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2016 年 1 月分新聞書評 

 

野生動物カメラマン(集英社新書 ヴィジュアル版 040V)  
岩合 光昭 著 
集英社 
世界的動物写真家・岩合光昭。なぜ彼には「決定的瞬間」が撮れるのか。世界中の

人々を魅了してやまない数多くの写真と共に 40 年以上に渡るこれまでの撮影を振

り返り、その舞台裏と野生動物への想いを綴る。 

 
日本経済新聞 2016/01/17 

2015:12./ 222p 
978-4-08-720812-2 

本体 ¥1,200+税

*9784087208122*

 

五色の虹～満州建国大学卒業生たちの戦後～ 
三浦 英之 著 
集英社 
日中戦争の 中、旧満州に存在した 高学府「満州建国大学」。日本、中国、朝

鮮、モンゴル、ロシアの若者が「五族協和」の実践をめざし夢見たものとは? スーパ

ーエリートたちが生き抜いた戦後を追う。 

 
日本経済新聞 2016/01/31 

2015:12./ 327p 
978-4-08-781597-9 

本体 ¥1,700+税

*9784087815979*

 

ヤマザキマリの偏愛ルネサンス美術論(集英社新書 0815F)  
ヤマザキ マリ 著 
集英社 
人嫌いのダ・ヴィンチ、いい人過ぎたラファエロ、筋肉フェチのミケランジェロ…。イタ

リアで美術を学んだ著者が、新視点でルネサンスを生み出した愛しき「変人」たちの

魅力を読み解く。 

 
日本経済新聞 2016/01/24 

2015:12./ 227p 
978-4-08-720815-3 

本体 ¥760+税

*9784087208153*

 

イスラム化するヨーロッパ(新潮新書 649) 
三井 美奈 著 
新潮社 
多発するテロ、押し寄せる難民…。欧州は今まさに「イスラム化」の危機に瀕してい

る。西欧育ちの若者がなぜ過激派に共鳴するのか。フランスでなぜベールの着用

が禁止されるのか。欧州を覆う苦悩から、世界の明日を読み解く。 

 
日本経済新聞 2016/01/24 

2015:12./ 207p 
978-4-10-610649-1 

本体 ¥720+税

*9784106106491*

 

おすすめ文庫王国<2016> 
本の雑誌集部 編 
本の雑誌社 
これ一冊で、一年間読む文庫に困らない。文庫ガイドの決定版！年間ベストに注

目。 

 
日本経済新聞 2016/01/10 

2015:12./ 111p 
978-4-86011-279-0 

本体 ¥760+税

*9784860112790*
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新・ワイン学入門(知のトレッキング叢書)  
福田 育弘 著 
集英社インターナショナル 
第 7 次ワインブームを牽引する日本ワインは確実に美味しくなったが、その理由は?
日仏のワインの歴史、世界の飲食スタイルの違いなどで検証する新しいワインの見

方に、目からウロコ、間違いなし。 

 
日本経済新聞 2016/01/24 

2015:12./ 222p 
978-4-7976-7312-8 

本体 ¥1,200+税

*9784797673128*

 

世につまらない本はない(朝日文庫 よ 20-1)  
養老 孟司 著 
朝日新聞出版 
読書とは、脳を使った運動だ! 解剖学者・養老孟司が、脳のはたらきという観点から

読書や書物について語る。さらに、養老を交えた博覧強記の三粋人が自らの愛読

書と書の接し方を明かす鼎談を収録。 

 
日本経済新聞 2016/01/03 

2015:12./ 244p 
978-4-02-261844-3 

本体 ¥600+税

*9784022618443*

 

働く女子の運命(文春新書 1062)  
濱口 桂一郎 著 
文藝春秋 
日本の女性はなぜ「活躍」できないのか? その根源にある日本独特の雇用システム

の形成、確立、変容の過程を歴史的に辿り、当事者たちの肉声を交え、働きづらさ

の本質を暴く。 

 
日本経済新聞 2016/01/24 

2015:12./ 251p 
978-4-16-661062-4 

本体 ¥780+税

*9784166610624*

 

頂上決戦(文春文庫 は 41-7)  
濱 嘉之 著 
文藝春秋 
温泉郷で発生したフグ毒殺人は、公安 vs 巨悪「頂上対決」の幕開けだった。中国

マフィア勢力争い、新旧日本ヤクザの利権争い、警視庁の派閥争い。大分裂が絡

み合う中、青山らが対峙する新たな敵とは。警察小説シリーズ第 7 弾。 

 
日本経済新聞 2016/01/10 

2016:1./ 359p 
978-4-16-790524-8 

本体 ¥660+税

*9784167905248*

 

超高齢社会の法律、何が問題なのか(朝日選書 939)  
樋口 範雄 著 
朝日新聞出版 
住まい、介護、終末期医療、遺言、成年後見、信託…。制度は「若者社会」のまま、

ゆがみ噴出! 高齢者法の第一人者が、東大での講義をもとに、豊富な実例をあげ

て、超高齢社会の法律の問題点と解決の方向を考える。 

 
日本経済新聞 2016/01/17 

2015:12./ 225p 
978-4-02-263039-1 

本体 ¥1,400+税

*9784022630391*
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海洋大異変～日本の魚食文化に迫る危機～(朝日選書 940)  
山本 智之 著 
朝日新聞出版 
温暖化、酸性化、外来種化、汚染…。日本の海の水面下で何が起きているのか。

研究者への取材を重ねつつ、赤道直下のガラパゴスから極寒の南極海まで、十数

年にわたり各地の現場を訪ね歩いてきた新聞記者がその 前線を追う。 

 
日本経済新聞 2016/01/10 

2015:12./ 346p,8p 
978-4-02-263040-7 

本体 ¥1,600+税

*9784022630407*

 

ソクラテス～われらが時代の人～ 
ポール・ジョンソン、中山 元 著 
日経ＢＰ社 
カリスマ的魅力を持った哲学の祖、ソクラテス。古代ギリシアの「幸福になる才能のあ

る冗談好きな醜男」を描いた評伝。ソクラテスの思想が現代においてもつ意味につ

いても、説得力のある議論を展開する。 

 
日本経済新聞 2016/01/24 

2015:12./ 290p 
978-4-8222-5081-2 

本体 ¥2,200+税

*9784822250812*

 

蚕～絹糸を吐く虫と日本人～ 
畑中 章宏 著 
晶文社 
世界一の生糸輸出国・明治日本。金を稼ぐ虫と私たちはどのように暮らしたか。養

蚕が生んだ文化を掘り起こす民俗学的ノンフィクション 

 
日本経済新聞 2016/01/17 

2015:12./ 245p 
978-4-7949-6899-9 

本体 ¥1,800+税

*9784794968999*

 

エコハウスのウソ～40 の誤解と 1 つのホント～ 増補改訂版  
前 真之 著 
日経ＢＰ社 
初版発行後に明らかになった新たな知見、2020 年の省エネ基準義務化などにつ

いて大幅に加筆。本当のエコハウスをつくるために必読 

 
日本経済新聞 2016/01/03 

2015:12./ 383p 
978-4-8222-0053-4 

本体 ¥2,300+税

*9784822200534*

 

生きられる都市を求めて～荷風、プルースト、ミンコフスキー～(フィギュール彩 
44)  
近藤 祐 著 
彩流社 
現代都市にまつわる私たちの不充足感は、どこから来て、どこに向かうのか? マル

セル・プルーストの「失われた時を求めて」等を手がかりに、商品化社会 100 年が都

市にもたらした罪過と、その末期症状からの再生を提言する。 

 
日本経済新聞 2016/01/10 

2016:1./ 174p 
978-4-7791-7048-5 

本体 ¥1,800+税

*9784779170485*
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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。 

 
日本経済新聞 2016/01/10 

2015:12./ 207p 
978-4-8002-4860-2 

本体 ¥520+税

*9784800248602*

 

「新国立」破綻の構図～当事者が語る内幕～ 
日経アーキテクチュア 編 
日経ＢＰ社 
国家プロジェクトはなぜ白紙撤回を招く結果となったのか。問題の構図を取材する

なかで、ものづくり日本が抱える課題が見えてきた。 

 
日本経済新聞 2016/01/10 

2015:12./ 16p,287p 
978-4-8222-0057-2 

本体 ¥1,700+税

*9784822200572*

 

馬を飛ばそう～IoT 提唱者が教える偉大なアイデアのつくり方～ 
ケヴィン・アシュトン、門脇 弘典 著 
日経ＢＰ社 
IoT(モノのインターネット)という用語を提唱した人物として世界的に知られる著者

が、歴史上のさまざまなエピソードを紹介しながら、発明、イノベーション、発見とい

った「創造」がいかになされるのかを解説する。 

 
日本経済新聞 2016/01/17 

2015:12./ 441p 
978-4-8222-5135-2 

本体 ¥2,000+税

*9784822251352*

 

移ろう中東、変わる日本～2012-2015～ 
酒井 啓子 著 
みすず書房 
アラブ社会と中東の人々が転落していくさまを、著者は見つづけてきた。そして内に

目を向ければ、排外主義のはびこる日本がある。情勢はどこへ向かうのか。第一線

の研究者が、世界の動揺と矛盾を鋭くえぐった時評集。 

 
日本経済新聞 2016/01/31 

2016:1./ 281p 
978-4-622-07958-3 

本体 ¥3,400+税

*9784622079583*

 

釜ケ崎から～貧困と野宿の日本～(ちくま文庫 い 89-1)  
生田 武志 著 
筑摩書房 
失業した中高年、20 代の若者、夫の暴力に脅かされる母子-。帰る場所を失った多

くの人びとが路上生活に追い込まれている。大阪・釜ケ崎で野宿者支援活動に 30
年間携わってきた著者が「究極の貧困」を問うルポルタージュ。 

 
日本経済新聞 2016/01/24 

2016:1./ 359p 
978-4-480-43314-5 

本体 ¥900+税

*9784480433145*
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家族の健康を守る家 
深谷 賢司 著 
ＰＨＰ研究所 
アレルギー、冷え性、風邪をひきやすい…。こんな症状の原因は家にあった? 脳神

経外科の専門医が引越し 9 回目にして気づいた家と健康の密接な関係、健康に良

い住宅の建て方などを解説する。 

 
日本経済新聞 2016/01/24 

2015:12./ 187p 
978-4-569-82846-6 

本体 ¥1,300+税

*9784569828466*

 

伊藤元重が語る TPP の真実 
伊藤 元重 著 
日本経済新聞出版社 
なぜいま、TPP のような、世界の多くの国を巻き込んだスーパー・リージョナルな経

済連携協定が必要とされるのか? 国際経済学の第一人者が、TPP の背景、意義、

内容、今後の影響など、すべてを解説。 

 
日本経済新聞 2016/01/17 

2015:12./ 322p 
978-4-532-35648-4 

本体 ¥1,800+税

*9784532356484*

 

スーパーパワー～G ゼロ時代のアメリカの選択～ 
イアン・ブレマー、奥村 準 著 
日本経済新聞出版社 
G ゼロ時代に突入し、世界を主導する力が低下したアメリカは、他国の問題解決か

ら手を引いてしまうのか? グローバル・リスク予測の第一人者が、世界のあらゆる地

域に影響を及ぼすアメリカの外交戦略を 3 つの選択肢で示す。 

 
日本経済新聞 2016/01/24 

2015:12./ 285p 
978-4-532-35678-1 

本体 ¥2,200+税

*9784532356781*

 

翔んで埼玉(このマンガがすごい!comics) 
魔夜 峰央 著 
宝島社 
日本経済新聞 2016/01/17 

2015:12./ 188p 
978-4-8002-4939-5 

本体 ¥700+税

*9784800249395*

 

熊野 海が紡ぐ近代史 
稲生 淳 著 
森話社 
ペリー来航 62 年前の 1791 年、紀伊大島にアメリカ船レディ・ワシントン号が寄港し

た。それ以降、熊野は世界史の波をその水際でかぶり続けることになる。隠国（こも

りく）の熊野が開かれていく過程を、世界史の視点からたどる。 

 
日本経済新聞 2016/01/31 

2015:12./ 252p 
978-4-86405-087-6 

本体 ¥2,200+税

*9784864050876*

 

明治の建築家伊東忠太オスマン帝国をゆく 
ジラルデッリ青木美由紀 著 
ウェッジ 
日露戦争期、トルコに降り立った快男児の知の冒険-。近代日本建築を作った巨

匠・伊東忠太。若き日の伊東が、単身乗り出した建築世界旅行の途上、オスマン帝

国で過ごした 8 ケ月半を描く。 

 
日本経済新聞 2016/01/24 

2015:12./ 321p,21p 
978-4-86310-157-9 

本体 ¥2,700+税

*9784863101579*
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東横歌舞伎の時代 
上村 以和於 著 
雄山閣 
1954 年から 16 年間、渋谷駅上・東横ホールで行われた東横歌舞伎は、今日第一

線にある歌舞伎俳優たちの修業の場、道場として大きな役割を果たした。戦後とい

う時代を象徴する東横歌舞伎の意義を、演劇史の中で捉え直す。 

 
日本経済新聞 2016/01/31 

2016:1./ 287p 
978-4-639-02370-8 

本体 ¥3,000+税

*9784639023708*

 

100 年企業の改革 私と日立(私の履歴書) 
川村 隆 著 
日本経済新聞出版社 
老舗企業が再び若々しさを取り戻すためには何が必要か-。沈みかけた巨艦・日立

を再生させた立役者が、経営改革の要諦と自身の半生を語る。『日本経済新聞』連

載「私の履歴書」をもとに加筆・編集し単行本化。 

 
日本経済新聞 2016/01/31 

2016:1./ 213p 
978-4-532-32053-9 

本体 ¥1,600+税

*9784532320539*

 

美について 
ゼイディー・スミス、堀江 里美 著 
河出書房新社 
ボストン近郊の大学都市で、価値観の異なる二つの家族が衝突しながら関係を深

めていく。21 世紀版「ハワーズ・エンド」の傑作長篇。 

 
日本経済新聞 2016/01/24、産経新聞 2016/01/31 

2015:12./ 520p 
978-4-309-20691-2 

本体 ¥3,700+税

*9784309206912*

 

