行うべきか。1990 年代以降の経済政策の

分析を通じて、数値データの解釈と読み方を検証する。 
日本経済新聞 2015/12/27 

2015:05. / 20p,314p 
978-4-532-13461-7 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784532134617*

 

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

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

声、珠玉の 18 篇。 
日本経済新聞 2015/12/27 

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

*9784783734659*

 

幼児教育の経済学 
ジェームズ・J.ヘックマン 著 
東洋経済新報社 
なぜ幼少期に積極的に教育すべきなのか? 早い時期からの教育で、人生が

どう変わるのか? 子供の人生を豊かにし、効率性と公平性を同時に達成できる

教育を、経済学の世界的権威が徹底的に議論する。 
日本経済新聞 2015/12/27 

2015:06. / 127p 
978-4-492-31463-0 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784492314630*

 

ビットとデシベル～歌集～(現代歌人シリーズ 5) 
フラワーしげる 著 
書肆侃侃房 
靴ひもをつないでぼくたちはかれを降ろして世界を救った かくのごとく卑劣な

日の性欲も食欲もつねと変わらずねえムーミン 西崎憲×短歌=フラワーしげる

が、短歌のルールや伝統を逸脱し自由に綴った第 1 歌集。 
日本経済新聞 2015/12/27 

2015:07. / 171p 
978-4-86385-190-0 
2,100 円〔本体〕+税 

*9784863851900*
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鳥の会議 
山下 澄人 著 
河出書房新社 
ぼくの左目はまさしにどつかれて腫れていた。それを知った神永たちは仕返し

にゲーセンへ向かうが…少年が見つめた〈生命〉の傷跡。 
日本経済新聞 2015/12/27 

2015:07. / 211p 
978-4-309-02394-6 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784309023946*

 

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～ 
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 2015/12/27 

2015:08. / 19p,394p 
978-4-326-50411-4 
4,800 円〔本体〕+税 

*9784326504114*

 

希望のかたわれ 
メヒティルト・ボルマン/ 赤坂 桃子 著 
河出書房新社 
チェルノブイリの立入禁止区域に住む女性と行方不明の娘。戦争と原発の暗

い記憶を描く人間ミステリ。独語圏推理作家協会賞 終候補。 
日本経済新聞 2015/12/27 

2015:08. / 314p 
978-4-309-20681-3 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784309206813*

 

暮れてゆくバッハ～歌集～(現代歌人シリーズ 6) 
岡井 隆 著 
書肆侃侃房 
ヨハン・セバスチャン・バッハの小川暮れゆきて水の響きの高まるころだ さびし

さの糸魚川すぎ前方に待ち受けをらむ蛇の口見ゆ 短歌、詩、随筆のほか、著

者直筆の挿画等をカラーで収録する。 
日本経済新聞 2015/12/27 

2015:08. / 168p 
978-4-86385-192-4 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784863851924*

 

捜索者～西部劇の金字塔とアメリカ神話の創生～ 
グレン・フランクル/ 高見 浩 著 
新潮社 
19 世紀に起きたインディアンによる白人少女の拉致事件。西部開拓史におけ

る「神話的悲劇」として語り継がれる事件の真相を追い、名匠ジョン・フォード監

督がこの物語を西部劇屈指の作品へと昇華するまでを克明に描く。 
日本経済新聞 2015/12/27 

2015:08. / 525p 
978-4-10-506931-5 
3,400 円〔本体〕+税 

*9784105069315*

 

世界の辺境とハードボイルド室町時代 
高野 秀行/ 清水 克行 著 
集英社インターナショナル 
現代ソマリランドと室町日本は驚くほど似ていた！ 世界観が覆される快感が

味わえる、人気ノンフィクション作家と歴史家による“超時空“対談。世界の辺境

を知れば、日本史の謎が解けてくる。 
日本経済新聞 2015/12/27 

2015:08. / 314p 
978-4-7976-7303-6 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784797673036*
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ガイトナー回顧録～金融危機の真相～ 
ティモシー・F.ガイトナー/ 伏見 威蕃 著 
日本経済新聞出版社 
ニューヨーク連銀総裁、オバマ政権初代財務長官として、大恐慌以来 悪の

金融危機対応の 前線に立ってきたガイトナー。日本の「失われた 10 年」を

熟知し、抜本的な金融改革を遂行した闘いのすべてを赤裸々に語る。 
日本経済新聞 2015/12/27 

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

*9784532169626*

 

舵を弾く 
三角 みづ紀 著 
思潮社 
早朝の枝に ついばまれたままの 柿の実が垂れる いきうつしと きれいなまま

しんでいる 他の実とはちがい やぶれた皮の 柿の実が垂れる(「水曜日、万

有と」より) 第 6 詩集。 
日本経済新聞 2015/12/27 

2015:07. / 106p 
978-4-7837-3483-3 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784783734833*

 

ひりつく夜の音 
小野寺 史宜 著 
新潮社 
忘れていた出来事。捨てた物。さよならした人。あきらめたこと。僕の人生の半

分以上はそういうものでできている。ある日、警察から電話が…。年収 100 万

円強、すべてをあきらめていた男がもう一度人生を取り戻すまでを描く。 
日本経済新聞 2015/12/27 

2015:09. / 232p 
978-4-10-332542-0 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784103325420*

 

真鳥～句集～(角川俳句叢書 日本の俳人１００) 
茨木和生 著 
KADOKAWA 
日本経済新聞 2015/12/27 

2015:08. / 197p 
978-4-04-652987-9 
2,700 円〔本体〕+税 

*9784046529879*

 

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～ 
酒井 泰弘 著 
ミネルヴァ書房 
銀の匙と木の匙、20 世紀経済学の巨人対決 
日本経済新聞 2015/12/27 

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

*9784623074013*

 

冬青集～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。 
日本経済新聞 2015/12/27 

2015:09. / 139p 
978-4-7814-0815-6 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784781408156*
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スプーンと元素周期表(ハヤカワ文庫 NF 447) 
サム・キーン/ 松井 信彦 著 
早川書房 
紅茶に溶ける金属製スプーンがある? ネオン管が光るのはなぜ? 万物を構成

する元素がもたらす不思議な現象。その謎解きに奔走する科学者や科学技術

の光と影など、元素周期表に凝縮された歴史を繙くポピュラー・サイエンス。 
日本経済新聞 2015/12/27 

2015:10. / 493p 
978-4-15-050447-2 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784150504472*

 

子どもにプログラミングを学ばせるべき 6 つの理由～「21 世紀型スキル」で

社会を生き抜く～(できるビジネス) 
神谷 加代/ できるシリーズ編集部/ 竹林 暁 著 
インプレス 
将来の社会を生き抜く論理的思考能力と問題解決能力を養うにはプログラミン

グが 適。その理由や、実際にどのように学べばいいかを解説し、今すぐ学べ

るスクールや子どもと一緒に学べるウェブサービス&アプリを紹介する。 
日本経済新聞 2015/12/27 

2015:10. / 222p 
978-4-8443-3828-4 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784844338284*

 

氷菓とカンタータ 
財部 鳥子 著 
書肆山田 
あの鳥は弟 静かな雨 のちに晴れ 飢えがみんなに親しい時代 真っ黒い汽

車に乗って 汚れた顔の 八歳の難民だったことがある その弟が もはや殉ず

るものもなく 大きな骨を残して人世を去る日だ(「来歴」より) 詩集。 
日本経済新聞 2015/12/27 

2015:10. / 149p 
978-4-87995-925-6 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784879959256*

 

駅伝マン～日本を走ったイギリス人～ 
アダーナン・フィン/ 濱野 大道 著 
早川書房 
なぜ日本人はこれほど長距離走を好むのか? 箱根駅伝、実業団駅伝、千日

回峰に挑む比叡山の僧侶を取材したイギリス人記者が、日本の特殊なランニ

ング文化の謎と真実に迫る体験記。 
日本経済新聞 2015/12/27 

2015:11. / 350p 
978-4-15-209580-0 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784152095800*

 

おかしなことに～おとなの童話～ 
勝目 梓 著 
講談社 
ときにエロティック、ときに残酷、そしてときに切ない―勝目梓がおくる珠玉の

「大人のための童話」がここに。 
日本経済新聞 2015/12/27 

2015:12. / 229p 
978-4-06-219826-4 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784062198264*

 

ヘブンメイカー～スタープレイヤー 2～ 
恒川 光太郎 著 
KADOKAWA 
願いを叶える力を得た者が描く理想郷とは――広大な異世界を駆け抜ける！ 
日本経済新聞 2015/12/27 

2015:11. / 492p 
978-4-04-103466-8 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784041034668*
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モリアーティ 
アンソニー・ホロヴィッツ/ 駒月 雅子 著 
KADOKAWA 
驚愕のどんでん返しが読者を待ち受ける、ドイル財団公認のミステリ大作！ 
毎日新聞 2015/12/05 

2015:11. / 381p 
978-4-04-102404-1 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784041024041*

 

真珠湾〈奇襲〉論争～陰謀論・通告遅延・開戦外交～(講談社選書メチエ)  
須藤 真志 著 
講談社 
真珠湾攻撃はルーズベルトの陰謀ではないし、一方で原爆投下と相殺される

ものでもない。日米双方から過剰な政治的意味を負わされた「奇襲」をめぐる

論争に決着。歴史的大博打だった攻撃の全論点を解明する。 
毎日新聞 2015/12/06 

2004:08. / 254p 
978-4-06-258306-0 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784062583060*

 

アメリカのデモクラシー<第 1 巻上>(岩波文庫)  
トクヴィル/ 松本 礼二 著 
岩波書店 
毎日新聞 2015/12/06 

2005:11. / 364p 
978-4-00-340092-0 
900 円〔本体〕+税 

*9784003400920*

 