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！ 

 
日本経済新聞 2016/01/03、朝日新聞 2016/01/17 

2015:11./ 769p 
978-4-309-02423-3 

本体 ¥2,100+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！ 

 
日本経済新聞 2016/01/03、朝日新聞 2016/01/17 

2015:11./ 664p 
978-4-309-02422-6 

本体 ¥1,900+税

*9784309024226*

 

限界費用ゼロ社会～<モノのインターネット>と共有型経済の台頭～ 
ジェレミー・リフキン、柴田 裕之 著 
ＮＨＫ出版 
テクノロジーの進化が経済と社会を根底から変える! 世界的な文明評論家が、3D
プリンターや大規模オンライン講座 MOOC などの事例をもとに、デジタル革命の真

のインパクトを読み解く。日本版向けの「特別章」付き。 

 
日本経済新聞 2016/01/03、朝日新聞 2016/01/17 

2015:10./ 531p 
978-4-14-081687-5 

本体 ¥2,400+税

*9784140816875*
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リーダー論(講談社 AKB48 新書 002)  
高橋 みなみ 著 
講談社 
「ひとりひとり」が集まって「みんな」になる、全員がエースになれるチームを目指す、

太文字になる言葉を意識して使う…。AKB48 グループ総監督・高橋みなみが 10
年間の実体験を元に語る、超実践的リーダー論。 

 
日本経済新聞 2016/01/17、朝日新聞 2016/01/31 

2015:12./ 190p 
978-4-06-219896-7 

本体 ¥741+税

*9784062198967*

 

生物界をつくった微生物 
ニコラス・マネー 著 
築地書館 
DNA の大部分はウィルス由来。植物の葉緑体はバクテリア。生きものは、微生物で

できている！ 

 
日本経済新聞 2016/01/24、朝日新聞 2016/01/31 

2015:11./ 6p,252p 
978-4-8067-1503-0 

本体 ¥2,400+税

*9784806715030*

 

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。 

 
日本経済新聞 2016/01/24、朝日新聞 2016/01/31、読売新聞 2016/01/31 

2015:10./ 243p,10p 
978-4-7917-6892-9 

本体 ¥2,300+税

*9784791768929*

 

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。 

 
日本経済新聞 2016/01/10、読売新聞 2016/01/31 

2005:9./ 242p 
978-4-10-101009-0 

本体 ¥430+税

*9784101010090*

 

未成年(CREST BOOKS) 
イアン・マキューアン 著 
新潮社 
法廷で様々な家族の問題に接する一方、自らの夫婦関係にも悩む女性裁判官のも

とに、信仰から輸血を拒む少年の審判が持ち込まれる。二人の間にはやがて特別

な絆が生まれるが…。二つの人生の交わりを豊かに描く長篇小説。 

 
日本経済新聞 2016/01/17、読売新聞 2016/01/31 

2015:11./ 230p 
978-4-10-590122-6 

本体 ¥1,900+税

*9784105901226*

 

野尻抱影～星は周る～(STANDARD BOOKS) 
野尻 抱影 著 
平凡社 
軽妙洒脱に星を紹介した「星の文人」の魅力 

 
日本経済新聞 2016/01/03、読売新聞 2016/01/24 

2015:12./ 217p 
978-4-582-53152-7 

本体 ¥1,400+税

*9784582531527*
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岡潔～数学を志す人に～(STANDARD BOOKS) 
岡 潔 著 
平凡社 
日本人の心性や情緒を洞察した数学者の随想 

 
日本経済新聞 2016/01/03、読売新聞 2016/01/24 

2015:12./ 211p 
978-4-582-53153-4 

本体 ¥1,400+税

*9784582531534*

 

寺田寅彦～科学者とあたま～(STANDARD BOOKS) 
寺田 寅彦 著 
平凡社 
科学と文学を横断した物理学者珠玉の随筆集 

 
日本経済新聞 2016/01/03、読売新聞 2016/01/24 

2015:12./ 219p 
978-4-582-53151-0 

本体 ¥1,400+税

*9784582531510*

 

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! 

 
日本経済新聞 2016/01/10、読売新聞 2016/01/24 

2015:12./ 287p 
978-4-04-103277-0 

本体 ¥1,800+税

*9784041032770*

 

代議制民主主義～「民意」と「政治家」を問い直す～(中公新書 2347)  
待鳥 聡史 著 
中央公論新社 
第二次世界大戦後に黄金期を迎えた代議制民主主義。だが、経済成長の鈍化や

グローバル化の影響を受け、今や世界各国で機能不全に陥っている。民意と政治

家の緊張関係から、その本質を問い直す。 

 
日本経済新聞 2016/01/03、読売新聞 2016/01/10 

2015:11./ 267p 
978-4-12-102347-6 

本体 ¥840+税

*9784121023476*

 

VW の失敗とエコカー戦争～日本車は生き残れるか～(文春新書 1058)  
香住 駿 著 
文藝春秋 
世界を震撼させたフォルクスワーゲンの不正ソフト事件。世界販売台数でトヨタと首

位を争う巨大企業はなぜ不正に走ったのか。米国カリフォルニア発「次世代エコカ

ー戦争」の驚くべき内実を明らかにする。 

 
日本経済新聞 2016/01/17、読売新聞 2016/01/24 

2015:12./ 230p 
978-4-16-661058-7 

本体 ¥740+税

*9784166610587*

 

あなたが世界のためにできるたったひとつのこと～<効果的な利他主義>のすすめ

～ 
ピーター・シンガー、関 美和 著 
ＮＨＫ出版 
世界をより良い方向に一歩進めようとする「効果的な利他主義」。さまざまな効果的

な利他主義者の生き方と、彼らが作り出し、世界に影響を与えている新しいムーブ

メントについて語る。 

 
日本経済新聞 2016/01/10、読売新聞 2016/01/24 

2015:12./ 236p,18p 
978-4-14-081692-9 

本体 ¥1,700+税

*9784140816929*
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シカ問題を考える～バランスを崩した自然の行方～(ヤマケイ新書 YS023)  
高槻 成紀 著 
山と渓谷社 
日本各地で増えつづけるシカは、植物を食べるだけでなく、昆虫や鳥類にも影響を

及ぼし、土砂崩れまでも引き起こす。なぜシカは増えてしまったのか、私たちはどう

対応すべきなのか。シカ研究の第一人者による、シカ問題入門書。 

 
日本経済新聞 2016/01/03、読売新聞 2016/01/17 

2015:12./ 213p 
978-4-635-51009-7 

本体 ¥800+税

*9784635510097*

 

沈黙 改版(新潮文庫)  
遠藤 周作 著 
新潮社 
日本経済新聞 2016/01/24、日本経済新聞 2016/01/31 

2003:5./ 312p 
978-4-10-112315-8 

本体 ¥550+税

*9784101123158*

 

本居宣長<下> 改版(新潮文庫)  
小林 秀雄 著 
新潮社 
日本経済新聞 2016/01/31、毎日新聞 2016/01/31 

2007:6./ ４６６ｐ 
978-4-10-100707-6 

本体 ¥750+税

*9784101007076*

 

本居宣長<上> 改版(新潮文庫)  
小林 秀雄 著 
新潮社 
日本経済新聞 2016/01/31、毎日新聞 2016/01/31 

2007:6./ ４７５ｐ 
978-4-10-100706-9 

本体 ¥710+税

*9784101007069*

 

四季の名言(平凡社新書 799)  
坪内 稔典 著 
平凡社 
古今東西のユニークな名言 112 を紹介 

 
日本経済新聞 2016/01/10、毎日新聞 2016/01/17 

2015:12./ 247p 
978-4-582-85799-3 

本体 ¥800+税

*9784582857993*

 

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。 

 
日本経済新聞 2016/01/10、毎日新聞 2016/01/10 

2015:11./ 6p,263p 
978-4-12-102348-3 

本体 ¥840+税

*9784121023483*
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サックス博士の片頭痛大全(ハヤカワ文庫 NF)  
オリヴァー・サックス、春日井 晶子、大庭 紀雄 著 
早川書房 
毎日新聞 2016/01/17 

2000:11./ 573p 
978-4-15-050243-0 

本体 ¥980+税

*9784150502430*

 

八木重吉詩集(芸林 21 世紀文庫)  
八木 重吉、高野 喜久雄 著 
芸林書房 
わが児と すなを もり 砂を くずし 浜に あそぶ つかれたれど かなしけれど 

うれいなき はつあきのひるさがり 「定本 八木重吉詩集」「花と空と祈り」を底本と

した詩集。 

 
毎日新聞 2016/01/17 

2002:4./ 128p 
978-4-7681-6101-2 

本体 ¥1,000+税

*9784768161012*

 

おすず(文春文庫)  
杉本 章子 著 
文芸春秋 
毎日新聞 2016/01/31 

2003:9./ ２８４ｐ 
978-4-16-749707-1 

本体 ¥571+税

*9784167497071*

 

五年の梅(新潮文庫)  
乙川 優三郎 著 
新潮社 
毎日新聞 2016/01/24 

2003:9./ 305p 
978-4-10-119221-5 

本体 ¥520+税

*9784101192215*

 

生きる(文春文庫)  
乙川 優三郎 著 
文芸春秋 
毎日新聞 2016/01/24 

2005:1./ 261p 
978-4-16-714164-6 

本体 ¥500+税

*9784167141646*

 

世界の環境問題<第 1 巻> ドイツと北欧 
川名 英之 著 
緑風出版 
世界各国の環境破壊とその対策は、はたして進んでいるのだろうか。主要各国の環

境・廃棄物・原発問題、その歴史的経過と現状を総括するシリーズ。第 1 巻は、ドイ

ツ・北欧の環境政策を検証する。 

 
毎日新聞 2016/01/17 

2005:12./ 454p 
978-4-8461-0512-9 

本体 ¥3,200+税

*9784846105129*

 

時をかける少女 新装版(角川文庫)  
筒井 康隆 著 
角川書店 
毎日新聞 2016/01/10 

2006:5./ 238p 
978-4-04-130521-8 

本体 ¥440+税

*9784041305218*
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かずら野(新潮文庫)  
乙川 優三郎 著 
新潮社 
毎日新聞 2016/01/24 

2006:10./ 333p 
978-4-10-119222-2 

本体 ¥514+税

*9784101192222*

 

世界の環境問題<第 2 巻> 西欧  全 10 巻 2 配 
川名 英之 著 
緑風出版 
主要各国の環境・廃棄物・原発問題、その歴史的経過と現状を総括するシリーズ。

第 2 巻では、石炭利用による大気汚染に苦しんだイギリス、原発大国フランスなど

西欧 11 カ国の環境政策、「緑の党」の動きなどを詳細に検証。 

 
毎日新聞 2016/01/17 

2007:1./ 458p 
978-4-8461-0623-2 

本体 ¥3,200+税

*9784846106232*

 

ラヴェル  
ジャン・エシュノーズ、関口 涼子 著 
みすず書房 
ひげを剃り、髪を撫で付けた「ボレロ」の作曲家モーリス・ラヴェル。彼の曲や彼を取

り巻く演奏家、作曲家、指揮者などを描き、アメリカ訪問に始まる晩年の 10 年を目

の前に浮かび上がらせた、まるで音楽のような小説。 

 
毎日新聞 2016/01/17 

2007:10./ 125p 
978-4-622-07332-1 

本体 ¥2,200+税

*9784622073321*

 

オン・ザ・ロード(世界文学全集)  
河出書房新社 
不滅の青春の書『路上』が半世紀ぶりに、躍動感あふれる新訳でよみがえる。ビー

ト・ジェネレーションの誕生を告げ、その後のあらゆる文学、文化に決定的な影響を

与えた伝説的名作。 

 
毎日新聞 2016/01/31 

2007:11. 
978-4-309-70941-3 

本体 ¥2,600+税

*9784309709413*

 

ちくま日本文学<003> 宮沢賢治(ちくま文庫) 
宮沢 賢治 著 
筑摩書房 
毎日新聞 2016/01/31 

2007:11./ 477p 
978-4-480-42503-4 

本体 ¥880+税

*9784480425034*

 

世界の環境問題<第 3 巻> 中・東欧 
川名 英之 著 
緑風出版 
主要各国の環境・廃棄物・原発問題、その歴史的経過と現状を総括するシリーズ。

第 3 巻では、バルカン半島諸国、バルト三国を含めたヨーロッパの東半分の諸国の

環境問題を取り上げる。 

 
毎日新聞 2016/01/17 

2008:5./ 443p 
978-4-8461-0805-2 

本体 ¥3,200+税

*9784846108052*
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世界文学全集<１－０８> アフリカの日々  
池沢 夏樹 著 
河出書房新社 
デンマークに生まれ、ケニアの広大なコーヒー農園を営んだ女性作家による、アフリ

カの人・大地・動物との交歓の物語と、ヨルバ族の英語作家が森の魔術的世界を描

き、アフリカ初の本格小説として絶讃された奇想天外な冒険譚。 

 
毎日新聞 2016/01/31 

2008:6./ ５６０，９ｐ 
978-4-309-70948-2 

本体 ¥2,800+税

*9784309709482*

 

散るぞ悲しき～硫黄島総指揮官・栗林忠道～(新潮文庫)  
梯 久美子 著 
新潮社 
毎日新聞 2016/01/17 

2008:7./ 302p, 図 版
16p 
978-4-10-135281-7 

本体 ¥520+税

*9784101352817*

 

世界の環境問題<第 4 巻> ロシアと旧ソ連邦諸国 
川名 英之 著 
緑風出版 
主要各国の環境・廃棄物・原発問題、その歴史的経過と現状を総括するシリーズ。

第 4 巻では、ロシア、旧ソ連邦諸国のウクライナ、ベラルーシ、カフカス 3 国、中央

アジア 5 共和国などの環境問題を取り上げる。 

 
毎日新聞 2016/01/17 

2009:1./ 491p 
978-4-8461-0816-8 

本体 ¥3,400+税

*9784846108168*

 

妻を帽子とまちがえた男(ハヤカワ文庫 NF)  
オリヴァー・サックス、高見 幸郎、金沢 泰子 著 
早川書房 
毎日新聞 2016/01/17 

2009:7./ 435p 
978-4-15-050353-6 

本体 ¥880+税

*9784150503536*

 

世界の環境問題<第 5 巻> 米国 
川名 英之 著 
緑風出版 
主要各国の環境・廃棄物・原発問題、その歴史的経過と現状を総括するシリーズ。

第 5 巻では、世界に強い影響を及ぼす 大のエネルギー消費国、米国の環境問

題を取り上げる。 

 
毎日新聞 2016/01/17 

2009:10./ 523p 
978-4-8461-0911-0 

本体 ¥3,500+税

*9784846109110*

 

競売ナンバー49 の叫び(ちくま文庫)  
トマス・ピンチョン、志村 正雄 著 
筑摩書房 
毎日新聞 2016/01/17 

2010:4./ 367p 
978-4-480-42696-3 

本体 ¥900+税

*9784480426963*
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世界の環境問題<第 6 巻> 極地・カナダ・中南米 
川名 英之 著 
緑風出版 
主要各国の環境・廃棄物・原発問題、その歴史的経過と現状を総括するシリーズ。

第 6 巻では、北極圏と南極圏、カナダ、中南米などの環境問題を追うほか、環境の

観点からマヤ文明、イースター島の滅亡を考える。 

 
毎日新聞 2016/01/17 

2010:8./ 484p 
978-4-8461-1010-9 

本体 ¥3,800+税

*9784846110109*

 

岬(文春文庫)  
中上 健次 著 
文芸春秋 
毎日新聞 2016/01/17 

1978:12./ 267p 
978-4-16-720701-4 

本体 ¥500+税

*9784167207014*

 

ドストエフスキイの生活 改版(新潮文庫)  
小林 秀雄 著 
新潮社 
毎日新聞 2016/01/31 

1971:1./ ３７３ｐ 
978-4-10-100703-8 

本体 ¥790+税

*9784101007038*

 

罪と罰<上>(岩波文庫)  
ドストエフスキー、江川 卓 著 
岩波書店 
悲惨な境遇から脱出しようと，青年はある「計画」を決行するが──閉塞した社会状

況の中でくすぶる人間性の回復への強烈な願望を描いて，世界文学史上にドスト

エフスキーの名を刻みつけた不朽の名作． 

 
毎日新聞 2016/01/31 

1999:11./ 414p 
978-4-00-326135-4 

本体 ¥960+税

*9784003261354*

 

美味礼讃<上>(岩波文庫 赤 524-1)  
ブリア�サヴァラン、関根 秀雄、戸部 松実 著 
岩波書店 
毎日新聞 2016/01/24 

1967:8./ 285p 
978-4-00-325241-3 

本体 ¥720+税

*9784003252413*

 

権利のための闘争(岩波文庫)  
ルドルフ・フォン・イェ－リング、村上淳一 著 
岩波書店 
毎日新聞 2016/01/17 

1982:10./ 150p 
978-4-00-340131-6 

本体 ¥540+税

*9784003401316*

 

罪と罰<下>(岩波文庫)  
ドストエフスキー、江川 卓 著 
岩波書店 
毎日新聞 2016/01/31 

2000:2./ ４３１ｐ 
978-4-00-326137-8 

本体 ¥1,020+税

*9784003261378*
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一下級将校の見た帝国陸軍(文春文庫)  
山本 七平 著 
文芸春秋 
毎日新聞 2016/01/31 

1987:8./ ３４５ｐ 
978-4-16-730605-2 

本体 ¥560+税

*9784167306052*

 

美味礼讃<下>(岩波文庫 赤 524-2)  
ブリア�サヴァラン、関根 秀雄、戸部 松実 著 
岩波書店 
毎日新聞 2016/01/24 

1967:9./ 280p 
978-4-00-325242-0 

本体 ¥720+税

*9784003252420*

 

悪魔の詩<上巻>  
サルマン・ラシュディ、五十嵐一 著 
新泉社 
毎日新聞 2016/01/31 

1990:2./ ３０１ｐ 
978-4-7877-9001-9 

本体 ¥2,000+税

*9784787790019*

 

讃歌  
中上健次 著 
文藝春秋 
毎日新聞 2016/01/17 

1990:5./ 364p 
978-4-16-311780-5 

本体 ¥1,359+税

*9784163117805*

 

秘境西域八年の潜行<上巻>(中公文庫)  
西川一三 著 
中央公論新社 
毎日新聞 2016/01/10 

1990:10./ 583p 
978-4-12-201747-4 

本体 ¥951+税

*9784122017474*

 

歎異抄全講読  
安良岡康作 著 
大蔵出版 
毎日新聞 2016/01/31 

1990:11./ ６２８ｐ 
978-4-8043-1021-3 

本体 ¥6,602+税

*9784804310213*

 

秘境西域八年の潜行<中巻>(中公文庫)  
西川一三 著 
中央公論新社 
毎日新聞 2016/01/10 

1990:12./ 659p 
978-4-12-201763-4 

本体 ¥1,068+税

*9784122017634*
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秘境西域八年の潜行<下巻>(中公文庫)  
西川一三 著 
中央公論新社 
毎日新聞 2016/01/10 

1991:1./ 657p 
978-4-12-201773-3 

本体 ¥1,165+税

*9784122017733*

 

東京新大橋雨中図(文春文庫)  
杉本章子 著 
文藝春秋 
毎日新聞 2016/01/31 

1991:11./ ３３９ｐ 
978-4-16-749702-6 

本体 ¥466+税

*9784167497026*

 

ペドロ・パラモ(岩波文庫 赤 791-1)  
フアン・ルルフォ、杉山 晃、増田 義郎 著 
岩波書店 
ペドロ・パラモという名の、顔も知らぬ父親を探して「おれ」はコマラに辿りつく。しか

しそこは、ひそかなささめきに包まれた死者ばかりの町だった……。生者と死者が混

交し、現在と過去が交錯する前衛的な手法によって紛れもないメキシコの現実を描

き出し、ラテンアメリカ文学ブームの先駆けとなった古典的名作。(解説 杉山 晃) 

 
毎日新聞 2016/01/17 

1992:10./ 223p 
978-4-00-327911-3 

本体 ¥600+税

*9784003279113*

 

向う岸からの世界史～一つの四八年革命史論～(ちくま学芸文庫)  
良知 力 著 
筑摩書房 
毎日新聞 2016/01/17 

1993:10./ 322p 
978-4-480-08099-8 

本体 ¥1,200+税

*9784480080998*

 

背負い水(文春文庫)  
荻野アンナ 著 
文藝春秋 
毎日新聞 2016/01/17 

1994:8./ 262p 
978-4-16-756301-1 

本体 ¥437+税

*9784167563011*

 

コミック昭和史<第 1 巻> 関東大震災～満州事変(講談社文庫)  
水木 しげる 著 
講談社 
毎日新聞 2016/01/10 

1994:8./ 259p 
978-4-06-185750-6 

本体 ¥533+税

*9784061857506*

 

コミック昭和史<第 2 巻> 満州事変～日中全面戦争(講談社文庫)  
水木 しげる 著 
講談社 
毎日新聞 2016/01/10 

1994:8./ 259p 
978-4-06-185751-3 

本体 ¥580+税

*9784061857513*
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コミック昭和史<第 3 巻> 日中全面戦争～太平洋戦争開始(講談社文庫)  
水木 しげる 著 
講談社 
毎日新聞 2016/01/10 

1994:9./ 273p 
978-4-06-185771-1 

本体 ¥533+税

*9784061857711*

 

コミック昭和史<第 4 巻> 太平洋戦争前半(講談社文庫)  
水木 しげる 著 
講談社 
毎日新聞 2016/01/10 

1994:9./ 257p 
978-4-06-185772-8 

本体 ¥533+税

*9784061857728*

 

コミック昭和史<第 5 巻> 太平洋戦争後半(講談社文庫)  
水木 しげる 著 
講談社 
毎日新聞 2016/01/10 

1994:10./ 257p 
978-4-06-185799-5 

本体 ¥533+税

*9784061857995*

 

コミック昭和史<第 6 巻> 終戦から朝鮮戦争(講談社文庫)  
水木 しげる 著 
講談社 
毎日新聞 2016/01/10 

1994:10./ 265p 
978-4-06-185800-8 

本体 ¥533+税

*9784061858008*

 

コミック昭和史<第 7 巻> 講和から復興(講談社文庫)  
水木 しげる 著 
講談社 
毎日新聞 2016/01/10 

1994:11./ 257p 
978-4-06-185826-8 

本体 ¥533+税

*9784061858268*

 

コミック昭和史<第 8 巻> 高度成長以降(講談社文庫)  
水木 しげる 著 
講談社 
毎日新聞 2016/01/10 

1994:11./ 278p 
978-4-06-185827-5 

本体 ¥560+税

*9784061858275*

 

左足をとりもどすまで(サックス・コレクション)  
オリヴァ－・サックス、金沢泰子 著 
晶文社 
毎日新聞 2016/01/17 

1994:12./ 281p 
978-4-7949-2524-4 

本体 ¥2,100+税

*9784794925244*
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新約聖書詩編つき～新共同訳～<ＮＩ３４４>  
日本聖書協会 著 
日本聖書協会 
毎日新聞 2016/01/31 

1995:1./ ４８０，ｐ 
978-4-8202-3203-2 

本体 ¥1,300+税

*9784820232032*

 

真田昌幸(人物叢書 新装版)  
柴辻俊六 著 
吉川弘文館 
毎日新聞 2016/01/31 

1996:7./ ２４７ｐ 
978-4-642-05202-3 

本体 ¥1,900+税

*9784642052023*

 

柳田国男の本棚<17> アイヌの研究 
大空社 
柳田国男が読んで、序文や跋文を記した本を復刻。「柳田学」の形成過程を辿るこ

とができ、新たな思考へと導くシリーズ。第 17 巻はアイヌ語およびユーカラ研究の

第一人者と称せられた国語学者・金田一京助の代表的著作。 

 
毎日新聞 2016/01/24 

1998:6./ 457p,4p 
978-4-7568-0733-5 

本体 ¥15,000+税

*9784756807335*

 

ねぼけ人生(ちくま文庫)  
水木 しげる 著 
筑摩書房 
毎日新聞 2016/01/10 

1999:7./ 254p 
978-4-480-03499-1 

本体 ¥580+税

*9784480034991*

 

罪と罰<中>(岩波文庫)  
ドストエフスキー、江川 卓 著 
岩波書店 
毎日新聞 2016/01/31 

1999:12./ ３６４ｐ 
978-4-00-326136-1 

本体 ¥840+税

*9784003261361*

 

世界の環境問題<第 7 巻> 中国 
川名 英之 著 
緑風出版 
主要各国の環境・廃棄物・原発問題、その歴史的経過と現状を総括するシリーズ。

第 7 巻では、森林伐採、稀少動物の減少、水質汚染と「ガン村」の多発など、中国

における環境問題と環境政策を追う。 

 
毎日新聞 2016/01/17 

2011:9./ 384p 
978-4-8461-1110-6 

本体 ¥3,500+税

*9784846111106*

 

シャンタラム<上>(新潮文庫 ロ-16-1)  
グレゴリー・デイヴィッド・ロバーツ 著 
新潮社 
毎日新聞 2016/01/17 

2011:11./ 700p 
978-4-10-217941-3 

本体 ¥990+税

*9784102179413*
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原発危機の経済学～社会科学者として考えたこと～ 
齊藤 誠 著 
日本評論社 
将来に向けた原発事業のリスクとコストに真正面から向き合い、解体撤去や放射性

廃棄物の処理に必要な資金をどう賄うか、検討する 

 
毎日新聞 2016/01/24 

2011:10./ 8p,286p 
978-4-535-55687-4 

本体 ¥1,900+税

*9784535556874*

 

世界の環境問題<第 8 巻> アジア・オセアニア 
川名 英之 著 
緑風出版 
主要各国の環境・廃棄物・原発問題、その歴史的経過と現状を総括するシリーズ。

第 8 巻では、中国を除くアジア、オセアニアの公害環境問題の歴史と現状を総括

し、 新の環境政策を追う。 

 
毎日新聞 2016/01/17 

2012:10./ 600p 
978-4-8461-1216-5 

本体 ¥4,000+税

*9784846112165*

 

世界演劇辞典 
石澤 秀二 著 
東京堂出版 
古代ギリシャ劇から現代諸外国演劇、能・狂言・歌舞伎から 21 世紀現代演劇まで。

劇作家・俳優・演劇・舞台用語も収録。 

 
毎日新聞 2016/01/17 

2015:11./ 25p,357p 
978-4-490-10827-9 

本体 ¥6,800+税

*9784490108279*

 

稲妻 
ジャン・エシュノーズ、内藤 伸夫 著 
近代文藝社 
数々の奇行と伝説を残した科学者テスラの物語 

 
毎日新聞 2016/01/17 

2013:9./ 175p 
978-4-7733-7892-4 

本体 ¥1,500+税

*9784773378924*

 

東京影同心(講談社文庫 す 33-3) 
杉本 章子 著 
講談社 
御一新で姿を消した町奉行。捕り物一途だった元定回り同心・金子弥一郎は、己と

世の中にケリをつけるため、今日も東京を駆け抜ける。 

 
毎日新聞 2016/01/31 

2013:12./ 375p 
978-4-06-277715-5 

本体 ¥800+税

*9784062777155*

 

世界の環境問題<第 9 巻> 中東・アフリカ 
川名 英之 著 
緑風出版 
砂漠化の進行、農業の不振と飢饉、人口の急増、水不足や食料危機、飢餓・紛争・

戦争、絶滅の危機に瀕する野生動植物など、中東・アフリカの環境問題の歴史と現

状を総括。北はトルコから南は南アフリカ共和国、東はアフガニスタンから西はセネ

ガルまでを網羅。 

 
毎日新聞 2016/01/17 

2014:1./ 545p 
978-4-8461-1401-5 

本体 ¥3,800+税

*9784846114015*
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放浪記(岩波文庫 31-169-3)  
林 芙美子 著 
岩波書店 
私は宿命的に放浪者である－若き日の日記をもとに記された林芙美子(1903-51)の
生涯の代表作。舞台は第一次大戦後の東京。地方出身者の「私」は、震災を経て