山本五十六(人物叢書 新装版)  
田中 宏巳 著 
吉川弘文館 
日本連合艦隊司令長官。名提督の実像！ 
毎日新聞 2015/12/06 

2010:05. / 296p 
978-4-642-05257-3 
2,100 円〔本体〕+税 

*9784642052573*

 

法華経<中>(岩波文庫 青 304-2)  
坂本幸男/ 岩本裕 著 
岩波書店 
毎日新聞 2015/12/06 

1976:11. / 386p 
978-4-00-333042-5 
940 円〔本体〕+税 

*9784003330425*

 

法華経<上>(岩波文庫 青 304-1)  
坂本幸男/ 岩本裕 著 
岩波書店 
毎日新聞 2015/12/06 

1976:10. / 443p 
978-4-00-333041-8 
1,060 円〔本体〕+税 

*9784003330418*

 

法華経<下>(岩波文庫 青 304-3)  
坂本幸男/ 岩本裕 著 
岩波書店 
毎日新聞 2015/12/06 

1976:12. / 482p 
978-4-00-333043-2 
1,040 円〔本体〕+税 

*9784003330432*
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新編 東洋的な見方(岩波文庫 青 323-2)  
鈴木 大拙/ 上田 閑照 著 
岩波書店 
鈴木大拙(1870－1966)の 晩年－驚くべし、90 歳前後－に書かれた思想的

エッセイを収録した『東洋的な見方』を中心に、同時期の好文章を加えて再編

成。 
毎日新聞 2015/12/06 

1997:04. / 350p 
978-4-00-333232-0 
900 円〔本体〕+税 

*9784003332320*

 

日本の経済格差～所得と資産から考える～(岩波新書 新赤版)  
橘木 俊詔 著 
岩波書店 
毎日新聞 2015/12/06 

1998:11. / 212p 
978-4-00-430590-3 
720 円〔本体〕+税 

*9784004305903*

 

日本の近代<5> 政党から軍部へ 1924～1941(中公文庫 S24-5) 
北岡 伸一 著 
中央公論新社 
政党内閣は五・一五事件で潰えた。軍部は日中戦争を引き起こし、二・二六事

件を経て時代は「非常時」から「戦時」へと移っていく。しかし、昭和初期の社

会が育んだ自由な精神文化は戦後復興の礎となる。昭和戦前史の決定版。 
毎日新聞 2015/12/06 

2013:06. / 471p 
978-4-12-205807-1 
1,524 円〔本体〕+税 

*9784122058071*

 

三論玄義(岩波文庫 青 331-1)  
嘉祥大師/ 金倉 円照 著 
岩波書店 
本書は、嘉祥大師(549�623)が三論すなわち竜樹の中論・十二門論および提

婆の百論の要旨を簡明に説き、般若思想の精髄を発揮した一種の仏教原論

であり、古来空観哲学の入門書として研究家必読の書とされる名著。 
毎日新聞 2015/12/06 

1941:03. / 216p 
978-4-00-333311-2 
660 円〔本体〕+税 

*9784003333112*

 

鏡映反転～紀元前からの難問を解く～ 
高野 陽太郎 著 
岩波書店 
なぜ鏡の中では〈左右〉が反対に見えるのか?――かんたんな問題のようで、

実はプラトンの昔から、数多くの哲学者や物理学者の挑戦を退けてきた。二〇

〇〇年以上も謎でありつづけた難問を、科学的な分析と実験によって解決す

る。 
毎日新聞 2015/12/06 

2015:07. / 14p,233p,5p
978-4-00-005248-1 
2,700 円〔本体〕+税 

*9784000052481*

 

日本人と経済～労働・生活の視点から～  
橘木 俊詔 著 
東洋経済新報社 
経済活動の担い手として労働に励む日本人の姿と、得た賃金や所得をどのよ

うに使い、そして労働以外の時間を何に使うのかの姿に注目。通常のマクロ経

済学ではなく、独自の視点から経済を語り続ける橘木経済学の集大成。 
毎日新聞 2015/12/06 

2015:10. / 
14p,318p,10p 
978-4-492-39619-3 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784492396193*
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原発訴訟が社会を変える(集英社新書 0802) 
河合 弘之 著 
集英社 
バブル期に大型経済事件で名を馳せたビジネス弁護士が、原発訴訟を勝利

へと導いた。その法廷戦術や訴訟の舞台裏を初公開。さらに、著者自ら監督・

製作した映画「日本と原発」の重要シーンや製作秘話についても解説する。 
毎日新聞 2015/12/06 

2015:09. / 216p 
978-4-08-720802-3 
740 円〔本体〕+税 

*9784087208023*

 

異世界の書～幻想領国地誌集成～ 
ウンベルト・エーコ 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。 
毎日新聞 2015/12/06 

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

*9784887218215*

 

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

ら、各市町村のマンホールの蓋の写真を撮り続けている著者が、それらをテー

マ別に取り上げながら、各地の文化を垣間見る。 
毎日新聞 2015/12/06 

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

*9784623074471*

 

特攻-戦争と日本人(中公新書 2337)  
栗原 俊雄 著 
中央公論新社 
第 2 次世界大戦末期、追いつめられた日本陸海軍は、爆弾もろとも敵艦船な

どに体当たりする特別攻撃=「特攻」を将兵に課した。日本人特異の「戦法」の

起源、実態、戦後の語られ方など、その全貌を描く。 
毎日新聞 2015/12/06 

2015:08. / 3p,248p 
978-4-12-102337-7 
820 円〔本体〕+税 

*9784121023377*

 

3 分診療時代の長生きできる受診のコツ 45～現場の医師は知っている-病院

での身の守り方、最善のつくし方～ 
高橋 宏和 著 
世界文化社 
医師に 高のパフォーマンスを発揮してもらうためには、適切な情報提供が不

可欠。そのための受診のコツをわかりやすく解説する 1 冊。 
毎日新聞 2015/12/06 

2015:11. / 223p 
978-4-418-15423-4 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784418154234*

 

国道者 
佐藤 健太郎 著 
新潮社 
日常見慣れた国道は、歴史とさまざまな変転を繰り返した過去が刻みつけられ

た、現代史の生き証人。「徒歩でしか通れない階段国道」「187.1m しかない国

道」など、奇妙な国道たちの謎に迫る。『新潮 45』連載を書籍化。 
毎日新聞 2015/12/06、産経新聞 2015/12/20 

2015:11. / 191p 
978-4-10-339731-1 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784103397311*
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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。 
毎日新聞 2015/12/06、読売新聞 2015/12/13 

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

*9784120047633*

 

音とことばのふしぎな世界～メイド声から英語の達人まで～(岩波科学ライブ

ラリー 244)  
川原 繁人 著 
岩波書店 
「あ」と「い」はどちらが大きい? 五十音図とサンスクリット語との関係、存在しな

い音を聴いてしまう脳など、身近なトピックや例をもとに「音声学」の 先端の

話題を紹介する。音声や動画が見聞きできる URL 付き。 
毎日新聞 2015/12/06、読売新聞 2015/12/20 

2015:11. / 5p,115p 
978-4-00-029644-1 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784000296441*

 

沈まぬアメリカ～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。 
毎日新聞 2015/12/06、日本経済新聞 2015/12/20 

2015:10. / 206p 
978-4-10-306032-1 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784103060321*

 

21 世紀の資本 
トマ・ピケティ 著 
みすず書房 
民間財産に基づく市場経済は、放置するなら、強力な収斂の力を持ってい

る。だが一方で、格差拡大の強力な力もそこにはある-。18 世紀以来の富と所

得の分配動学をめぐる歴史的知識の現状を明らかにし、今後の教訓を示す。 
毎日新聞 2015/12/06、日本経済新聞 2015/12/27 

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

*9784622078760*

 

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) 
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。 
毎日新聞 2015/12/06、毎日新聞 2015/12/20 

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

*9784120047572*

 

証言と抒情～詩人石原吉郎と私たち～ 
野村 喜和夫 著 
白水社 
3・11 後に迫る、シベリア抑留詩人の言葉 
毎日新聞 2015/12/07 

2015:11. / 317p,7p 
978-4-560-08476-2 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784560084762*
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磁力と重力の発見<1> 古代・中世  
山本 義隆 著 
みすず書房 
「遠隔力」の概念が、近代物理学の扉を開いた。古代ギリシャからニュートンと

クーロンにいたる科学史空白の一千年余を解き明かす。西洋近代科学技術誕

生の謎に真っ向からとりくんだ渾身の書き下ろし。 
毎日新聞 2015/12/13 

2003:05. / 304p,20p 
978-4-622-08031-2 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784622080312*

 

ピュリツァー賞受賞写真全記録(NATIONAL GEOGRAPHIC)  
ハル・ビュエル 著 
日経ナショナルジオグラフィック社 
米国内で発表された優れた報道・作品に授けられる「ピュリツァー賞」。世界的

に有名で、米で も権威ある賞を受賞した写真を、全点収録。米国内の報道

だが、現代におけるアメリカの立場を反映して、すぐれた現代史ともなってい

る。 
毎日新聞 2015/12/13 

2011:12. / 319p 
978-4-86313-141-5 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784863131415*

 

批評メディア論～戦前期日本の論壇と文壇～ 
大澤 聡 著 
岩波書店 
「論壇」「文壇」とは何か。「批評」はいかにして可能か。日本の言論を支えてき

たインフラやシステムの生成過程に立ちかえり、論壇時評、座談会、人物批評

など各種フォーマットの来歴の精緻な総括に批評再生のヒントを探る。 
毎日新聞 2015/12/13 

2015:01. / 344p,8p 
978-4-00-024522-7 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784000245227*

 

浮浪児 1945-～戦争が生んだ子供たち～ 
石井 光太 著 
新潮社 
終戦直後、焼け跡となった東京は、身寄りのない子供たちで溢れていた――
歴史から“消え去った”彼らを資料と証言から追う、問題作。 
毎日新聞 2015/12/13 