変わりゆく都市の底辺で、貧窮にあえぎ、職を転々としながらも、逆境にめげること

なくひたすらに文学に向かってまっすぐに生きる。全三部を収録。(解説=今川英子) 

 
毎日新聞 2016/01/10 

2014:3./ 572p 
978-4-00-311693-7 

本体 ¥900+税

*9784003116937*

 

トワイライト・シャッフル 
乙川 優三郎 著 
新潮社 
窮屈な現実に追われてきたが、まだ思い出に生きる歳ではない。大佛賞受賞作『脊

梁山脈』で「戦後」を描いた著者の現代小説。 

 
毎日新聞 2016/01/24 

2014:6./ 284p 
978-4-10-439306-0 

本体 ¥1,400+税

*9784104393060*

 

ロゴスとイデア(文春学藝ライブラリー 思 8) 
田中 美知太郎 著 
文藝春秋 
「現実」「未来」「過去」「時間」「ロゴス」「イデア」といったギリシャ哲学の根本概念の

発生と変遷を丹念に辿った記念碑的著作。 

 
毎日新聞 2016/01/31 

2014:6./ 392p 
978-4-16-813019-9 

本体 ¥1,470+税

*9784168130199*

 

水木しげる漫画大全集<064> 『ガロ』掲載作品 
水木 しげる 著 
講談社 
ハイクオリティかつ超ボリュームで完全再現！水木しげる漫画大全集 第 2 期 35
巻 責任監修：京極夏彦 

 
毎日新聞 2016/01/10 

2015:8./ 577p 
978-4-06-377555-6 

本体 ¥2,500+税

*9784063775556*

 

ロッパ食談 完全版(河出文庫 ふ 9-1)  
古川 緑波 著 
河出書房新社 
1951 年創刊の食冊子『あまカラ』に連載の「ロッパ食談」を完全収録。食べることへ

の執念あふれるロッパエッセイの真髄。 

 
毎日新聞 2016/01/24 

2014:9./ 274p 
978-4-309-41315-0 

本体 ¥740+税

*9784309413150*

 

文盲～アゴタ・クリストフ自伝～(白水 U ブックス 195) 
アゴタ・クリストフ 著 
白水社 
祖国ハンガリーを逃れ難民となり、母語ではない「敵語」で書くことを強いられた、亡

命作家の苦悩と葛藤とは-。「悪童日記」の著者が、壮絶なる半生を綴る。 

 
毎日新聞 2016/01/31 

2014:9./ 111p 
978-4-560-07195-3 

本体 ¥950+税

*9784560071953*
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アイヌの世界を旅する(別冊太陽) 
北原 次郎太 著 
平凡社 
北海道各所に伝わるアイヌゆかりの地を訪ねるほか、アイヌ民族の「今」を知るため

におさえておきたい基本知識を紹介する。衣食住にまつわるアイヌ文化の 18 のキ

ーワードも解説。 

 
毎日新聞 2016/01/24 

2014:10./ 95p 
978-4-582-94567-6 

本体 ¥1,200+税

*9784582945676*

 

オリンピックの身代金<上>(講談社文庫 お 84-8)  
奥田 英朗 著 
講談社 
兄の死を契機に、過酷な労働現場を知った東大生・島崎国男。彼にとって、五輪開

催に湧く東京は富を独占する諸悪の根源でしかなかった。昭和 39 年夏、東京五輪

を人質に爆破テロをほのめかし、国家に挑んだ青年の行き着く先は? 

 
毎日新聞 2016/01/10 

2014:11./ 468p 
978-4-06-277966-1 

本体 ¥700+税

*9784062779661*

 

オリンピックの身代金<下>(講談社文庫 お 84-9)  
奥田 英朗 著 
講談社 
五輪開催を妨害すると宣言していた連続爆破事件の犯人、東大生・島崎国男が動

き出した。国家の名誉と警察の威信をかけ、島崎逮捕に死力を尽くす捜査陣。息詰

まる攻防の末、開会式当日の国立競技場で、 後の闘いが始まる…。 

 
毎日新聞 2016/01/10 

2014:11./ 420p 
978-4-06-277967-8 

本体 ¥700+税

*9784062779678*

 

世界の環境問題<第 10 巻> 日本 
川名 英之 著 
緑風出版 
日本列島は、四季が明確で、豊かな生物、植生など自然環境に恵まれている一方

で、公害病の多発、大規模開発による自然破壊などをもたらしてきた。本書は、これ

らの事件を追い、被害者らの闘い、行政、司法の対応の問題点を解き明かす日本

の環境・公害史の総括 

 
毎日新聞 2016/01/17 

2014:10./ 683p 
978-4-8461-1413-8 

本体 ¥4,200+税

*9784846114138*

 

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 2016/01/31 

2015:6./ 217p,13p 
978-4-7791-2136-4 

本体 ¥2,800+税

*9784779121364*
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独逸デモクラシーの悲劇(文春学藝ライブラリー) 
岡 義武 著 
文藝春秋 
当時 も進歩的と言われたワイマール憲法下で、なぜナチス独裁が誕生したのか? 
昭和を代表する政治史家がその謎に迫る。ドイツ民主主義の脆さを探った処女論

文も収録。 

 
毎日新聞 2016/01/31 

2015:6./ 167p 
978-4-16-813042-7 

本体 ¥1,030+税

*9784168130427*

 

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。 

 
毎日新聞 2016/01/31 

2015:6./ 14p,293p,7p 
978-4-00-023886-1 

本体 ¥2,200+税

*9784000238861*

 

パリ・レヴュー・インタヴュー<1> 作家はどうやって小説を書くのか、じっくり聞いて

みよう! 
青山 南 著 
岩波書店 
ボルヘス、カポーティ、ケルアック、カーヴァー、マンロー、マキューアン……文学史

を彩る作家たちが、仕事場でくつろぎながら、小説を、人生を、世界を語る。今も語

り継がれる伝説のインタヴューから精選、圧巻の顔ぶれ! 

 
毎日新聞 2016/01/31 

2015:11./ 7p,405p 
978-4-00-023059-9 

本体 ¥3,200+税

*9784000230599*

 

パリ・レヴュー・インタヴュー<2> 作家はどうやって小説を書くのか、たっぷり聞い

てみよう! 
青山 南 著 
岩波書店 
「現実に根ざしていない事柄はただの一行もわたしの作品にはない」(ガルシア・マ

ルケス)。ヘミングウェイ、ヴォネガット、ソンタグ、ラシュディ……何気ない会話の中

に〈創作の秘密〉が溢れだす。文学ファン必読! 

 
毎日新聞 2016/01/31 

2015:11./ 7p,389p 
978-4-00-023060-5 

本体 ¥3,200+税

*9784000230605*

 

太陽は気を失う 
乙川 優三郎 著 
文藝春秋 
生死を分けたあの時間、男女が終わった瞬間、人生で も大きな後悔と向き合う

後の時…。人生の分岐点を端正な文章で切り取った、14 の芳醇な現代短編。『オ

ール讀物』連載を単行本化。 

 
毎日新聞 2016/01/24 

2015:7./ 302p 
978-4-16-390282-1 

本体 ¥1,500+税

*9784163902821*
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大阪空襲訴訟は何を残したのか～伝えたい、次世代に～ 
矢野 宏、大前 治 著 
せせらぎ出版 
大阪大空襲をめぐる集団訴訟の記録。裁判で得たものは何だったのか、一審判決

から 高裁で上告が棄却されるまでをわかりやすく解説する。「大阪空襲訴訟を知

っていますか」「空襲被害はなぜ国の責任か」に続く第 3 弾。 

 
毎日新聞 2016/01/17 

2015:8./ 61p 
978-4-88416-244-3 

本体 ¥648+税

*9784884162443*

 

古代世界の呪詛板と呪縛呪文 
ジョン・G.ゲイジャー 編 
京都大学学術出版会 
西洋古代世界において一二〇〇年間続けられた呪詛の発見事例から厳選した呪

詛板の翻訳と解説で、古代人の生の実相を明らかにする。 

 
毎日新聞 2016/01/17 

2015:12./ 15p,472p 
978-4-87698-891-4 

本体 ¥5,400+税

*9784876988914*

 

戦後思想の再審判～丸山眞男から柄谷行人まで～ 
大井 赤亥、大園 誠、神子島 健、和田 悠 編 
池田 雄一 著 
法律文化社 
戦後 70 年のいまこそ、継承と可能性を問う 

 
毎日新聞 2016/01/24 

2015:10./ 6p,266p,16p 
978-4-589-03698-8 

本体 ¥3,000+税

*9784589036988*

 

ふくわらい(朝日文庫 に 14-1) 
西 加奈子 著 
朝日新聞出版 
暗闇での福笑いを唯一の趣味とする編集者の鳴木戸定。感情を表さない彼女は、

猪木に憧れるレスラーや愛を語る盲目の男性との付き合いを通じて、人との距離を

少しずつ縮めていく…。 

 
毎日新聞 2016/01/31 

2015:9./ 299p 
978-4-02-264790-0 

本体 ¥580+税

*9784022647900*

 

大いなる謎真田一族～最新研究でわかった 100 の真実～(PHP 文庫 ひ 39-1) 
平山 優 著 
ＰＨＰ研究所 
真田氏の出自は信濃ではない? 上田城を築城したのは昌幸ではない? 信繁は秀

吉から大名に抜擢されていた? 真田一族にまつわる 100 の謎を 新研究で解き明

かし、その真の魅力に迫る。 

 
毎日新聞 2016/01/31 

2015:9./ 349p 
978-4-569-76370-5 

本体 ¥750+税

*9784569763705*

 

北條民雄 小説随筆書簡集(講談社文芸文庫 ほ E1)  
北條 民雄 著 
講談社 
創作期間わずか数年で夭逝した天才作家。ハンセン病の極限状況で執筆された

傑作群と、川端康成との書簡等から、その魂の軌跡を辿る 

 
毎日新聞 2016/01/10 

2015:10./ 644p 
978-4-06-290289-2 

本体 ¥2,300+税

*9784062902892*
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マルトク特別協力者(警視庁公安部外事二課 2)  
竹内 明 著 
講談社 
公安警察を追われた、あの一匹狼が再び走り出す！歴史の闇にかき消された母娘

の悲劇。北朝鮮権益に群がる汚い奴らは絶対、許さない 

 
毎日新聞 2016/01/10 

2015:10./ 287p 
978-4-06-219749-6 

本体 ¥1,500+税

*9784062197496*

 

クラシック音楽と女性たち 
玉川 裕子 著 
青弓社 
女性たちの豊かな音楽活動の歴史を、劇場・公開演奏会・学校・協会・家庭など、

その実践がおこなわれた「場」に注目して史料から丁寧に掘り起こす。女性たちによ

る音楽の営みを浮かび上がらせる、もう一つのクラシック音楽史。 

 
毎日新聞 2016/01/31 

2015:11./ 261p 
978-4-7872-7382-6 

本体 ¥2,000+税

*9784787273826*

 

奇跡の村～地方は「人」で再生する～(集英社新書 0804B) 
相川 俊英 著 
集英社 
少子化対策に目覚しい成果をあげて全国の自治体関係者から「奇跡の村」と呼ば

れている長野県下伊那郡下條村。この下條村を中心に、独自の移住促進策で「消

滅論」に抗う各地の山村を取材した、“希望”のルポルタージュ。 

 
毎日新聞 2016/01/24 

2015:10./ 220p 
978-4-08-720804-7 

本体 ¥740+税

*9784087208047*

 

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。 

 
毎日新聞 2016/01/10 

2015:10./ 248p 
978-4-10-325624-3 

本体 ¥1,500+税

*9784103256243*

 

真田四代と信繁(平凡社新書 793) 
丸島 和洋 著 
平凡社 
戦国時代を駆け抜けた、真田氏歴代の歩み 

 
毎日新聞 2016/01/31 

2015:11./ 302p 
978-4-582-85793-1 

本体 ¥800+税

*9784582857931*

 

真田昌幸～徳川、北条、上杉、羽柴と渡り合い大名にのぼりつめた戦略の全貌～ 
黒田 基樹 著 
小学館 
大河「真田丸」時代考証者による真田昌幸論 

 
毎日新聞 2016/01/31 

2015:11./ 255p 
978-4-09-626326-6 

本体 ¥1,600+税

*9784096263266*
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<文化>を捉え直す～カルチュラル・セキュリティの発想～(岩波新書 新赤版 
1573)  
渡辺 靖 著 
岩波書店 
近年、人々や社会、国家のアイデンティティの根幹に関わる、一人一人の文化的リ

テラシーを問われる場面が多くなっている。固有の文化とは何なのか?守るべき文化

とは?あるいは文化を政策に活用することの是非は?国内外の 新の動向を紹介し、

観念論と政策論の双方の視点から、文化の新しい使い方、その危険性と可能性を

考察する。 

 
毎日新聞 2016/01/17 

2015:11./ 19p,206p 
978-4-00-431573-5 

本体 ¥780+税

*9784004315735*

 

勇気の花がひらくとき～やなせたかしとアンパンマンの物語～(フレーベル館ジュ

ニア・ノンフィクション) 
フレーベル館 
みんなの笑顔がぼくのしあわせ-。「アンパンマン」を生みだした、やなせたかしの伝

記。「ぼくが生きる意味はなんだろう?」といつも考え、自分の思いを作品にこめた彼

のすがたを描く。見返しにイラストなどあり。 

 
毎日新聞 2016/01/17 

2015:10./ 136p 
978-4-577-04305-9 

本体 ¥1,200+税

*9784577043059*

 

真田信繁～幸村と呼ばれた男の真実～(角川選書 563)  
平山 優 著 
KADOKAWA 
大河ドラマ「真田丸」時代考証担当者が新たな信繁像を打ち立てる！ 

 
毎日新聞 2016/01/31 

2015:10./ 383p 
978-4-04-703563-8 

本体 ¥1,800+税

*9784047035638*

 