2014:08. / 286p 
978-4-10-305455-9 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784103054559*

 

沈みゆく大国アメリカ(集英社新書 0763)  
堤 未果 著 
集英社 
「1%の超・富裕層」が仕掛けた“オバマケア”で、アメリカ医療は完全崩壊! 「が

ん治療薬は自己負担、安楽死薬なら保険適用」「高齢者は高額手術より痛み

止め」…。アメリカ版皆保険制度の実態を明らかにする。 
毎日新聞 2015/12/13 

2014:11. / 206p 
978-4-08-720763-7 
720 円〔本体〕+税 

*9784087207637*

 

原発と大津波 警告を葬った人々(岩波新書 新赤版 1515)  
添田 孝史 著 
岩波書店 
原子力産業で地震学の 新の科学的知見は、なぜ活かされなかったのか。そ

の後のプレートテクトニクス理論導入期において、どのような議論で「補強せ

ず」の方針が採られたのか、綿密な調査によって明らかにする。 
毎日新聞 2015/12/13 

2014:11. / 15p,204p 
978-4-00-431515-5 
740 円〔本体〕+税 

*9784004315155*
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日本海の拡大と伊豆弧の衝突～神奈川の大地の生い立ち～(有隣新書 75) 
藤岡 換太郎/ 平田 大二 著 
有隣堂 
神奈川を中心とする南部フォッサマグナでは 4 つのプレートが重なり合い、さ

まざまな地球科学現象が起きている。神奈川の大地での出来事を跡づけなが

ら、日本列島形成の解明に 7 人の研究者が挑む。 
毎日新聞 2015/12/13 

2014:12. / 191p,11p 
978-4-89660-217-3 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784896602173*

 

ビヒモス(岩波文庫 白版 4-6)  
ホッブズ 著 
岩波書店 
ホッブズの政治論の基盤となる歴史観を示す、晩年の代表作。世代の異なる

2 人の対話形式で、1640-50 年代のイングランド内戦の経緯をたどり、主権解

体と無秩序を分析する。 
毎日新聞 2015/12/13 

2014:12. / 414p,5p 
978-4-00-340046-3 
1,020 円〔本体〕+税 

*9784003400463*

 

批判的思考～21 世紀を生きぬくリテラシーの基盤～(ワードマップ) 
楠見 孝/ 道田 泰司 編 
新曜社 
批判的思考を哲学・科学論など学問的な基礎から学校教育での教授法、活

用するる社会的場面まで、キーワードで解説する。 
毎日新聞 2015/12/13 

2015:01. / 
12p,285p,17p 
978-4-7885-1414-0 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784788514140*

 

不健康は悪なのか～健康をモラル化する世界～ 
細澤 仁/ 大塚 紳一郎/ 増尾 徳行/ 宮畑 麻衣 著, アンナ・カークランド 
編 
みすず書房 
今日、新たな規範やイデオロギーによって「健康」という言葉が示すものは変

容しつつある。「健康」という概念に含まれるさまざまな想定を批判的に検討

し、「健康」のあるべき姿を思索する。 
毎日新聞 2015/12/13 

2015:04. / 250p,34p 
978-4-622-07894-4 
5,000 円〔本体〕+税 

*9784622078944*

 

日本まんが<第 1 巻> 「先駆者」たちの挑戦  
荒俣 宏 著 
東海大学出版部 
いま明かされる、巨匠たちの創作秘話! やなせたかし、ちばてつや、水野英子

…。戦後のストーリーまんが創造者たちへのインタビュー集。Web 連載「荒俣

宏の電子まんがナビゲーター」に、清水勲との対談を加えて改訂。 
毎日新聞 2015/12/13 

2015:01. / 324p 
978-4-486-02049-3 
3,500 円〔本体〕+税 

*9784486020493*

 

日本まんが<第 2 巻> 男が燃えた!泣いた!笑った!  
荒俣 宏 著 
東海大学出版部 
いま明かされる、巨匠たちの創作秘話! さいとう・たかを、松本零士、平田弘

史、バロン吉元…。戦後のストーリーまんが創造者たちへのインタビュー集。

Web 連載「荒俣宏の電子まんがナビゲーター」を改訂。 
毎日新聞 2015/12/13 

2015:01. / 384p 
978-4-486-02050-9 
3,500 円〔本体〕+税 

*9784486020509*
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日本まんが<第 3 巻> きらめく少女の瞳  全 3 巻完結 
荒俣 宏 著 
東海大学出版部 
いま明かされる、巨匠たちの創作秘話! 里中満智子、竹宮惠子、萩尾望都、

高橋真琴…。戦後のストーリーまんが創造者たちへのインタビュー集。Web 連

載「荒俣宏の電子まんがナビゲーター」を改訂。 
毎日新聞 2015/12/13 

2015:01. / 340p 
978-4-486-02051-6 
3,500 円〔本体〕+税 

*9784486020516*

 

超国家主義の論理と心理～他八篇～(岩波文庫 38-104-3)  
丸山 眞男 著, 古矢 旬 編 
岩波書店 
敗戦の翌年、日本軍国主義の精神構造に真っ向から対峙し、丸山の名を高

めた表題作のほか、冷戦下でのマルクス主義とマッカーシズムについてなど、

著者の原点たる戦後約 10 年の論考を集成。 
毎日新聞 2015/12/13 

2015:02. / 580p 
978-4-00-381043-9 
1,320 円〔本体〕+税 

*9784003810439*

 

水俣病の民衆史<1> 前の時代  全 6 巻 1 配 
岡本 達明 著 
日本評論社 
2016 年は水俣病発見 60 年にあたる。未公開の第一級資料を駆使して水俣

病激発村を徹底研究し、闘争の全体像を初めて描き出す。 
毎日新聞 2015/12/13 

2015:03. / 8p,449p 
978-4-535-06517-8 
6,500 円〔本体〕+税 

*9784535065178*

 

友は野末に～九つの短篇～ 
色川 武大 著 
新潮社 
「博打も人生も、九勝六敗のヤツが一番強い」と教えてくれた作家がいた-。途

方もない屈託と優しさを抱え込んだ作家・色川武大の私小説名品集。立川談

志、嵐山光三郎との対談、色川孝子のインタビューも収録。 
毎日新聞 2015/12/13 

2015:03. / 251p 
978-4-10-331105-8 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784103311058*

 

水俣病の民衆史<2> 奇病時代  全 6 巻 2 配 
岡本 達明 著 
日本評論社 
原因不明の奇病が村を襲ったとき、患者と家族が陥った状況、村人、行政・医

療の対応を、克明な証言によって明らかにする。 
毎日新聞 2015/12/13 

2015:04. / 5p,664p 
978-4-535-06518-5 
8,500 円〔本体〕+税 

*9784535065185*

 

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

を反映しているのか? 社会的選択理論の視点から、人びとの意思をよりよく集

約できる選び方のルールをさぐる。 
毎日新聞 2015/12/13 

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

*9784004315414*
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帳簿の世界史 
ジェイコブ・ソール/ 村井 章子 著 
文藝春秋 
なぜスペイン帝国は没落したのか、なぜフランス革命は起きたのか…。歴史の

裏にはすべて、帳簿を駆使する会計士たちがいた。これまでの歴史家たちが

見逃してきた「帳簿の世界史」を、会計と歴史のプロフェッショナルが紐解く。 
毎日新聞 2015/12/13 

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

*9784163902463*

 

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

物」たちの叫びを著者独自の視点でえがく、 新小説！ 
毎日新聞 2015/12/13 

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

*9784309023731*

 

対華二十一カ条要求とは何だったのか～第一次世界大戦と日中対立の原点

～ 
奈良岡 聰智 著 
名古屋大学出版会 
沸騰する世論、先鋭化する日中 
毎日新聞 2015/12/13 

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

*9784815808051*

 

やちまた<上>(中公文庫 あ 17-2)  
足立 巻一 著 
中央公論新社 
本居宣長の長男に生まれ、30 代半ばで失明した本居春庭。文法学者として

日本語の動詞活用を研究、「詞の八衢」を著し国語学史上に不滅の業績を残

した春庭の生涯に魅せられた著者が紡ぐ、評伝文学。 
毎日新聞 2015/12/13 

2015:03. / 509p 
978-4-12-206097-5 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784122060975*

 

やちまた<下>(中公文庫 あ 17-3)  
足立 巻一 著 
中央公論新社 
本居春庭とその著作の探究を志して 40 年。師友との出会いと別れ、春庭をめ

ぐる新資料の発掘…。戦前から戦後にいたるなかで浮かび上がる盲目の語学

者の人物像とは? 春庭の生涯と著者の魂の彷徨が織りなす評伝文学。 
毎日新聞 2015/12/13 

2015:03. / 524p 
978-4-12-206098-2 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784122060982*

 

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

の理論と臨床の全体が、神経症と精神病の鑑別診断論とポスト-鑑別診断論の

両方の側面をもつことを指摘し、現代におけるその意義を展望する。 
毎日新聞 2015/12/13 

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

*9784791768585*
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尖閣問題の起源～沖縄返還とアメリカの中立政策～ 
ロバート・D.エルドリッヂ/ 吉田 真吾/ 中島 琢磨 著 
名古屋大学出版会 
東アジアを揺るがす危機の核心 
毎日新聞 2015/12/13 

2015:04. / 
10p,338p,25p 
978-4-8158-0793-1 
5,500 円〔本体〕+税 

*9784815807931*

 

水俣病の民衆史<3> 闘争時代(上)  全 6 巻 3 配 
岡本 達明 著 
日本評論社 
工場は廃水を流し続け、奇病患者は続出した。困窮した漁民と患者家族の一

揆的闘争から、工場の大争議を経て、訴訟提訴までを追う。 
毎日新聞 2015/12/13 

2015:05. / 14p,724p 
978-4-535-06519-2 
9,500 円〔本体〕+税 

*9784535065192*

 

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

一から巻第三までを収録。どのページもきれいに開いて読みやすい、写本を

彷彿とさせる糸綴じの「コデックス装」本。 
毎日新聞 2015/12/13 

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

*9784396615239*

 

水俣病の民衆史<4> 闘争時代(下)  全 6 巻 4 配 
岡本 達明 著 
日本評論社 
訴訟派の裁判闘争と新認定患者の補償闘争が一体となり、チッソとの闘いは

本番を迎える。東京交渉団による本社交渉決着までを追う。 
毎日新聞 2015/12/13 

2015:06. / 7p,830p 
978-4-535-06520-8 
10,000 円〔本体〕+税 

*9784535065208*

 

ヒトラーとナチ・ドイツ(講談社現代新書 2318) 
石田 勇治 著 
講談社 
ヒトラーはどのようにして大衆の支持を得て独裁者となり、未曾有の大虐殺を

引き起こしたのか。その歴史を知るための決定版の本。 
毎日新聞 2015/12/13 

2015:06. / 363p 
978-4-06-288318-4 
920 円〔本体〕+税 

*9784062883184*

 

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

「マシュマロ・テスト」の考案者が、被験者のその後を半世紀にわたって追跡調

査し、人間の本質の不思議を語る。 
毎日新聞 2015/12/13 

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

*9784152095411*

 

「経済大国」日本の対米協調～安保・経済・原子力をめぐる試行錯誤、1975
～1981 年～(MINERVA 日本史ライブラリー 27)  
武田 悠 著 
ミネルヴァ書房 
摩擦と協調に揺れる二国間関係の実証分析 
毎日新聞 2015/12/13 

2015:06. / 13p,375p,7p
978-4-623-07384-9 
7,500 円〔本体〕+税 

*9784623073849*
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悪声 
いしい しんじ 著 
文藝春秋 
「ええ声」を持つ少年「なにか」は、いかにして「悪声」となったのか? ほとばしる

イメージ、疾走するストーリー…。物語の名手が一切のリミッターを外して描い

た問題作。 
毎日新聞 2015/12/13 

2015:06. / 434p 
978-4-16-390288-3 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784163902883*

 

水俣病の民衆史<5> 補償金時代  全 6 巻 5 配 
岡本 達明 著 
日本評論社 
未公開の第一級資料を駆使して水俣病激発村を徹底研究し、闘争の全体像

を描き出す。第 5 巻は、1973-2003 年を対象として、人間としての闘いは影が

薄くなり、補償金を得ることが闘争の目的となった時代を記述する。 
毎日新聞 2015/12/13 

2015:07. / 5p,614p 
978-4-535-06521-5 
8,000 円〔本体〕+税 

*9784535065215*

 

地球を突き動かす超巨大火山～新しい「地球学」入門～(ブルーバックス B-
1925)  
佐野 貴司 著 
講談社 
海底に沈んでいる超巨大な火山は、大地を形成し、大陸を分裂させた張本人

だと考えられている。超巨大火山が物語る新しい地球学の誕生 
毎日新聞 2015/12/13 

2015:07. / 226p 
978-4-06-257925-4 
900 円〔本体〕+税 

*9784062579254*

 

失われてゆく、我々の内なる細菌 
マーティン・J.ブレイザー/ 山本 太郎 著 
みすず書房 
食物アレルギー、潰瘍性大腸炎、自閉症、肥満、喘息。抗生剤の過剰使用に

より増加する疾患と腸内フローラの関係とは? 薬剤耐性がもたらす「害」の深刻

さに、マイクロバイオーム研究の第一人者が実証的に警鐘を鳴らす。 
毎日新聞 2015/12/13 

2015:07. / 286p,6p 
978-4-622-07910-1 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784622079101*

 

オルフェオ 
リチャード・パワーズ/ 木原 善彦 著 
新潮社 
微生物の営みを音楽にしようと試みる作曲家のもとに捜査官がやってくる。容

疑はバイオテロ? 逃避行の途上、家族や盟友と再会した彼の中に新しい作品

の形が見えてくる…。現代米文学の旗手による危険で美しい音楽小説。 
毎日新聞 2015/12/13 

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

*9784105058753*

 

戦争と平和 ある観察  
中井 久夫 著 
人文書院 
今年は、戦後 70 年、神戸の震災から 20 年の節目の年となる。精神科医とし

てだけではなく文筆家としても著名な著者が、あの戦争についてどう考えどう

過ごしてきたかを語る。 
毎日新聞 2015/12/13 

2015:08. / 208p 
978-4-409-34049-3 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784409340493*
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若山牧水～その親和力を読む～ 
伊藤 一彦 著 
短歌研究社 
若山牧水の歌が人びとに広く愛誦されるのはなぜなのか。牧水と同郷の著者

が、恋の歌、旅の歌、自然の歌を読み解く事でその秘密に迫る。 
毎日新聞 2015/12/13 

2015:06. / 257p 
978-4-86272-459-5 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784862724595*

 

なぜ戦争は伝わりやすく平和は伝わりにくいのか～ピース・コミュニケーショ

ンという試み～(光文社新書 765)  
伊藤 剛 著 
光文社 
コミュニケーション論を前提として、どのように戦争シナリオがつくられ、メディア

が偏向し、大衆の心理が醸成されていくのかを見ていくとともに、平和教育、戦

争と平和に関するジレンマについて綴る。 
毎日新聞 2015/12/13 

2015:07. / 268p 
978-4-334-03868-7 
800 円〔本体〕+税 

*9784334038687*

 

アジアのなかの戦国大名～西国の群雄と経営戦略～(歴史文化ライブラリー 
409) 
鹿毛 敏夫 著 
吉川弘文館 
乱世をグローバルに生きた彼らの領国経営！ 
毎日新聞 2015/12/13 

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

*9784642058094*

 

港、モンテビデオ 
いしい しんじ 著 
河出書房新社 
ヴァージニア・ウルフ、パブロ・ネルーダ、アルフレッド・ウォリス…、世界的表現

者と航海をともにした慎二が見た光景とは――。 
毎日新聞 2015/12/13 

2015:08. / 212p 
978-4-309-02404-2 
1,650 円〔本体〕+税 

*9784309024042*

 

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

境地-初めての私小説。川端康成文学賞を受賞した表題作のほか、「病棟の

窓」「まだか」など全 6 編を収録する作品集。 
毎日新聞 2015/12/13 

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

*9784103740063*

 

ドイツ同族大企業 
吉森 賢 著 
ＮＴＴ出版 
好調なドイツ経済を牽引する、同族大企業。その強さと社会的威信はどこから

来るのか? ポルシェ、BMW、VW、ボッシュ、ベルテルスマンなど豊富な具体

例から、その「企業統治」の核心に迫る。 
毎日新聞 2015/12/13 

2015:08. / 422p 
978-4-7571-2350-2 
4,800 円〔本体〕+税 

*9784757123502*
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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～ 
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 2015/12/13 

2015:08. / 163p 
978-4-7574-2645-0 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784757426450*

 

水俣病の民衆史<6> 村の終わり  全 6 巻 6 配完結 
岡本 達明 著 
日本評論社 
奇病時代、闘争時代、補償金時代の半世紀を経て、水俣の村はどのような変

貌をとげたか。現地調査をふまえ患者達の現状を伝える。 
毎日新聞 2015/12/13 

2015:09. / 4p,326p,86p
978-4-535-06522-2 
6,000 円〔本体〕+税 

*9784535065222*

 

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 2015/12/13 

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

*9784163903286*

 

べつの言葉で(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。 
毎日新聞 2015/12/13 

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

*9784105901202*

 

サイバー・インテリジェンス(祥伝社新書 434) 
伊東 寛 著 
祥伝社 
陸自サイバー部隊を率いた経験を持つ第一人者が、サイバー技術の発達とと

もにインテリジェンスがどう変わってきたか、現在どのように使われているのかを

述べ、日本のサイバー・インテリジェンスにまつわる危険性や課題を解説。 
毎日新聞 2015/12/13 

2015:09. / 207p 
978-4-396-11434-3 
780 円〔本体〕+税 

*9784396114343*

 

平岡敏夫詩集(現代詩文庫 216) 
平岡 敏夫 著 
思潮社 
文学史家でもある詩人の、歴史の無惨と交差する生の歩み。代表作「浜辺のう

た」「蒼空」全篇のほか、評論、インタビューなどを収録。佐藤泰正、山本哲也

らによる作品論・詩人論も掲載。 
毎日新聞 2015/12/13 

2015:08. / 158p 
978-4-7837-0994-7 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784783709947*
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絢爛たる悲惨～ドイツ・ユダヤ思想の光と影～ 
徳永 恂 著 
作品社 
哲学の未踏の高みに到りながら、ホロコーストに極まる未曾有の頽落に遭遇し

たユダヤ系ドイツ思想家たち。木田元との長編対談収録。 
毎日新聞 2015/12/13 

2015:09. / 296p 
978-4-86182-550-7 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784861825507*

 

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。 
毎日新聞 2015/12/13 

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

*9784865720044*

 

なぜ国々は戦争をするのか<下> 
ジョン・G.ストウシンガー/ 等松 春夫/ 比較戦争史研究会 著 
国書刊行会 
第一次世界大戦から 9.11 を経てイラク、アフガニスタンにおける戦争まで、戦

争へと踏み出す瞬間を、多角的に探った戦争論。 
毎日新聞 2015/12/13 

2015:10. / 356p,26p 
978-4-336-05928-4 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784336059284*

 