小林秀雄の流儀(文春学藝ライブラリー) 
山本 七平 著 
文藝春秋 
小林秀雄はなぜあれほどの影響力をもったのか? それは過去を語ることで未来を

創出したからだ。単なる批評家ではなく、「書きたいことだけ書いて生活した、超一

流の生活者」としての小林秀雄の秘密に迫る。 

 
毎日新聞 2016/01/31 

2015:12./ 351p 
978-4-16-813056-4 

本体 ¥1,220+税

*9784168130564*

 

社会システムの生成 
大澤 真幸 著 
弘文堂 
「第三者の審級」「求心化作用／遠心化作用」などが生み出された記念碑的な論考

群。大澤社会学の思考の原点と骨格を開示する。 

 
毎日新聞 2016/01/10 

2015:11./ 516p 
978-4-335-55172-7 

本体 ¥3,200+税

*9784335551727*
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1914(フィクションの楽しみ) 
ジャン・エシュノーズ、内藤 伸夫 著 
水声社 
「せいぜい 2 週間で片がつくさ」 そういって男たちは戦場に。女たちは留守を頼ま

れたのだが…。緊密にして軽妙な文体とアイロニーを併せ持つ作家が、フランスの

片田舎を舞台に、第一次大戦下の人々を描く。 

 
毎日新聞 2016/01/17 

2015:11./ 133p 
978-4-8010-0127-5 

本体 ¥2,000+税

*9784801001275*

 

「地方創生」はこれでよいのか～JA が地域再生に果たす役割～ 
石田 信隆、農林中金総合研究所 著 
家の光協会 
産業政策と地域政策の両面で大きな役割を発揮することを期待されている JA。経

済的原理ではなく人と人の結びつきが強みである協同組合の姿を事例を挙げて紹

介し、これからの地域再生のために JA が果たすべき役割を示す。 

 
毎日新聞 2016/01/10 

2015:10./ 157p 
978-4-259-52187-5 

本体 ¥1,400+税

*9784259521875*

 

戦時下の日本仏教と南方地域 
大澤 広嗣 著 
法蔵館 
戦時下における日本の南方進攻を主題に、戦争を進めた政府と仏教界の協働関

係の実態を当時の資料から解明する。近代日本仏教研究の間隙を埋めた意欲的

論集! 

 
毎日新聞 2016/01/10 

2015:12./ 9p,390p 
978-4-8318-5542-8 

本体 ¥4,800+税

*9784831855428*

 

戦後新聞広告図鑑～戦後が見える、昭和が見える～ 
町田 忍 著 
東海大学出版部 
「昭和レトロ」の第一人者でもある庶民文化研究家の著者が、終戦翌日から昭和 40
年ごろの新聞広告を、「暮らし」「家電」「乗り物」などのテーマ別に、特筆すべきもの

には解説を付してわかりやすく紹介する。 

 
毎日新聞 2016/01/24 

2015:11./ 173p 
978-4-486-03793-4 

本体 ¥1,800+税

*9784486037934*

 

台湾生まれ日本語育ち 
温 又柔 著 
白水社 
東京在住の台湾人作家、待望の初エッセイ集 

 
毎日新聞 2016/01/31 

2015:12./ 250p 
978-4-560-08479-3 

本体 ¥1,900+税

*9784560084793*

 

世界の環境問題<第 11 巻> 地球環境問題と人類の未来 
川名 英之 著 
緑風出版 
主要各国の環境・廃棄物・原発問題、その歴史的経過と現状を総括するシリーズ。

第 11 巻では、地球環境破壊の経過をたどり、文明の崩壊を防ぐ手立てを探る。全

11 巻の環境歴史年表と重要事項の索引、人名索引を収録。 

 
毎日新聞 2016/01/17 

2015:11./ 381p 
978-4-8461-1515-9 

本体 ¥3,600+税

*9784846115159*
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きものが語る日本の雅 
木村 孝 著 
いきいき出版局 
大正・昭和・平成 三つの時代を、きものと向き合い続けてきた木村孝さんが、日本

のゆかしい文化を伝えてゆくために心を込めてつづった一冊です。美しい写真を眺

めているだけでも、日本の美に改めて気付かされます。 

 
毎日新聞 2016/01/10 

2015:11./ 141p 
978-4-906912-21-6 

本体 ¥1,600+税

*9784906912216*

 

芥川賞・直木賞をとる!～あなたも作家になれる～(河出文庫 た 39-1)  
高橋 一清 著 
河出書房新社 

も多くの芥川賞・直木賞作家を育てた編集者が、両賞の舞台裏を大公開。新人

賞をとるコツ、長く読まれる作家になる秘訣などを語る。 

 
毎日新聞 2016/01/10 

2015:12./ 203p 
978-4-309-41423-2 

本体 ¥760+税

*9784309414232*

 

「音楽狂」の国～将軍様とそのミュージシャンたち～ 
西岡 省二 著 
小学館 
政治に音楽を利用した金正日・金正恩親子。国民を洗脳するための「プロパガン

ダ」と思われていた旋律は、実は金親子の「思想や偏愛」の結晶であった。「北朝鮮

ミュージック」を手がかりに、独裁国家の謎に挑む。 

 
毎日新聞 2016/01/31 

2015:12./ 268p 
978-4-09-379878-5 

本体 ¥1,400+税

*9784093798785*

 

ひとと動物の絆の心理学 
中島 由佳 著 
ナカニシヤ出版 
私たちが動物と築く関係性＝愛着という絆をキーワードに、家庭動物とひととの関係

に心理学から迫るアカデミック・エッセイ 

 
毎日新聞 2016/01/24 

2015:11./ 5p,131p 
978-4-7795-0999-5 

本体 ¥1,800+税

*9784779509995*

 

選挙ってなんだろう!?～18 歳からの政治学入門～ 
高村 正彦、島田 晴香 著 
ＰＨＰ研究所 
選挙がわかれば、政治と民主主義のことがよくわかる! 私たちはなぜ投票するのか? 
日本の政治、外交はうまくいっているのか? 高村正彦と AKB・島田晴香が政治に

ついて語り合う。 

 
毎日新聞 2016/01/10 

2015:11./ 157p 
978-4-569-82785-8 

本体 ¥1,000+税

*9784569827858*

 

心はすべて数学である 
津田 一郎 著 
文藝春秋 
ゲーデルの不完全性定理、無限との格闘…。心とは何かを解明するヒントは「不可

能問題」へのアプローチにある。古今東西の数学者たちの試みに触れながら、脳科

学だけでは解明できない心の謎に、数学的思考で挑む。 

 
毎日新聞 2016/01/24 

2015:12./ 218p 
978-4-16-390379-8 

本体 ¥1,500+税

*9784163903798*
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無戸籍の日本人 
井戸 まさえ 著 
集英社 
全国に 1 万人以上いると推計される「成年無戸籍者」たち。過去 13 年にわたり

1000 人以上の無戸籍者を支援してきた著者だから描けるリアルな実態と、彼らが生

まれ続ける背景を深く掘り下げた問題作。 

 
毎日新聞 2016/01/17 

2016:1./ 381p 
978-4-08-781595-5 

本体 ¥1,700+税

*9784087815955*

 

仕事のエッセンス～「はたらく」ことで自由になる～ 
西 きょうじ 著 
毎日新聞出版 
「これからの時代の中でどう仕事と向き合っていくか」「仕事によってどのように社会

とつながり幸福感を得ていくか」などの根本的なことを、様々な事例をあげながら示

す。働き方変革期を生き抜くための新バイブル。 

 
毎日新聞 2016/01/17 

2015:11./ 255p,8p 
978-4-620-32242-1 

本体 ¥1,350+税

*9784620322421*

 

忘却のための試論～歌集～(現代歌人シリーズ 9) 
吉田 隼人 著 
書肆侃侃房 
みづのうへ A よりみづのうへ B へ鷺は線状に身をうつしけり きみたちは恋愛すべ

しぼくはちよつと風邪ひいたのでしばし寝ますが 聖堂の尖塔あまた鋭くてひかりの

血潮浴び天を刺す 歌集。 

 
毎日新聞 2016/01/18 

2015:12./ 141p 
978-4-86385-207-5 

本体 ¥1,900+税

*9784863852075*

 

東京抒情 
川本 三郎 著 
春秋社 
銀座、神田、日暮里、三鷹…。町を歩き、失われた風景を思いおこす。文学や映画

に息づく、在りし日の姿と出会う…。ノスタルジー都市・東京を味わう珠玉の 29 篇。 

 
毎日新聞 2016/01/10 

2015:12./ 270p 
978-4-393-44416-0 

本体 ¥1,900+税

*9784393444160*

 

地底～地球深部探求の歴史～ 
デイビッド・ホワイトハウス、江口 あとか 著 
築地書館 
地球と宇宙、生命進化の謎が詰まった地表から地球内核までの 5000km の科学探

求の旅を中世から 先端の科学仮説まで丹念に紹介。 

 
毎日新聞 2016/01/10 

2015:12./ 263p 図 版
16p 
978-4-8067-1505-4 

本体 ¥2,700+税

*9784806715054*

 

脊梁山脈(新潮文庫 お-61-7)  
乙川 優三郎 著 
新潮社 
外地で死を覚悟し、23 歳で終戦を迎えた矢田部信幸。復員列車で助けられた男を

探す途次、相手が木地師であることを知った彼は、深山を巡るうち、木工に魅せら

れ、木地師の源流とこの国のなりたちを辿ってゆく。 

 
毎日新聞 2016/01/24 

2016:1./ 487p 
978-4-10-119227-7 

本体 ¥710+税

*9784101192277*
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工芸未来派～アート化する新しい工芸～ 
秋元 雄史 著 
六耀社 
工芸が、現代アートに進化する。旧来の工芸におさまりきらず、あたらしい美術とし

て位置づけられてきた「未来工芸派」50 人の仕事と作品。著者は、それら工芸が切

りひらく美術世界の潮流を凝視して、その可能性を展望する。 

 
毎日新聞 2016/01/31 

2016:1./ 245p 
978-4-89737-814-5 

本体 ¥2,650+税

*9784897378145*

 

日本古代の交通・交流・情報<1> 制度と実態 
出田 和久 編 
吉川弘文館 
交通制度と実態を東アジアも視野に入れ解明 

 
毎日新聞 2016/01/31 

2016:1./ 13p,312p 
978-4-642-01728-2 

本体 ¥5,500+税

*9784642017282*

 

レモン畑の吸血鬼 
カレン・ラッセル、松田 青子 著 
河出書房新社 
吸血鬼の熟年夫婦の倦怠期が切ない表題作や、蚕に変えられ工場で働く少女達

を描く「お国のための糸繰り」ほか、全 8 編。 

 
毎日新聞 2016/01/31 

2016:1./ 317p 
978-4-309-20696-7 

本体 ¥2,700+税

*9784309206967*

 

高島野十郎～光と闇、魂の軌跡～ 
高島 野十郎 著 
東京美術 
生前、ほとんど知られることのなかった洋画家・高島野十郎。独自の写実表現を追

求した作品約 150 点を、 新の研究成果とともに紹介。平成 27 年 12 月?平成 28
年 9 月開催「没後 40 年高島野十郎展」の共通図録兼用書籍。 

 
毎日新聞 2016/01/17 

2015:12./ 233p,6p 
978-4-8087-1048-4 

本体 ¥2,315+税

*9784808710484*

 

縄文 4000 年の謎に挑む～宮畑遺跡の「巨大柱」と「焼かれた家」～ 
じょーもぴあ活用推進協議会 編 
現代書林 
「巨大柱」と「焼かれた家」の謎を解明せよ! 福島県福島市にある宮畑遺跡の 2 つ

の謎をテーマにした「宮畑ミステリー大賞」の受賞作品集。 優秀賞「ミヤハタ!タイ

ムスリップ」のほか、優秀賞 2 編、特別賞 4 編を収録する。 

 
毎日新聞 2016/01/24 

2016:1./ 316p 
978-4-7745-1557-1 

本体 ¥980+税

*9784774515571*

 

砂丘律～千種創一歌集～ 
千種 創一 著 
青磁社 
だれひとり悲しませずに林檎ジャムをつくりたいので理論をください 崖からの夜景

を眺め終えたのちあなたの外す眼鏡が冷える 19 歳から 27 歳までの間に発表して

きた 410 首を収めた歌集。 

 
毎日新聞 2016/01/18 

2015:12./ 259p 
978-4-86198-332-0 

本体 ¥1,400+税

*9784861983320*
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僕は何度でも、きみに初めての恋をする。(スターツ出版文庫 S お 1-1)  
沖田 円 著 
スターツ出版 
両親の不仲に悩む高 1 女子のセイは、ある日、カメラを構えた少年ハナに写真を撮

られる。優しく不思議な雰囲気のハナに惹かれ、以来セイは毎日のように会いに行

くが、実は彼の記憶が 1 日しかもたないことを知る-。 

 
毎日新聞 2016/01/17 

2015:12./ 325p 
978-4-8137-0043-2 

本体 ¥590+税

*9784813700432*

 

君が落とした青空(スターツ出版文庫 S さ 1-1)  
櫻 いいよ 著 
スターツ出版 
付き合い始めて 2 年の高校生の実結と修弥。気まずい雰囲気で別れたある日、修

弥が事故に遭う。実結はパニックになるが、気づくと同じ日の朝を迎えていた。何度

も「同じ日」を繰り返す中、修弥の隠された事実が明らかになり…。 

 
毎日新聞 2016/01/17 

2015:12./ 333p 
978-4-8137-0042-5 

本体 ¥590+税

*9784813700425*

 

カラダ探し<上>(スターツ出版文庫 S う 1-1)  
ウェルザード 著 
スターツ出版 
友達の遙から「私のカラダを探して」と頼まれた明日香達 6 人は、夜の学校に集め

られ、遙のバラバラにされたカラダを探すことに。しかし、学校の怪談で噂の“赤い

人”に残酷に殺されてしまう。6 人の運命は? 

 
毎日新聞 2016/01/17 

2015:12./ 333p 
978-4-8137-0044-9 

本体 ¥590+税

*9784813700449*

 

経済学私小説<定常>の中の豊かさ 
齊藤 誠 著 
日経ＢＰ社 
<夜がけっして訪れることのない黄昏>の豊穣さとは。<失われた 20 年>と<15 年デ

フレ>という迷妄を「実証」で吹き飛ばす。経済学と小説の<新結合>による渾身の日

本経済論。 

 
毎日新聞 2016/01/24 

2016:1./ 461p 
978-4-8222-5102-4 

本体 ¥2,200+税

*9784822251024*

 

パルレシア～震災以後、詩とは何か～ 
河津 聖恵 著 
思潮社 
震災後の辺見庸の言葉を導きに、東アジアの詩や、シモーヌ・ヴェイユ、モーリス・

ブランショ、吉本隆明の思想、中上健次の詩作などを通して、真実の詩の光を見出

していく。現在に問いかける渾身の詩論集。 

 
毎日新聞 2016/01/11 

2015:12./ 202p 
978-4-7837-3800-8 

本体 ¥2,400+税

*9784783738008*
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風を孕め～山口蜜柑句集～(はるもにあ叢書 3) 
山口 蜜柑 著 
ふらんす堂 
枝ごしの薄日集めし福寿草 旅支度ひとまづ終へて蜜柑むく 蛇眠る青き短冊並べ

ては 俳句を始めたばかりの 2002 年から 2014 年までの 300 句をほぼ年代順に収

めた第 1 句集。 

 
毎日新聞 2016/01/25 

2015:12./ 177p 
978-4-7814-0832-3 

本体 ¥2,400+税

*9784781408323*

 

火まつり  
中上 健次 著 
文藝春秋 
毎日新聞 2016/01/17 

1987:4./ 163p 
978-4-16-309610-0 

本体 ¥900+税

*9784163096100*

 

東芝不正会計～底なしの闇～ 
今沢 真 著 
毎日新聞出版 
「チャレンジ」という魔の言葉で始まった驚くべき粉飾。歴代トップと監査法人の責任

は? 隠蔽された米原発子会社「減損」の意味は? 東芝不正会計の謎に迫る。毎日

新聞ウェブサイト『経済プレミア』連載を元に書籍化。 

 
毎日新聞 2016/01/31 

2016:2./ 171p 
978-4-620-32364-0 

本体 ¥1,000+税

*9784620323640*

 

奇界紀行 
佐藤 健寿 著 
KADOKAWA 
『奇界遺産』「クレイジージャーニー」で人気の著者、本格フォトエッセイ！ 

 
毎日新聞 2016/01/10、産経新聞 2016/01/17 

2015:12./ 318p 
978-4-04-621344-0 

本体 ¥1,800+税

*9784046213440*

 

坂の途中の家 
角田 光代 著 
朝日新聞出版 
刑事裁判の補充裁判員になった里沙子は、子どもを殺した母親をめぐる証言にふ

れるうち、彼女の境遇にみずからを重ねていく。虐待死事件と<家族>であることの

光と闇に迫る心理サスペンス。『週刊朝日』連載を加筆修正。 

 
毎日新聞 2016/01/09、産経新聞 2016/01/24 

2016:1./ 420p 
978-4-02-251345-8 

本体 ¥1,600+税

*9784022513458*

 

オックスフォード英単語由来大辞典 
グリニス・チャントレル 編 
柊風舎 
1 万 2 千語の英単語の歴史的由来や元の意味・背景を記した辞典。「古英語」「中

英語」「後期中英語」「16 世紀後半」など、英単語の初出年代を示し、シェイクスピア

から現代作家までの用例も収録する。 

 
毎日新聞 2016/01/10、読売新聞 2016/01/17 

2015:12./ 1040p 
978-4-86498-000-5 

本体 ¥18,000+税

*9784864980005*
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モナドの領域 
筒井 康隆 著 
新潮社 
河川敷で発見された片腕、美貌の警部、不穏なベーカリー、奇矯な行動を繰り返す

老教授-。平凡な日常が突如かき乱された街に<GOD>は降臨し、すべてを解き明

かしていく…。『新潮』掲載を単行本化。 

 
毎日新聞 2016/01/10、読売新聞 2016/01/17、東京・中日新聞 2016/01/24 

2015:12./ 213p 
978-4-10-314532-5 

本体 ¥1,400+税

*9784103145325*

 

レナードの朝 新版(ハヤカワ文庫 NF 428) 
オリヴァー・サックス 著 
早川書房 
大流行した脳炎の後遺症で、言葉や感情、体の自由が奪われた患者が新薬の投

与により目覚める。だが、その薬には怖い副作用が…。レナードら 20 人の症例とそ

れに誠実に向き合う脳神経科医の葛藤を、人間味あふれる筆致で描く。 

 
毎日新聞 2016/01/17、日本経済新聞 2016/01/31 

2015:4./ 658p 
978-4-15-050428-1 

本体 ¥1,300+税

*9784150504281*

 

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。 

 
毎日新聞 2016/01/24、日本経済新聞 2016/01/31 

2015:10./ 6p,346p 
978-4-535-55829-8 

本体 ¥2,200+税

*9784535558298*

 

道程～オリヴァー・サックス自伝～ 
オリヴァー・サックス、大田 直子 著 
早川書房 
脳と人間の不思議に魅せられたオリヴァー・サックス。覚せい剤、同性愛、身内の精

神疾患…。自らの波瀾の人生を医師として冷静に振り返り、その熱い生涯を余すと

ころなく綴った衝撃の自伝。 

 
毎日新聞 2016/01/17、日本経済新聞 2016/01/31 

2015:12./ 469p 
978-4-15-209589-3 

本体 ¥2,700+税

*9784152095893*

 

日韓併合期ベストエッセイ集(ちくま文庫 て 14-1) 
鄭 大均 編 
筑摩書房 
日韓併合の時代に、人々はなにを感じ、なにを考えていたのか。五木寛之、安岡章

太郎、金素雲、安倍能成、佐多稲子…。幼少期の思い出から、文化、自然まで、名

エッセイを集めたアンソロジー。 

 
産経新聞 2016/01/10 

2015:7./ 442p 
978-4-480-43282-7 

本体 ¥1,200+税

*9784480432827*
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フォアビート・ノスタルジー 
石原 慎太郎 著 
文藝春秋 
通夜に集まった昔の仲間たち。かつて誰もが恋した美しきチェリストとの再会が、男

たちの運命を変えていく-。艶やかなエロス、男同士の黙契。著者 後の純愛長編

小説。『文學界』連載を単行本化。 

 
産経新聞 2016/01/17 

2015:8./ 245p 
978-4-16-390319-4 

本体 ¥1,500+税

*9784163903194*

 

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

は！―室町時代発祥の美を探求する至高の歴史小説集。 

 
産経新聞 2016/01/03 

2015:9./ 403p 
978-4-06-219738-0 

本体 ¥1,800+税

*9784062197380*

 

『図書』のメディア史～「教養主義」の広報戦略～ 
佐藤 卓己 著 
岩波書店 
岩波の機関誌であり、読書家の雑誌である『図書』。1936 年の発刊から 79 年、

1949 年の再刊後、800 号を数えるその軌跡から、「岩波文化」の現在を問うメディア

史。 

 
産経新聞 2016/01/03 

2015:10./ 8p,325p 
978-4-00-061074-2 

本体 ¥2,100+税

*9784000610742*

 

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。 

 
産経新聞 2016/01/10 

2015:11./ 302p 
978-4-7791-2156-2 

本体 ¥2,200+税

*9784779121562*

 

本と店主～選書を通してわかる、店主の原点。店づくりの話～ 
森岡 督行 著 
誠文堂新光社 
本への造詣の深い著者が、カフェや雑貨など手仕事を感じさせる人気店の店主に

「人生にかかわる本」を聞き出す対談インタビュー集。 

 
産経新聞 2016/01/24 

2015:12./ 221p 
978-4-416-71558-1 

本体 ¥1,500+税

*9784416715581*

 

娘の味(新潮文庫 あ-50-8)  
阿川 佐和子 著 
新潮社 
アガワはやっぱり「食べる力」。あん食パン、ハンバーグ、信玄餅、目刺し、キャビ

ア、バームクーヘン、ラクダのつま先などを食べました! 極上の食エッセイ。 

 
産経新聞 2016/01/16 

2015:11./ 209p 
978-4-10-118458-6 

本体 ¥460+税

*9784101184586*
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ドール 
山下 紘加 著 
河出書房新社 
その日、少年は、自分だけの特別な人形を手に入れたいと思った――少年の「闇」

と「性」への衝動を描く、第 52 回文藝賞受賞作！ 

 
産経新聞 2016/01/17 

2015:11./ 157p 
978-4-309-02429-5 

本体 ¥1,250+税

*9784309024295*

 

世界でいちばん貧しい大統領からきみへ 
くさば よしみ 編 
ホセ・ムヒカ 著 
汐文社 
国連会議のスピーチで世界中から注目された、元ウルグアイ大統領ホセ・ムヒカから

のメッセージ。これまでのスピーチや取材で語ったことや、大統領の任期を終えた

直後に行ったインタビューをもとにまとめる。 

 
産経新聞 2016/01/10 

2015:10./ 68p 
978-4-8113-2248-3 

本体 ¥1,200+税

*9784811322483*

 

ユートピア 
湊 かなえ 著 
集英社 
舞台は太平洋を望む美しい海辺の町。足の不自由な小学生久美香と、親友の彩也

子の友情を契機に、近所のママ友によって車椅子の基金「クララの翼」が設立され

る。だが些細なことから連帯が軋みだす。 

 
産経新聞 2016/01/24 

2015:11./ 314p 
978-4-08-771637-5 

本体 ¥1,400+税

*9784087716375*

 

僕はなぜ小屋で暮らすようになったか～生と死と哲学を巡って～(DO BOOKS) 
高村 友也 著 
同文舘出版 
『スモールハウス』の著者による思考の変遷記 

 
産経新聞 2016/01/30 

2015:11./ 181p 
978-4-495-53321-2 

本体 ¥1,550+税

*9784495533212*

 

ナチスの楽園～アメリカではなぜ元 SS 将校が大手を振って歩いているのか～ 
エリック・リヒトブラウ、徳川 家広 著 
新潮社 
大量の元ナチス幹部たちが、アメリカで第二の人生を謳歌していた! ピュリッツァー

賞ジャーナリストが暴く、驚愕の戦後裏面史。アメリカと元ナチスのおぞましき蜜月

関係と、国家的不正を追及する司法省特捜室の苦闘を描く。 

 
産経新聞 2016/01/10 

2015:11./ 381p 
978-4-10-506971-1 

本体 ¥2,400+税

*9784105069711*

 

子うさぎジャックとひとりぼっちのかかし 
バーナデット・ワッツ 著 
徳間書店 
吹雪の夜、子うさぎジャックと友だちを助けてくれたのは…。キャベツ畑で起きた、動

物たちとかかしのふれあいを、繊細でやわらかなイラストで描いた、心あたたまる物

語。見返しに絵あり。 

 
産経新聞 2016/01/03 

2015:11./ 30p 
978-4-19-864049-1 

本体 ¥1,600+税

*9784198640491*
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よさこい魂 踊れば夢は叶う 
扇谷 ちさと 著 
幻冬舎 
「ドリーム夜さ来い祭り」のニューヨーク・タイムズスクエア単独公演を成功させた元

不良少女が、これまでを振り返りながら、夢に向かっての信頼・信用の育み方、情熱

の維持の仕方、反発心の鍛え方、意地の張り方を伝える。 

 
産経新聞 2016/01/24 

2015:10./ 222p 
978-4-344-02848-7 

本体 ¥1,200+税

*9784344028487*

 

JAL 接客の達人が教える幸せマナーとおもてなしの基本 
江上 いずみ 著 
海竜社 
お茶を出すときに添える手は 3 秒留めると印象がよい、ノックは世界基準では 3 回

以上、美しいお辞儀のしかた…。元 CA のマナー講師が、気遣いと国際的なマナ

ーの真髄を紹介する。 

 
産経新聞 2016/01/17 

2015:11./ 238p 
978-4-7593-1448-9 

本体 ¥1,400+税

*9784759314489*

 

ぞうさん、どこにいるの? 
バルー、柳田 邦男 著 
光村教育図書 
絵探しをしながら環境問題について考える 

 
産経新聞 2016/01/31 

2015:12./ [28p] 
978-4-89572-885-0 

本体 ¥1,300+税

*9784895728850*

 

ぶるわん(NATIONAL GEOGRAPHIC) 
カルリ・ダビッドソン、安納 令奈 著 
日経ナショナルジオグラフィック社 
誰もが見たことある「ぶるっ」の瞬間、犬たちはこんな顔をしていた! 犬たちが一心

不乱に全身をぶるぶるさせている瞬間をとらえた写真集。撮影のコツや里親制度に

対する考え方なども掲載。 

 
産経新聞 2016/01/09 

2015:11./ 143p 
978-4-86313-335-8 

本体 ¥1,600+税

*9784863133358*

 

優位戦思考に学ぶ大東亜戦争「失敗の本質」 
日下 公人、上島 嘉郎 著 
ＰＨＰ研究所 
大東亜戦争は「愚かで」「無謀な」戦争だったのか? 定説や既成概念とは異なる発

想、視点による「白熱の歴史談義」。戦後 70 年の節目に、大東亜戦争とその時代

について語り合う。 

 
産経新聞 2016/01/24 

2015:11./ 297p 
978-4-569-82726-1 

本体 ¥1,500+税

*9784569827261*

 

日本の少子化百年の迷走～人口をめぐる「静かなる戦争」～(新潮選書) 
河合 雅司 著 
新潮社 
戦前から戦後にかけての日本史を「人口」の視点から捉え直すことで、なぜ日本は

戦争に突き進んでいくことになったかを検証し、国際紛争の背景に「人口戦」が存

在することを確認。そして、現在の日本の少子化の根本原因を探る。 

 
産経新聞 2016/01/24 

2015:12./ 294p 
978-4-10-603779-5 

本体 ¥1,400+税

*9784106037795*
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立川談志まくらコレクション～夜明けを待つべし～(竹書房文庫 た 5-2)  
立川 談志 著 
竹書房 
天才落語家・立川談志が“まくら”で斬った平成の事件、世相、社会問題。 円熟期

に語られた“人間の業”をイッキ読みする、珠玉の“落語まくら集”。スマホで落語三

席を聴ける QR コード特典頁付き。 

 
産経新聞 2016/01/23 

2015:11./ 255p 
978-4-8019-0533-7 

本体 ¥800+税

*9784801905337*

 

ゼロワン 
若木 未生 著 
徳間書店 
マンザイ・グランプリの頂点を目指す、無名のお笑い芸人・王串。頼りなくも健気で

熱心な若き相方の零、ライバル“クロエ”、恋人マドカらの存在を糧に、自分の笑いを

形づくろうとするが…。『集英社デジよみ』掲載等を書籍化。 

 
産経新聞 2016/01/10 

2015:12./ 333p 
978-4-19-864060-6 

本体 ¥1,700+税

*9784198640606*

 

スター・ウォーズ 禅の教え エピソード 4・5・6  
枡野 俊明 著 
KADOKAWA 
禅でフォースを覚醒させよ! 