なぜ国々は戦争をするのか<上> 
ジョン・G.ストウシンガー/ 等松 春夫/ 比較戦争史研究会 著 
国書刊行会 
第一次世界大戦から 9.11 を経てイラク、アフガニスタンにおける戦争まで、戦

争へと踏み出す瞬間を、多角的に探った戦争論 
毎日新聞 2015/12/13 

2015:10. / 359p 
978-4-336-05927-7 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784336059277*

 

戦争と子ども(<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。 
毎日新聞 2015/12/13 

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

*9784888665964*

 

展望台のある島 
山川 方夫 著, 山川 方夫/ 坂上 弘 編 
慶應義塾大学出版会 
ショートショートと純文学の傑作を集成 
毎日新聞 2015/12/13 

2015:11. / 317p 
978-4-7664-2273-3 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784766422733*

 

世界文学論集 
J.M.クッツェー/ 田尻 芳樹 著 
みすず書房 
「マイケル・K」「恥辱」で知られるノーベル賞作家であり、すぐれた批評家でも

あるクッツェーの文学評論を精選。エラスムスからガルシア=マルケスまでを論

じた 14 本を収録。 
毎日新聞 2015/12/13 

2015:11. / 369p 
978-4-622-07943-9 
5,500 円〔本体〕+税 

*9784622079439*
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謹訳平家物語<2>  
祥伝社 
「平家物語」の魅力をあますところなく甦らせる現代語訳の決定版。2 は、巻第

四から巻第六までを収録。どのページもきれいに開いて読みやすい、写本を

彷彿とさせる糸綴じの「コデックス装」本。 
毎日新聞 2015/12/13 

2015:11. / 263p 
978-4-396-61539-0 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784396615390*

 

戦争と読書～水木しげる出征前手記～(角川新書 K-45)  
水木 しげる/ 荒俣 宏 著 
KADOKAWA 
水木しげるが徴兵される直前、人生の一大事に臨んで綴った「覚悟の表明」た

る手記。そこから浮かびあがるのは、これまで見たことがない懊悩する水木しげ

るの姿。太平洋戦争下の若者の苦悩と絶望、そして救いとは。 
毎日新聞 2015/12/13、産経新聞 2015/12/27、朝日新聞 2015/12/27 

2015:09. / 202p 
978-4-04-082049-1 
800 円〔本体〕+税 

*9784040820491*

 

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

り方など、さまざまな科学技術について知る! 
毎日新聞 2015/12/13、朝日新聞 2015/12/27 

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

*9784309253251*

 

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

人々を訪ね、話を聞いてみることにした。アメリカの片隅で同じ時代を生きる、

ひとりひとりの、忘れがたい輝き。胸を打つインタビュー集。 
毎日新聞 2015/12/13、朝日新聞 2015/12/27、読売新聞 2015/12/27 

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

*9784105901196*

 

昭和天皇実録<第 1> 自明治三十四年至大正二年  全 19 巻 1 配 
東京書籍 
昭和天皇の誕生より崩御に至るまでの記録「昭和天皇実録」の原本全六十一

巻を十八冊にまとめ、新たに索引一冊を作成して附録として公刊。第 1 は、巻

一(明治三十四年)～巻四(大正二年)を収録。 
毎日新聞 2015/12/13、読売新聞 2015/12/27 

2015:03. / 4p,4p,710p 
978-4-487-74401-5 
1,890 円〔本体〕+税 

*9784487744015*

 

昭和天皇実録<第 2> 自大正三年至大正九年  全 19 巻 1 配 
東京書籍 
昭和天皇の誕生より崩御に至るまでの記録「昭和天皇実録」の原本全六十一

巻を十八冊にまとめ、新たに索引一冊を作成して附録として公刊。第 2 は、巻

四(大正三年)～巻六(大正九年)を収録。 
毎日新聞 2015/12/13、読売新聞 2015/12/27 

2015:03. / 669p 
978-4-487-74402-2 
1,890 円〔本体〕+税 

*9784487744022*

 

日ロ関係史～パラレル・ヒストリーの挑戦～ 
D.V.ストレリツォフ 編 
東京大学出版会 
19 世紀末までの日ロ両国関係、日露戦争、第 2 次世界大戦、シベリア抑留、

冷戦とデタント、北方領土問題など、日ロ両国の歴史家が、歴史の諸局面に

つき双方が自らの観点を記述したパラレル・ヒストリーの本。 
毎日新聞 2015/12/13、読売新聞 2015/12/27 

2015:10. / 
27p,713p,12p 
978-4-13-026265-1 
9,200 円〔本体〕+税 

*9784130262651*
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昭和天皇実録<第 4> 自大正十三年至昭和二年  全 19 巻 2 配 
宮内庁 編 
東京書籍 
昭和天皇の誕生より崩御に至るまでの記録「昭和天皇実録」の原本全六十一

巻を十八冊にまとめ、新たに索引一冊を作成して附録として公刊。第 4 は、巻

十一(大正十三年)～巻十四(昭和二年)を収録。 
毎日新聞 2015/12/13、読売新聞 2015/12/27 

2015:09. / 849p 
978-4-487-74404-6 
1,890 円〔本体〕+税 

*9784487744046*

 

昭和天皇実録<第 3> 自大正十年至大正十二年  全 19 巻 2 配 
宮内庁 編 
東京書籍 
昭和天皇の誕生より崩御に至るまでの記録「昭和天皇実録」の原本全六十一

巻を十八冊にまとめ、新たに索引一冊を作成して附録として公刊。第 3 は、巻

七(大正十年)～巻十(大正十二年)を収録。 
毎日新聞 2015/12/13、読売新聞 2015/12/27 

2015:09. / 989p 
978-4-487-74403-9 
1,890 円〔本体〕+税 

*9784487744039*

 

アメリカは食べる。～アメリカ食文化の謎をめぐる旅～ 
東 理夫 著 
作品社 
移民国家として独自の文化を築き上げたアメリカ合衆国の食にまつわる数々

の謎を、一つひとつ紐解いていく。食の百科全書！ 
毎日新聞 2015/12/13、読売新聞 2015/12/27 

2015:08. / 729p,4p 
978-4-86182-543-9 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784861825439*

 

大地の五億年～せめぎあう土と生き物たち～(ヤマケイ新書 YS025)  
藤井 一至 著 
山と渓谷社 
生き物が土を変え、土が生き物を変えてきた-。土壌学者が、土の「変化」と「酸

性」を切り口として、五億年の大地の歴史を掘り起こし、植物・動物・ヒトの歩ん

だ道を示す。 
毎日新聞 2015/12/13、日本経済新聞 2015/12/20 

2015:11. / 229p 
978-4-635-51022-6 
900 円〔本体〕+税 

*9784635510226*

 

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 2015/12/13、日本経済新聞 2015/12/27 

2015:07. / 
11p,472p,10p 
978-4-13-030155-8 
6,400 円〔本体〕+税 

*9784130301558*

 

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

ムは子どもに悪い影響があるの? 教育経済学者がデータを用いて、教育や子

育てに関する思い込みを覆す。 
毎日新聞 2015/12/13、日本経済新聞 2015/12/27 

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

*9784799316856*
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ヤモリ、カエル、シジミチョウ 
江國 香織 著 
朝日新聞出版 
虫と話をする幼稚園児の拓人は、壊れそうな家族の中、ゆっくりと成長する。穏

やかではいられない大人たちの日常と、小さな子どもが世界を感受する一瞬

を描く長篇小説。『一冊の本』連載に加筆し書籍化。 
毎日新聞 2015/12/13、毎日新聞 2015/12/20 

2014:11. / 410p 
978-4-02-251229-1 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784022512291*

 

忘れられた詩人の伝記～父・大木惇夫の軌跡～ 
宮田 毬栄 著 
中央公論新社 
北原白秋に稟質を絶讃された詩集「風・光・木の葉」で鮮烈なデビューを果た

しながら、戦争の時代に遭遇し、後半生を狂わされて行った抒情詩人・大木惇

夫の悲痛な生涯を追う評伝。 
毎日新聞 2015/12/13、毎日新聞 2015/12/20 

2015:04. / 480p 
978-4-12-004704-6 
4,600 円〔本体〕+税 

*9784120047046*

 

日本精神史<上> 
長谷川 宏 著 
講談社 
縄文時代の巨大建造物から江戸末期の『東海道四谷怪談』まで、日本の思想

と文化を「精神」の歴史として一望のもとにとらえた快著！ 
毎日新聞 2015/12/13、毎日新聞 2015/12/20、産経新聞 2015/12/27、読売新

聞 2015/12/27 

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

*9784062194617*

 

日本精神史<下> 
長谷川 宏 著 
講談社 
三内丸山から『東海道四谷怪談』まで、日本の文化・思想を一望のもとに描き

尽くす『日本精神史』。下巻は、武士や庶民が躍動する！ 
毎日新聞 2015/12/13、毎日新聞 2015/12/20、産経新聞 2015/12/27、読売新

聞 2015/12/27 

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

*9784062194624*

 

居酒屋(大学書林語学文庫)  
エミール・ゾラ/ 吉田 典子 著 
大学書林 
毎日新聞 2015/12/20 

2002:06. / 179p 
978-4-475-02103-6 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784475021036*

 

ナナ(ルーゴン＝マッカール叢書)  
エミール・ゾラ/ 小田 光雄 著 
論創社 
女優にして高級娼婦ナナ?。あらゆる階層の男たちが素通りする肉体の花園。

「誘惑、破滅、狂気」を孕み、自らも疫病の奈落へと朽ち果てるナナの姿を描

く。1882 年原画入り初版挿絵 52 枚を収録。 
毎日新聞 2015/12/20 

2006:09. / 593p 
978-4-8460-0450-7 
4,800 円〔本体〕+税 

*9784846004507*
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落語評論はなぜ役に立たないのか(光文社新書 511)  
広瀬 和生 著 
光文社 
現代の落語評論の歪みは、「落語」というエンターテインメントの本質から目を