 
産経新聞 2016/01/10 

2015:12./ 191p 
978-4-04-601402-3 

本体 ¥1,300+税

*9784046014023*

 

ハリネズミの耳～音楽随想～ 
新保 祐司 著 
港の人 
全身全霊で聴くとき、音楽はもっとも大切なことを私たちに語りかける。それを聴きと

ることのできるのが、ハリネズミの耳だ。音楽を聴く楽しさと豊かさをつづる音楽随想

集。『モーストリー・クラシック』連載に加筆訂正。 

 
産経新聞 2016/01/17 

2015:11./ 260p 
978-4-89629-305-0 

本体 ¥1,800+税

*9784896293050*

 

踊り子と将棋指し 
坂上 琴 著 
講談社 
公園で目覚めた男は、呑み過ぎか自分の名前すらわからない。やがて、拾ってくれ

たストリッパーと巡業へ。小説現代長編新人賞受賞作。 

 
産経新聞 2016/01/31 

2016:1./ 218p 
978-4-06-219879-0 

本体 ¥1,300+税

*9784062198790*

 

だから人間は滅びない(幻冬舎新書 て-4-1)  
天童 荒太 著 
幻冬舎 
リスクに備えるには人とのつながりが重要-。被災地の子ども支援、産後の母親ケ

ア、障害者雇用など、他者と「つながる」ことで社会を変えようとしている人々に話を

聞く。『SANKEI EXPRESS』連載に加筆し書籍化。 

 
産経新聞 2016/01/24 

2015:11./ 264p 
978-4-344-98401-1 

本体 ¥840+税

*9784344984011*
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わたしのいえ 
カーソン・エリス、木坂 涼 著 
偕成社 
街中のアパートや、ごうかな宮殿。それから、靴の中でさえも！ いろいろな人や動

物のくらしが、それぞれの家を通して描かれます。 

 
産経新聞 2016/01/24 

2016:1./ [34p] 
978-4-03-348320-7 

本体 ¥1,800+税

*9784033483207*

 

ふざける力(コア新書 017)  
ワクサカ ソウヘイ 著 
コアマガジン 
いまの日本は「マジメ」すぎると思いませんか?もっとふざけて、人生を豊かにしよう!
コント作家・ワクサカソウヘイによる、閉塞する現代社会を生き抜くための「ふざけ」

論。 

 
産経新聞 2016/01/09 

2015:12./ 190p 
978-4-86436-859-9 

本体 ¥787+税

*9784864368599*

 

なんのために勝つのか。～ラグビー日本代表を結束させたリーダーシップ論～ 
廣瀬 俊朗 著 
東洋館出版社 
リーダーがすべきことは何か、真のリーダーシップとは何か。高校、大学、社会人、

そしてラグビー日本代表の主将を務めた著者が、チームをひとつにまとめる秘訣、

エディージャパンの 4 年間、W 杯での躍進の裏側を明かす。 

 
産経新聞 2016/01/10 

2015:12./ 207p 
978-4-491-03168-2 

本体 ¥1,400+税

*9784491031682*

 

地名の楽しみ(ちくまプリマー新書 248)  
今尾 恵介 著 
筑摩書房 
由来を辿ればその一つひとつに土地と人の結びつきが見えてくる「地名」。その数、

数千万から億単位ともいえる地名の多彩で豊かな世界を、様々な角度から紹介す

る。会報誌『土地家屋調査士』連載の「地名散歩」を加筆、再構成。 

 
産経新聞 2016/01/17 

2016:1./ 239p 
978-4-480-68952-8 

本体 ¥860+税

*9784480689528*

 

五郎丸日記 
小松 成美 著 
実業之日本社 
アスリート・五郎丸歩の、この 4 年間の心の動きを、ロングインタビューを通して克明

に切り出して描く。2015 ラグビーワールドカップの期間中、五郎丸歩が自ら記してい

た激闘の日々も完全収録。 

 
産経新聞 2016/01/31 

2015:12./ 327p 
978-4-408-45583-9 

本体 ¥1,600+税

*9784408455839*
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震災復興に挑む、キリンの現場力。～「復旧」ではなく「復興」を!～(ソーシャルイノ

ベーション最前線 01) 
ソーシャルイノベーション研究会 著 
日経ＢＰコンサルティング 
低収益、過疎、そして震災…。八方ふさがりの三陸各地で、漁業者、地元起業家、

キリン、日本財団が一致団結して取り組む「復興応援キリン絆プロジェクト水産業支

援」の記録。プロジェクトから生まれた商品等を紹介した表付き。 

 
産経新聞 2016/01/03 

2015:12./ 173p 図版 5
枚 
978-4-86443-064-7 

本体 ¥1,000+税

*9784864430647*

 

レプリカたちの夜 
一條 次郎 著 
新潮社 
動物のレプリカ製造工場に勤める往本は、残業中の深夜、動くシロクマを目撃す

る。だが、この世界において野生のシロクマはとうに絶滅したはずだった。往本は工

場長に呼び出され、動くシロクマの正体を内密に探るよう頼まれる。 

 
産経新聞 2016/01/31 

2016:1./ 246p 
978-4-10-339871-4 

本体 ¥1,400+税

*9784103398714*

 

「爆買い」後、彼らはどこに向かうのか?～中国人のホンネ、日本人のとまどい～ 
中島 恵 著 
プレジデント社 
中国人富裕層は日本にゾッコン中! 景気減退が「爆買い」を助長する!? 中国を現

場で追い続けて 29 年のジャーナリストが、バブル期日本から見えるインバウンド消

費の行方を描く。 

 
産経新聞 2016/01/10 

2015:12./ 255p 
978-4-8334-2162-1 

本体 ¥1,500+税

*9784833421621*

 

日本軍はなぜ満洲大油田を発見できなかったのか(文春新書 1060)  
岩瀬 昇 著 
文藝春秋 
昭和初期の北樺太石油、満洲国建国時の油兆地調査、そして南方油田。そこには

確かに石油があったはずなのに、日本はモノにできなかった。膨大な記録を読み込

み、71 年目の真実を明らかにし、今に活かすべき教訓を探る。 

 
産経新聞 2016/01/30 

2016:1./ 253p 
978-4-16-661060-0 

本体 ¥820+税

*9784166610600*

 

未来の学力は「親子の古典音読」で決まる!～簡単、単純、誰でもできて国語力が

飛躍的に伸びる～ 
松永 暢史 著 
ワニブックス 
「読み聞かせ」の次は「いっしょに音読」! 親子で古典を音読することが子どもの国

語力、そして成績アップにつながる理由を説明するとともに、「古事記」から「舞姫」

まで著者厳選のテキストを時代順に収録。 

 
産経新聞 2016/01/03 

2016:1./ 188p 
978-4-8470-9381-4 

本体 ¥1,300+税

*9784847093814*
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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。 

 
産経新聞 2016/01/24 

2015:12./ 283p 
978-4-904292-64-8 

本体 ¥1,500+税

*9784904292648*

 

中国妖怪・鬼神図譜～清末の絵入雑誌『点石斎画報』で読む庶民の信仰と俗習～ 
相田 洋 著 
集広舎 
4 千年の歴史が生んだ百鬼諸神の大絵巻! 信仰から呪術、事件まで、世紀末中国

の世情を細密に活写した絵入雑誌『点石斎画報』の鬼神・迷信・俗習関連の記事を

訳し、解説とともに収録する。 

 
産経新聞 2016/01/17 

2015:12./ 315p 
978-4-904213-36-0 

本体 ¥3,500+税

*9784904213360*

 

今日が人生最後の日だと思って生きなさい 
小澤 竹俊 著 
アスコム 
もし今日が人生 後の日だとしたら、あなたはどう生きたいですか? 仕事に全力を

注ぎますか? それとも愛する家族とともに過ごしますか? 2800 人を看取ったホスピス

医が、人生にとって大切なことを教えます。 

 
産経新聞 2016/01/31 

2016:1./ 159p 
978-4-7762-0895-2 

本体 ¥1,000+税

*9784776208952*

 

年下のセンセイ 
中村 航 著 
幻冬舎 
みのり 28 歳。恋は 3 年していない。通い始めた生け花教室で、8 歳年下の透と出

会ったけれど、この気持ちは封印しなければいけない。我慢することが大人の恋だ

と思っていた…。『パピルス』連載を単行本化。 

 
産経新聞 2016/01/31 

2016:1./ 252p 
978-4-344-02878-4 

本体 ¥1,400+税

*9784344028784*

 

ショッピングモールから考える～ユートピア・バックヤード・未来都市～(幻冬舎新

書 あ-11-1)  
東 浩紀、大山 顕 著 
幻冬舎 
ショッピングモールは地元商店街などコミュニティ荒廃の象徴である一方、誰もが同

質のサービスを受けられる理想の街の姿とされる。ショッピングモールを出発点に、

変貌する人間の欲望と社会の見取り図を描く。電子書籍に加筆。 

 
産経新聞 2016/01/31 

2016:1./ 269p 
978-4-344-98404-2 

本体 ¥840+税

*9784344984042*
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エンピツ戦記～誰も知らなかったスタジオジブリ～ 
舘野 仁美、平林 享子 著 
中央公論新社 
「となりのトトロ」から「思い出のマーニー」まで。スタジオジブリでアニメーターとして

働いた著者による 27 年間の回顧録。スタジオジブリの広報誌『熱風』連載を単行本

化。「エンピツ戦記外伝」も収録。 

 
産経新聞 2016/01/17、日本経済新聞 2016/01/17 

2015:11./ 236p 
978-4-12-004793-0 

本体 ¥1,400+税

*9784120047930*

 

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。 

 
産経新聞 2016/01/10、毎日新聞 2016/01/31 

2015:9./ 136p 
978-4-10-590120-2 

本体 ¥1,600+税

*9784105901202*

 

スパイラル～推理の絆～<１>(ガンガンコミックス)  
城平 京、水野 英多 著 
エニックス 
朝日新聞 2016/01/31 

2000:2./ １７１ｐ 
978-4-7575-0175-1 

本体 ¥390+税

*9784757501751*

 

スパイラル～推理の絆～<２>(ガンガンコミックス)  
城平 京、水野 英多 著 
エニックス 
朝日新聞 2016/01/31 

2000:7./ １８３ｐ 
978-4-7575-0271-0 

本体 ¥390+税

*9784757502710*

 

スパイラル～推理の絆～<３>(ガンガンコミックス)  
城平 京、水野 英多 著 
エニックス 
朝日新聞 2016/01/31 

2000:12./ １７９ｐ 
978-4-7575-0370-0 

本体 ¥390+税

*9784757503700*

 

原節子～伝説の女優～(平凡社ライブラリー)  
千葉 伸夫 著 
平凡社 
突如 42 歳で引退をした伝説の女優の映画人生 

 
朝日新聞 2016/01/17 

2001:4./ 443p 
978-4-582-76390-4 

本体 ¥1,300+税

*9784582763904*
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スパイラル～推理の絆～<４>(ガンガンコミックス)  
城平 京、水野 英多 著 
エニックス 
朝日新聞 2016/01/31 

2001:6./ １８８ｐ 
978-4-7575-0468-4 

本体 ¥390+税

*9784757504684*

 

スパイラル～推理の絆～<５>(ガンガンコミックス)  
城平 京、水野 英多 著 
エニックス 
朝日新聞 2016/01/31 

2001:10./ １７８ｐ 
978-4-7575-0557-5 

本体 ¥390+税

*9784757505575*

 

スパイラル～推理の絆～<６>(ガンガンコミックス)  
城平 京、水野 英多 著 
エニックス 
朝日新聞 2016/01/31 

2002:4./ １８０ｐ 
978-4-7575-0678-7 

本体 ¥390+税

*9784757506787*

 

スパイラル～推理の絆～<７>(ガンガンコミックス)  
城平 京、水野 英多 著 
スクウェア・エニックス 
朝日新聞 2016/01/31 

2002:9./ １７６ｐ 
978-4-7575-0790-6 

本体 ¥390+税

*9784757507906*

 

スパイラル～推理の絆～<８>(ガンガンコミックス)  
城平 京、水野 英多 著 
スクウェア・エニックス 
朝日新聞 2016/01/31 

2003:2./ １８０ｐ 
978-4-7575-0854-5 

本体 ¥390+税

*9784757508545*

 

スパイラル～推理の絆～<９>(ガンガンコミックス)  
城平 京、水野 英多 著 
スクウェア・エニックス 
朝日新聞 2016/01/31 

2003:8./ １８６ｐ 
978-4-7575-0982-5 

本体 ¥390+税

*9784757509825*

 

ドラゴン桜<1>(モーニング KC)  
三田 紀房 著 
講談社 
朝日新聞 2016/01/17 

2003:10./ 1 冊(ページ

付なし) 
978-4-06-328909-1 

本体 ¥524+税

*9784063289091*
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スパイラル～推理の絆～<１０>(ガンガンコミックス)  
城平 京、水野 英多 著 
スクウェア・エニックス 
朝日新聞 2016/01/31 