そらしていることから起きている。「昭和の名人」の時代から現在の“落語ブー

ム”までの歴史を追い、落語の本質と評論の役割を考察する。 
毎日新聞 2015/12/20 

2011:03. / 201p 
978-4-334-03615-7 
740 円〔本体〕+税 

*9784334036157*

 

昭和元禄落語心中<1>(KCx 14)  
雲田 はるこ 著 
講談社 
毎日新聞 2015/12/20 

2011:07. / 159p 
978-4-06-380514-7 
562 円〔本体〕+税 

*9784063805147*

 

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

す、小さな生物のあっぱれな生き方を紹介し、地球上で も多種多様な昆虫

の生態に迫る。写真も多数収録。 
毎日新聞 2015/12/20 

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

*9784334038137*

 

折口信夫 
安藤 礼二 著 
講談社 
民俗学と国文学が交わる地点に独自の古代学の体系を打ち立てた折口信夫

とは、いったい何者であったのか? 生涯の「謎」を解き明かし、思想の全体像

に迫る、決定的折口論。 
毎日新聞 2015/12/20 

2014:11. / 533p 
978-4-06-219204-0 
3,700 円〔本体〕+税 

*9784062192040*

 

冬を待つ城 
安部 龍太郎 著 
新潮社 
籠城か玉砕か。天下統一の総仕上げに奥州北端の九戸城を囲んだ秀吉軍

15 万。城主・九戸政実は、石田三成の謀略に百倍返しする秘策を胸に、冬の

訪れを待った…。戦国 後の大籠城戦を描く。『小説新潮』連載を単行本化。 
毎日新聞 2015/12/20 

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

*9784103788096*

 

菊之助の礼儀 
長谷部 浩 著 
新潮社 
伝統を着実に受け継ぎながら、創意工夫に満ちた再創造の道を歩む、尾上菊

之助。歌舞伎の現代を担う役者は、日々何を考え、舞台に上がるのか。若き役

者の言葉、演目を通して、輝きの根源を描く。 
毎日新聞 2015/12/20 

2014:11. / 189p 
978-4-10-336751-2 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784103367512*
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スマート・テロワール～農村消滅論からの大転換～ 
松尾 雅彦 著 
学芸出版社 
瑞穂の国幻想を捨てれば農業こそ成長できる 
毎日新聞 2015/12/20 

2014:12. / 254p 
978-4-7615-1344-3 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784761513443*

 

捏造の科学者～STAP 細胞事件～ 
須田 桃子 著 
文藝春秋 
誰が、何を、いつ、なぜ、どのように捏造したのか? 笹井芳樹 CDB 副センター

長をはじめ、事件の当事者に深く入ってスクープを連発した毎日新聞記者が、

STAP 細胞事件について書き下ろす。 
毎日新聞 2015/12/20 

2015:01. / 383p 
978-4-16-390191-6 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784163901916*

 

モンサント～世界の農業を支配する遺伝子組み換え企業～ 
マリー=モニク・ロバン/ 村澤 真保呂/ 上尾 真道/ 戸田 清 著 
作品社 
次の標的は、TPP（環太平洋パートナーシップ）協定の日本だ！PCB、枯葉剤

と史上 悪の公害をくり返し、現在、遺伝子組み換え種子によって世界の農

業への支配を進めるモンサント社。その驚くべき実態と世界戦略を暴く！世界

で話題騒然！16 か国で刊行。 
毎日新聞 2015/12/20 

2015:01. / 565p 
978-4-86182-392-3 
3,400 円〔本体〕+税 

*9784861823923*

 

臨床医が語る認知症と生きるということ 
岩田 誠 著 
日本評論社 
根治が極めてむずかしい認知症。なりにくい生き方、なった人が心緩やかに過

ごせるヒント・方法を明快にアドバイス。 
毎日新聞 2015/12/20 

2015:02. / 10p,142p 
978-4-535-98423-3 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784535984233*

 

皇后考 
原 武史 著 
講談社 
悠久なる日本の歴史のなかで、皇后の果たした役目とは何だったのか。皇后

の存在を初めて世に問う書物の誕生。 
毎日新聞 2015/12/20 

2015:02. / 652p 
978-4-06-219394-8 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784062193948*

 

エニグマ アラン・チューリング伝<上> 
アンドルー・ホッジス 著 
勁草書房 
イギリスの数学者アラン・チューリング。史上 強の暗号解読者、コンピュータ

科学の創始者としての彼と、その後の数奇な人生を描いた評伝。2015 年 3 月

公開映画「イミテーション・ゲーム」の原作。 
毎日新聞 2015/12/20 

2015:02. / 32p,412p 
978-4-326-75053-5 
2,700 円〔本体〕+税 

*9784326750535*
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八幡炎炎記 
村田 喜代子 著 
平凡社 
製鉄の町、八幡を舞台にした著者初の自伝的小説 
毎日新聞 2015/12/20 

2015:02. / 263p 
978-4-582-83683-7 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784582836837*

 

境界の民(マージナル・マン)～難民、遺民、抵抗者。国と国の境界線に立つ

人々～ 
安田 峰俊 著 
KADOKAWA 
国家という枠組みを取り払った場所で生きる人たちが、本当に大切にしている

ものは何か。様々な形で日本や日本人との接点を持ち、国民国家体制の「エ

ラー部分」に弾き出された「境界の民」を追う。 
毎日新聞 2015/12/20 

2015:02. / 285p 
978-4-04-102538-3 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784041025383*

 

重力との対話～記憶の海辺から山海塾の舞踏へ～ 
天児 牛大 著 
岩波書店 
世界的舞踏家がいま語る、半生と作品にこめた想い 
毎日新聞 2015/12/20 

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

*9784000610308*

 

アホウドリを追った日本人～一攫千金の夢と南洋進出～(岩波新書 新赤版 
1537)  
平岡 昭利 著 
岩波書店 
明治から大正にかけ、一攫千金を夢みて遙か南の島々へ渡る日本人がいた。

狙う獲物は、その羽毛が欧州諸国に高値で売れるアホウドリだった。アホウドリ

に焦点をあてながら、日本人の太平洋進出の原点を解き明かす。 
毎日新聞 2015/12/20 

2015:03. / 4p,212p 
978-4-00-431537-7 
780 円〔本体〕+税 

*9784004315377*

 

和歌で楽しむ源氏物語～女はいかに生きたのか～(角川短歌ライブラリー) 
小島 ゆかり 著 
KADOKAWA 
光源氏と女たちが交わした愛の和歌には、登場人物の「ほんとうの声」が隠さ

れているのではないか。歌人である著者が、そのストーリーほど知られていな

い『源氏物語』の和歌から女たちの「心の奥底の真実」を追う。 
毎日新聞 2015/12/20 

2015:03. / 269p 
978-4-04-652629-8 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784046526298*

 

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

構造の本質に迫る、待望のイスラーム篇！ 
毎日新聞 2015/12/20 

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

*9784062194488*
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二重螺旋～完全版～ 
ジェームス・D.ワトソン/ 青木 薫 著, ジェームス・D.ワトソン/ ジャン・ウィトコウ

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

し、生物界の常識を大幅に書き換えた科学者たちの、ノーベル賞受賞までのリ

アル・ストーリー。資料写真、書簡等を追加した完全版。 
毎日新聞 2015/12/20 

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

*9784105068912*

 

シフト&ショック～次なる金融危機をいかに防ぐか～ 
マーティン・ウルフ/ 遠藤 真美 著 
早川書房 
2007 年以前から進んでいた世界経済の「シフト」、そして金融危機が各国にも

たらした「ショック」。金融業界は次のバブルを防ぐために何をすべきなのか。

『フィナンシャル・タイムズ』の経済論説主幹が徹底検証する。 
毎日新聞 2015/12/20 

2015:04. / 494p 
978-4-15-209535-0 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784152095350*

 

大分岐～中国、ヨーロッパ、そして近代世界経済の形成～ 
K.ポメランツ/ 川北 稔 著 
名古屋大学出版会 
グローバルヒストリーの代表作、遂に邦訳 
毎日新聞 2015/12/20 

2015:05. / 7p,388p,57p
978-4-8158-0808-2 
5,500 円〔本体〕+税 

*9784815808082*

 

孔子と魯迅～中国の偉大な「教育者」～(筑摩選書 0114) 
片山 智行 著 
筑摩書房 
古代の混沌を生きた思想家・孔子と、近代の矛盾に立ち向かった魯迅。中国

史の素養を背景に、彼らの活動に共通する「教育」という側面に着目し、国家

と社会の「教育」に生涯を掛けたその思想と行動を浮き彫りにする。 
毎日新聞 2015/12/20 

2015:06. / 414p 
978-4-480-01620-1 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784480016201*

 

エニグマ アラン・チューリング伝<下> 
アンドルー・ホッジス 著 
勁草書房 
イギリスの数学者アラン・チューリングの評伝。ドイツ軍の暗号機エニグマを破

ったチューリングはコンピュータ開発戦争にも関わっていく。しかし時代は彼を

翻弄し…。映画「イミテーション・ゲーム」の原作。 
毎日新聞 2015/12/20 

2015:08. / 4p,520p,13p
978-4-326-75054-2 
2,700 円〔本体〕+税 

*9784326750542*

 

薔薇とハナムグリ～シュルレアリスム・風刺短篇集～(光文社古典新訳文庫 

KA モ 3-1)  
モラヴィア 著 
光文社 
官能的な寓話「薔薇とハナムグリ」、眠り続けるモグラの怪物の夢に操られる島

民の混乱を描く「夢に生きる島」…。シュールで風刺のきいた世界が堪能でき

る、20 世紀を代表する作家モラヴィアの傑作短篇 15 作。 
毎日新聞 2015/12/20 

2015:05. / 298p 
978-4-334-75310-8 
960 円〔本体〕+税 

*9784334753108*
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エラスムス=トマス・モア往復書簡(岩波文庫 33-612-3)  
エラスムス/ トマス・モア 著 
岩波書店 
固い友情がのちに伝説化されるまでになった、エラスムスとトマス・モアの往復

書簡全 50 通に、16 世紀ヨーロッパにおける知識人の交流・活動の様子や政

局を読む。ルネサンスと宗教改革を内側から語る貴重な証言。 
毎日新聞 2015/12/20 

2015:06. / 442p,4p 
978-4-00-336123-8 
1,080 円〔本体〕+税 

*9784003361238*

 

狂気の科学～真面目な科学者たちの奇態な実験～ 
レト U.シュナイダー/ 石浦 章一/ 宮下 悦子 著 
東京化学同人 
監獄実験でわかった人の心に潜む邪悪な本性とは? 心の重量を実験で測定? 
モルモットの精巣由来の不老不死薬? 中世から現代までの科学者たちの奇態

な実験 100 を紹介する。 
毎日新聞 2015/12/20 

2015:05. / 14p,273p,6p
978-4-8079-0862-2 
2,100 円〔本体〕+税 

*9784807908622*

 

デービッド・アトキンソン新・観光立国論～イギリス人アナリストが提言する 21
世紀の「所得倍増計画」～ 
デービッド・アトキンソン 著 
東洋経済新報社 
長年アナリストとして活動をしてきたイギリス人の著者が、日本の人口減を吸収

して、かつ GDP の絶対額を増やしていくための施策として「観光立国」が有効

だと主張。さまざまな数字に基づいて説明する。 
毎日新聞 2015/12/20 

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

*9784492502754*

 

14 歳<フォーティーン>～満州開拓村からの帰還～(集英社新書 0789)  
澤地 久枝 著 
集英社 
昭和を見つめ、一貫して戦争や国家を問うてきた著者の原点となったのは、十

四歳での敗戦体験だった。満州でむかえた敗戦、難民生活と壮絶な引き揚げ

体験。自身がくぐり抜けてきた「戦争」のすべてを、いま、赤裸々に綴る。 
毎日新聞 2015/12/20 

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

*9784087207897*

 

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

著者自らと一族のルーツをたどり、新境地を拓く傑作。 
毎日新聞 2015/12/20 

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

*9784062195720*

 

プラトンとの哲学～対話篇をよむ～(岩波新書 新赤版 1556)  
納富 信留 著 
岩波書店 
ソクラテスを中心に、数々の登場人物がことばを交わし、思索を深めていくプラ

トンの対話篇。「君はこの問いにどう答えるか?」作品の背後から、プラトンが語

りかけてくる。二千年の時を超え、今も息づく哲学の世界へ。 
毎日新聞 2015/12/20 

2015:07. / 5p,243p 
978-4-00-431556-8 
800 円〔本体〕+税 

*9784004315568*



 106  

 

一時帰還 
フィル・クレイ 著 
岩波書店 
戦闘地域の真っ只中だけではない、銃後の日常でも、帰還兵たちは自身の生

の極限に直面する。彼らに慰めや癒しを与える、幸福な物語や簡単な答えな

ど、どこにも存在しない。2014 年全米図書賞受賞作、待望の刊行。 
毎日新聞 2015/12/20 

2015:07. / 325p 
978-4-00-061054-4 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784000610544*

 

水の葬送(創元推理文庫 M ク 13-5)  
アン・クリーヴス 著 
東京創元社 
シェトランド諸島の地方検察官ローナは、小船にのせられ外海へ出ようとして

いた、地元出身新聞記者の死体を発見する。病気休暇中だったペレス警部も

捜査にくわわり、島特有の人間関係とエネルギー産業問題が絡む難事件に挑

む。 
毎日新聞 2015/12/20 

2015:07. / 491p 
978-4-488-24509-2 
1,320 円〔本体〕+税 

*9784488245092*

 

小さなユリと～詩集～ 
黒田 三郎 著 
夏葉社 
歩いているうちに 歩いていることだけが僕のすべてになる 小さなユリと手をつ

ないで(「小さなあまりにも小さな」より) 父と娘のささやかな日々を詠んだ、半世

紀以上前に刊行された歴史的な詩集を完全復刻。 
毎日新聞 2015/12/20 

2015:05. / 58p 
978-4-904816-15-8 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784904816158*

 

湯川博士、原爆投下を知っていたのですか～“最後の弟子”森一久の被爆と

原子力人生～ 
藤原 章生 著 
新潮社 
湯川博士の弟子・森一久は、ひとつの謎に苛まれていた。父母係累を喪った

昭和 20 年夏の広島。“特殊爆弾”が落とされることを恩師は知っていたと聞か

されたのだ-。半世紀を越えた謎を追う。『毎日新聞』掲載をもとに書籍化。 
毎日新聞 2015/12/20 

2015:07. / 205p 
978-4-10-339431-0 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784103394310*

 

日本鉄道歌謡史<1> 鉄道開業～第二次世界大戦  
松村 洋 著 
みすず書房 
鉄道は庶民の意識や暮らしをどう近代化したのか。人びとの暮らしの近代化

は、鉄道をどう変えたのか。鉄道の歌を通して、人びとが体験した近代化のさ

まざまな側面を考える。1 は、1872 年頃?1943 年の歌を取り上げる。 
毎日新聞 2015/12/20 

2015:08. / 6p,277p 
978-4-622-07934-7 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784622079347*

 

日本鉄道歌謡史<2> 戦後復興～東日本大震災  
松村 洋 著 
みすず書房 
鉄道は庶民の意識や暮らしをどう近代化したのか。人びとの暮らしの近代化

は、鉄道をどう変えたのか。鉄道の歌を通して、人びとが体験した近代化のさ

まざまな側面を考える。2 は、1947 年?2012 年の歌を取り上げる。 
毎日新聞 2015/12/20 

2015:08. / 6p,p280 ～
604 
978-4-622-07935-4 
4,200 円〔本体〕+税 

*9784622079354*
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黄金の竪琴～沓掛良彦訳詩選～ 
沓掛 良彦 著 
思潮社 
古典詩の研究者にして狂詩・戯文作者でもある訳者が、時代と言語の境を自

在に往来し、異邦の詩をみずからのことばに移し奏でた、風雅な愉しみの軌

跡。古代インド、ギリシアから近代まで、訳者が翻訳した詩と解説をまとめる。 
毎日新聞 2015/12/20 

2015:07. / 323p 
978-4-7837-2770-5 
7,400 円〔本体〕+税 

*9784783727705*

 

虚人の星 
島田 雅彦 著 
講談社 
七つの人格を持つ二重スパイと、三代目のお飾り首相。二人の男の運命が交

わる時、「日本」の運命も変わる?！戦後 70 年に放つ野心作 
毎日新聞 2015/12/20 

2015:09. / 319p 
978-4-06-219743-4 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784062197434*

 

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 2015/12/20 

2015:07. / 206p 
978-4-89271-234-0 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784892712340*

 

まど・みちお全詩集<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 
毎日新聞 2015/12/20 

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

*9784652201176*

 

ガリレオ裁判～400 年後の真実～(岩波新書 新赤版 1569)  
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。 
毎日新聞 2015/12/20 

2015:10. / 8p,220p,4p 
978-4-00-431569-8 
780 円〔本体〕+税 

*9784004315698*

 

水車小屋攻撃～他七篇～(岩波文庫 32-545-7)  
エミール・ゾラ 著 
岩波書店 
自然主義を提唱した長篇作家として知られるゾラは、短篇小説の名手でもあっ

た。表題作など、人生の諸相を、ときに悲しく、ときにユーモラスに、多様に描

いた全 8 篇を収録する。 
毎日新聞 2015/12/20 

2015:10. / 348p 
978-4-00-325457-8 
860 円〔本体〕+税 

*9784003254578*
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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。 
毎日新聞 2015/12/20 

2015:10. / 205p 
978-4-10-339651-2 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784103396512*

 

新カラマーゾフの兄弟<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 2015/12/20 

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> 
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 2015/12/20 

2015:11. / 664p 
978-4-309-02422-6 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784309024226*

 

ロシアあるいは対立の亡霊～「第二世界」のポストモダン～(講談社選書メチ

エ 613)  
乗松 亨平 著 
講談社 
ロシアとはいかなる精神構造を持っているのか。つねに「なにか」の対立者とし

て自己を規定する存在の一見不可思議な行動の根源を探る 
毎日新聞 2015/12/20 

2015:12. / 259p 
978-4-06-258616-0 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784062586160*

 

現在落語論 
立川 吉笑 著 
毎日新聞出版 
「なぜ座布団に正座するのか?」「「下半身を省略する」ためです」 ユニークな

活動で注目される立川談志の孫弟子・立川吉笑が、落語の面白さをイチから

伝える。『水道橋博士のメルマ旬報』連載を書籍化。 
毎日新聞 2015/12/20 

2015:12. / 237p 
978-4-620-32345-9 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784620323459*

 

まくらは落語をすくえるか  
沢田 一矢 著 
筑摩書房 
落語家のセンスが自在に生きるまくらこそ、古典落語に新しい血をふきこむ切

り札ではないのか。面白い落語を面白く聴きたい。だから、こだわりたい。人情

風俗が変わり、分かりにくくなったとみえる落語の世界も、生きのいいまくらが

再生しうる、と。 
毎日新聞 2015/12/20 

1989:10. / 208p 
978-4-480-82272-7 
1,495 円〔本体〕+税 

*9784480822727*
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忘れられた巨人 
カズオ・イシグロ/ 土屋 政雄 著 
早川書房 
老夫婦は息子との再会を信じて、長年暮らした村を後にする。さまざまな人々

に出会いながら荒れ野を渡り、森を抜け、謎の霧に満ちた大地を旅するふたり

を待つものとは…。失われた記憶や愛、戦いと復讐のこだまを静謐に描く。 
毎日新聞 2015/12/20、朝日新聞 2015/12/27 

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

*9784152095367*

 

ナディア・ブーランジェ～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。 
毎日新聞 2015/12/20、朝日新聞 2015/12/27 

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

*9784779121364*

 

反知性主義～アメリカが生んだ「熱病」の正体～(新潮選書) 
森本 あんり 著 
新潮社 
民主主義の破壊者か。あるいは平等主義の伝道者か。いま世界で も危険な

イデオロギーの根源、「反知性主義」の恐るべきパワーと意外な効用を、米国

のキリスト教と自己啓発の歴史から描く。 
毎日新聞 2015/12/20、読売新聞 2015/12/27 

2015:02. / 282p 
978-4-10-603764-1 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784106037641*

 

Y の木 
辻原 登 著 
文藝春秋 
親しい人間たちを失った男が、自らの死を思ったとき、Y の形をした木に目を

とめる。彼はこの木を見て、奇妙な方法で自死した作家のことを思い出す-。表

題作をはじめ、人生の重要な瞬間を描き出す短編 4 作を収録。 
毎日新聞 2015/12/20、読売新聞 2015/12/27 

2015:08. / 183p 
978-4-16-390320-0 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784163903200*

 

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

図領。実行力ある彼の言葉に街の人々は熱狂したのだが……。 
毎日新聞 2015/12/20、読売新聞 2015/12/27、日本経済新聞 2015/12/27 

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

*9784309023977*

 

殊能将之読書日記 2000-2009  
殊能 将之 著 
講談社 
『ハサミ男』の著者がホームページに綴った読書記録。卓越した見識とツボを

押さえたセレクションに脱帽。本が読みたくなる書評集！ 
毎日新聞 2015/12/20、日本経済新聞 2015/12/27 

2015:06. / 392p 
978-4-06-219444-0 
2,700 円〔本体〕+税 

*9784062194440*
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文明としてのイエ社会  
村上泰亮 著 
中央公論新社 
毎日新聞 2015/12/27 

1979:08. / ５９８，ｐ 
978-4-12-000884-9 
5,631 円〔本体〕+税 

*9784120008849*

 

時間の比較社会学(岩波現代文庫)  
真木 悠介 著 
岩波書店 
毎日新聞 2015/12/27 

2003:08. / ３３１ｐ 
978-4-00-600108-7 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784006001087*

 

プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神(ＮＩＫＫＥＩ ＢＰ ＣＬＡＳＳＩＣＳ)  
マックス・ウェーバー/ 中山 元 著 
日経ＢＰ社 
職業を天職とみて仕事に励むプロテスタントの経済倫理が、近代資本主義の

原動力になったことを論証した名著。画期的な新訳で登場。 
毎日新聞 2015/12/27 

2010:01. / ５３１ｐ 
978-4-8222-4791-1 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784822247911*

 

砂の女 改版(新潮文庫)  
安部 公房 著 
新潮社 
毎日新聞 2015/12/27 

2003:03. / ２７６ｐ 
978-4-10-112115-4 
520 円〔本体〕+税 

*9784101121154*

 

内なる辺境(中公文庫)  
安部 公房 著 
中央公論新社 
毎日新聞 2015/12/27 

1975:07. / １０６ｐ 
978-4-12-200230-2 
495 円〔本体〕+税 

*9784122002302*

 

時間・労働・支配～マルクス理論の新地平～ 
モイシェ・ポストン/ 白井 聡/ 野尻 英一 著 
筑摩書房 
グローバルな経済危機を招来し、絶えざる世界変容を駆動する資本主義=近

代。マルクスの経済学批判の核心にあるカテゴリーの根本的な再解釈を試

み、資本主義社会の基礎構造とそこから現れる動態性の運動法則を解明す

る。 
毎日新聞 2015/12/27 

2012:08. / 655p,27p 
978-4-480-86722-3 
6,000 円〔本体〕+税 

*9784480867223*

 

それをお金で買いますか～市場主義の限界～(ハヤカワ文庫 NF 419) 
マイケル・サンデル/ 鬼澤 忍 著 
早川書房 
民間会社が戦争を請け負い、臓器が売買され、公共施設の命名権がオークシ

ョンにかけられる現代。あるものが商品に変わるとき、失われる「何か」とは? 生

活と密接にかかわる「市場主義」をめぐる問題に鋭く切りこむ。 
毎日新聞 2015/12/27 

2014:11. / 334p 
978-4-15-050419-9 
800 円〔本体〕+税 

*9784150504199*
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いちまき～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。 
毎日新聞 2015/12/27 

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

*9784104193028*

 

ASEAN 企業地図～有力企業グループの全体像がわかる!～ 
桂木 麻也 著 
翔泳社 
ASEAN の有力企業グループ全体像と上場企業の情報が充実。事業提携や

現地進出を考える日系企業の戦略立案と投資に役立つ！ 
毎日新聞 2015/12/27 

2015:11. / 191p 
978-4-7981-4293-7 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784798142937*

 

古代の日本と東アジアの新研究 
上田 正昭 著 
藤原書店 
古代から中世、近現代へと「天皇制」はいかに成立し、変遷してきたか。高句

麗・百済・新羅の古代日本文化への影響は。「神道」のまことの姿とは何か。東

アジア全体を視野におさめ、日本のありようを提示する。 
毎日新聞 2015/12/27 

2015:10. / 324p 
978-4-86578-044-4 
3,600 円〔本体〕+税 

*9784865780444*

 

カンディード(光文社古典新訳文庫 KA ウ 8-1) 
ヴォルテール/ 斉藤 悦則 著 
光文社 
楽園のような故郷を追放された若者カンディード。恩師の「すべては 善であ

る」の教えを胸に、度重なる災難に立ち向かうのだが…。18 世紀啓蒙思想家

ヴォルテールの代表作。「リスボン大震災に寄せる詩」を完全訳で収録。 
毎日新聞 2015/12/27 

2015:10. / 293p 
978-4-334-75319-1 
980 円〔本体〕+税 

*9784334753191*

 

中国国有農場の変貌～巨大ジャポニカ米産地の形成～ 
朴 紅 著 
筑波書房 
この 30 年という短期間で出現した北方ジャポニカ産地の形成過程を国営農

場の展開と再編」などのテーマで論じた。 
毎日新聞 2015/12/27 

2015:10. / 349p 
978-4-8119-0472-6 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784811904726*

 

プロローグ 
円城 塔 著 
文藝春秋 
語り手と登場人物が話し合い、名前が決められ世界が作られ、プログラムに沿

って物語が始まる-。情報技術は言語の秘密に迫り得るか? SF と文学の可能

性に挑む意欲作。『文學界』掲載を単行本化。 
毎日新聞 2015/12/27 

2015:11. / 326p 
978-4-16-390358-3 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784163903583*
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鄧小平(講談社現代新書 2345)  
エズラ・F.ヴォーゲル 著 
講談社 
中国研究で名高いアメリカの社会学者が、橋爪大三郎氏に語ったトウ小平

像。現代中国を理解するために必読の一冊。 
毎日新聞 2015/12/27 

2015:11. / 253p 
978-4-06-288345-0 
800 円〔本体〕+税 

*9784062883450*

 

トッド自身を語る 
エマニュエル・トッド/ 石崎 晴己 著 
藤原書店 
国・地域ごとの家族システムの違いや人口動態に着目し、アラブの春、移民・

難民問題など数々の歴史的変化を予言してきた歴史人口学者エマニュエル・

トッド。その学問的背景や、日本とのかかわりをトッド自身が語る。 
毎日新聞 2015/12/27 

2015:11. / 216p 
978-4-86578-048-2 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784865780482*

 

21 世紀の不平等 
アンソニー・B.アトキンソン 著 
東洋経済新報社 
経済学のトレンドが成長から分配へ変わった今、不平等研究の第一人者が具

体的で革新的な処方箋を提示する。全世界で読むべき一冊。 
毎日新聞 2015/12/27 

2015:12. / 
27p,369p,56p 
978-4-492-31470-8 
3,600 円〔本体〕+税 

*9784492314708*

 

植物たち 
朝倉 かすみ 著 
徳間書店 
寄生して成長するコウモリラン、いつの間にやら大繁殖するホテイアオイ…。植

物のそんな生態は、あの子やこの子にそっくり。人間の不可思議な行動を植

物の生態に模して描く、朝倉かすみ版・植物誌! 『読楽』連載を単行本化。 
毎日新聞 2015/12/27 

2015:12. / 268p 
978-4-19-864059-0 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784198640590*

 

柳原良平の仕事(玄光社 MOOK) 
柳原 良平 著 
玄光社 
トリスウイスキーのキャラクター「アンクルトリス」の生みの親にして日本屈指の船

の画家、柳原良平の仕事集。装丁、絵本、漫画、アニメーション、グッズ、オリ

ジナル作品まで、その生涯に遺した膨大な作品を収録する。 
毎日新聞 2015/12/27 

2015:12. / 159p 
978-4-7683-0682-6 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784768306826*

 

銀河系惑星学の挑戦～地球外生命の可能性をさぐる～(NHK 出版新書 
477)  
松井 孝典 著 
ＮＨＫ出版 
惑星をめぐる、人類の知的冒険のすべてがわかる一冊。太陽系と系外惑星の

異なる点、惑星や惑星系の生まれ方といった基本的知識から、系外惑星探査

の 前線まで、惑星科学分野の泰斗が易しく網羅的に描く。 
毎日新聞 2015/12/27 

2015:12. / 242p 
978-4-14-088477-5 
780 円〔本体〕+税 

*9784140884775*

 