2004:1./ １８６ｐ 
978-4-7575-1099-9 

本体 ¥390+税

*9784757510999*

 

スパイラル～推理の絆～<１１>(ガンガンコミックス)  
城平 京、水野 英多 著 
スクウェア・エニックス 
朝日新聞 2016/01/31 

2004:5./ ２０４ｐ 
978-4-7575-1186-6 

本体 ¥390+税

*9784757511866*

 

スパイラル～推理の絆～<１２>(ガンガンコミックス)  
城平 京、水野 英多 著 
スクウェア・エニックス 
朝日新聞 2016/01/31 

2004:9./ １７３ｐ 
978-4-7575-1252-8 

本体 ¥390+税

*9784757512528*

 

【ノスリ】の巣(集英社文庫)  
逢坂 剛 著 
集英社 
朝日新聞 2016/01/31 

2005:4./ ５８０ｐ 
978-4-08-747808-2 

本体 ¥840+税

*9784087478082*

 

スパイラル～推理の絆～<１３>(ガンガンコミックス)  
城平 京、水野 英多 著 
スクウェア・エニックス 
朝日新聞 2016/01/31 

2005:5./ １８０ｐ 
978-4-7575-1366-2 

本体 ¥390+税

*9784757513662*

 

スパイラル～推理の絆～<１４>(ガンガンコミックス)  
城平 京、水野 英多 著 
スクウェア・エニックス 
朝日新聞 2016/01/31 

2005:10./ １７８ｐ 
978-4-7575-1521-5 

本体 ¥390+税

*9784757515215*

 

スパイラル～推理の絆～<１５>(ガンガンコミックス)  
城平 京、水野 英多 著 
スクウェア・エニックス 
朝日新聞 2016/01/31 

2006:2./ ２５１ｐ 
978-4-7575-1605-2 

本体 ¥429+税

*9784757516052*
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自分の小さな「箱」から脱出する方法～人間関係のパターンを変えれば、うまくい

く!～  
アービンジャー・インスティチュート、金森 重樹、富永 星 著 
大和書房 
ストーリーで学ぶ自分の心の箱に気づく本 

 
朝日新聞 2016/01/10 

2006:10./ 268p 
978-4-479-79177-5 

本体 ¥1,600+税

*9784479791775*

 

宇宙兄弟<1>(モーニング KC)  
小山 宙哉 著 
講談社 
朝日新聞 2016/01/17 

2008:3./ 222p 
978-4-06-372674-9 

本体 ¥552+税

*9784063726749*

 

定本 日本の喜劇人～喜劇人篇・エンタテイナー篇～  
小林信彦 著 
新潮社 
朝日新聞 2016/01/24 

2008:4./ 2 冊 
978-4-10-331827-9 

本体 ¥9,500+税

*9784103318279*

 

ロボット兵士の戦争  
P.W.シンガー、小林 由香利 著 
ＮＨＫ出版 
アフガンで活動する無人航空機は、米国の基地から遠隔操作されている。ハイテク

技術によって戦場はどう変わるのか。衝撃の話題作。 

 
朝日新聞 2016/01/24 

2010:7./ 649,51p,図版
16p 
978-4-14-081428-4 

本体 ¥3,400+税

*9784140814284*

 

悪霊<下巻> 改版(新潮文庫)  
ドストエフスキー、江川 卓 著 
新潮社 
朝日新聞 2016/01/10 

2004:12./ 758p 
978-4-10-201018-1 

本体 ¥940+税

*9784102010181*

 

白痴<上巻> 改版(新潮文庫)  
ドストエフスキー、木村 浩 著 
新潮社 
朝日新聞 2016/01/17 

2004:4./ 731p 
978-4-10-201003-7 

本体 ¥890+税

*9784102010037*

 

白痴<下巻> 改版(新潮文庫)  
ドストエフスキー、木村 浩 著 
新潮社 
朝日新聞 2016/01/17 

2004:4./ 684p 
978-4-10-201004-4 

本体 ¥840+税

*9784102010044*
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痴人の愛 改版(新潮文庫)  
谷崎 潤一郎 著 
新潮社 
朝日新聞 2016/01/17 

1987:1./ 339p 
978-4-10-100501-0 

本体 ¥670+税

*9784101005010*

 

裏切りの日日(集英社文庫)  
逢坂剛 著 
集英社 
朝日新聞 2016/01/31 

1986:7./ ２７３ｐ 
978-4-08-749125-8 

本体 ¥540+税

*9784087491258*

 

のんのんばあとオレ(ちくま文庫)  
水木 しげる 著 
筑摩書房 
朝日新聞 2016/01/31 

1990:7./ ２５０ｐ 
978-4-480-02444-2 

本体 ¥540+税

*9784480024442*

 

悪霊<上巻> 改版(新潮文庫)  
ドストエフスキー、江川 卓 著 
新潮社 
朝日新聞 2016/01/10 

2004:12./ 651p 
978-4-10-201017-4 

本体 ¥840+税

*9784102010174*

 

永遠のマドンナ原節子のすべて  
佐藤 忠男 著 
出版協同社 
朝日新聞 2016/01/17 

1986:5./ 179p 
978-4-87970-043-8 

本体 ¥3,500+税

*9784879700438*

 

総員玉砕せよ!(講談社文庫)  
水木しげる 著 
講談社 
朝日新聞 2016/01/31 

1995:6./ 363p 
978-4-06-185993-7 

本体 ¥690+税

*9784061859937*

 

原節子伝説  
千葉伸夫 著 
翔泳社 
朝日新聞 2016/01/17 

1995:11./ 183p 
978-4-88135-300-4 

本体 ¥2,330+税

*9784881353004*
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黒い雨 改版(新潮文庫)  
井伏 鱒二 著 
新潮社 
朝日新聞 2016/01/10 

2003:5./ 335p 
978-4-10-103406-5 

本体 ¥670+税

*9784101034065*

 

福島原発の闇～原発下請け労働者の現実～ 
朝日新聞出版 
1979 年 4 月。福島原発の保守・点検作業に従事していた、ひとりの青年が死んだ

…。過酷な労働、ずさんな管理など、原発下請け労働の実態を描いた“幻のルポ&
イラスト”を書籍化。 

 
朝日新聞 2016/01/31 

2011:8./ 94p 
978-4-02-330980-7 

本体 ¥1,000+税

*9784023309807*

 

隠し事 
羽田 圭介 著 
河出書房新社 
同棲する彼女のケータイを盗み見るうちに、僕は疑いのループにはまってゆく……
文藝賞作家が放つ、読売新聞他各紙誌絶賛の 高傑作！ 

 
朝日新聞 2016/01/10 

2012:1./ 155p 
978-4-309-02082-2 

本体 ¥1,300+税

*9784309020822*

 

佐渡の三人 
長嶋 有 著 
講談社 
物書きの「私」は、ひきこもりの弟、古道具屋の父とともに佐渡への旅に出る。目的は

祖父母の隣家に住む「おばちゃん」の骨を郷里の墓に納骨することだが、旅は 初

から迷走気味で…。『文學界』『群像』掲載を単行本化。 

 
朝日新聞 2016/01/10 

2012:9./ 179p 
978-4-06-217993-5 

本体 ¥1,500+税

*9784062179935*

 

バナナじけん 
高畠 那生 著 
ＢＬ出版 
車からバナナがひとつ落ちました。そこへさるが来て、バナナを発見。どうすると思

う? もちろんパクッ。そして皮をポイッ。すると、そのあと…。みんなで笑える楽しい絵

本。 

 
朝日新聞 2016/01/10 

2012:12./ 32p 
978-4-7764-0569-6 

本体 ¥1,300+税

*9784776405696*

 

原節子 わたしを語る(朝日文庫 き 16-6)  
貴田 庄 著 
朝日新聞出版 
小津監督のこと、好きな映画、ファッション、休日の過ごし方、結婚…。原節子の発

言とその背景を紹介し、女優という仕事に迷いながら、常に自分らしくあろうとした

「伝説の女優」のホンネを明らかにする。 

 
朝日新聞 2016/01/17 

2013:5./ 237p 
978-4-02-261763-7 

本体 ¥640+税

*9784022617637*
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水木しげる漫画大全集<001> 貸本漫画集 
水木 しげる 著 
講談社 
水木しげるの全時代の漫画作品を完全網羅した全集。001 は、貸本漫画家デビュ

ー作「ロケットマン」、プレデビュー作「赤電話」などを収録。カラーイラストや、夫人・

武良布枝による解説も収載する。 

 
朝日新聞 2016/01/31 

2013:9./ 471p 
978-4-06-377501-3 

本体 ¥2,100+税

*9784063775013*

 

アナーキー・イン・ザ・JP(新潮文庫 な-83-1)  
中森 明夫 著 
新潮社 
オレ、シンジ、パンクロックにハマッたんだ!－17 歳の少年の脳内に突如、100 年前

の革命家の魂が棲みついた。関東大震災後に虐殺された伝説のアナーキスト大杉

栄だ。パンク少年＋アナーキストは閉塞した 21 世紀ニッポンを疾走する。二人の運

命は?アイドル美少女との恋の行方は?政治と文学、アイドルとパンク、時空を突き抜

け元気になる!!「恋と革命」の痛快パンク青春小説。 

 
朝日新聞 2016/01/17 

2013:9./ 414p 
978-4-10-125281-0 

本体 ¥630+税

*9784101252810*

 

原発メルトダウンへの道～原子力政策研究会 100 時間の証言～ 
NHK ETV 特集取材班 著 
新潮社 
官僚、学者、電力会社の重鎮など「原子力ムラ」の住人による極秘会合「原子力反

省会」。その記録や新証言から原発事故の本質を探る。 

 
朝日新聞 2016/01/17 

2013:11./ 396p 
978-4-10-334091-1 

本体 ¥1,700+税

*9784103340911*

 

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

届き、心はかき乱れて…。「三四郎」「それから」に続く 3 部作の完結編。写真で見る

漱石・用語の注釈・年表・解説・鑑賞文付き。 

 
朝日新聞 2016/01/17 

2013:12./ 319p 
978-4-08-752056-9 

本体 ¥460+税

*9784087520569*

 

幻の翼 改訂新版(集英社文庫 お 16-16) 
逢坂 剛 著 
集英社 
稜徳会病院で起きた大量殺人事件は、明確な理由もなく捜査を打ち切られ、背後

に政治的な陰謀がからんでいるのではと取り沙汰されていた。捜査に当った倉木尚

武警視は、大杉良太警部補、明星美希部長刑事らと陰謀を執拗に追う。 

 
朝日新聞 2016/01/31 

2014:3./ 404p 
978-4-08-745167-2 

本体 ¥680+税

*9784087451672*
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砕かれた鍵 改訂新版(集英社文庫 お 16-17) 
逢坂 剛 著 
集英社 
麻薬密売を内偵中の警部補とその同僚の巡査部長が射殺され、麻薬吸引者の元

警察官に婦人警官が刺殺された。巨大な陰謀が警察内部で進んでいると踏んだ警

察庁特別監察官の倉木尚武は、執念の捜査を開始する。 

 
朝日新聞 2016/01/31 

2014:3./ 478p 
978-4-08-745168-9 

本体 ¥750+税

*9784087451689*

 

チャタレー夫人の恋人(光文社古典新訳文庫 KA ロ 7-1) 
D.H.ロレンス 著 
光文社 
上流階級の令夫人であるコニーは、戦争で下半身不随となった夫の世話をしなが

ら、生きる喜びのない日々を送っていた。そんなとき、屋敷の森番メラーズに心奪わ

れ、逢瀬を重ねることになるが…。至高の恋愛小説。 

 
朝日新聞 2016/01/17 

2014:9./ 674p 
978-4-334-75297-2 

本体 ¥1,700+税

*9784334752972*

 

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。 

 
朝日新聞 2016/01/17 

2014:12./ 
15p,608p,98p 
978-4-622-07876-0 

本体 ¥5,500+税

*9784622078760*

 

無人暗殺機ドローンの誕生 
リチャード・ウィッテル、赤根 洋子 著 
文藝春秋 
イスラエルで生まれ、ボスニア紛争で姿を現し、アフガンで敵を殲滅。地球の裏側

の CIA 本部で操縦、アメリカが密かに海外の領土で敵を暗殺しつづける「無人暗

殺機」プレデターの知られざる開発史を描いたノンフィクション。 

 
朝日新聞 2016/01/24 

2015:2./ 443p 
978-4-16-390219-7 

本体 ¥2,000+税

*9784163902197*

 

初日への手紙<2> 『紙屋町さくらホテル』『箱根強羅ホテル』のできるまで 
井上 ひさし 著 
白水社 
井上流戯曲創作の秘密を膨大な資料から再現 

 
朝日新聞 2016/01/24 

2015:10./ 395p 
978-4-560-08423-6 

本体 ¥3,400+税

*9784560084236*

 

目の見えない人は世界をどう見ているのか(光文社新書 751) 
伊藤 亜紗 著 
光文社 
視覚障害者の空間認識、感覚の使い方、体の使い方、コミュニケーションの仕方、

生きるための戦略としてのユーモアなどを分析。目の見えない人の「見方」に迫りな

がら、「見る」ことを問い直す。テキストデータ引換券付き。 

 
朝日新聞 2016/01/24 

2015:4./ 216p 
978-4-334-03854-0 

本体 ¥760+税

*9784334038540*
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中東の現場を歩く～激動 20 年の取材のディテール～ 
川上 泰徳 著 
合同出版 
第一線で活躍する中東ジャーナリストが刻む、イスラム・アラブ世界の同時代史 

 
朝日新聞 2016/01/31 

2015:12./ 391p 
978-4-7726-1248-7 

本体 ¥2,200+税

*9784772612487*

 

つまをめとらば 
青山 文平 著 
文藝春秋 
去った女、逝った妻…。瞼に浮かぶ、獰猛なまでに美しい女たちの面影は、いまな

お男を惑わせる。江戸の町に乱れ咲く、男と女の性と業-。全 6 篇を収めた武家小

説集。『オール讀物』『読楽』掲載を単行本化。 

 
朝日新聞 2016/01/31 

2015:7./ 253p 
978-4-16-390292-0 

本体 ¥1,500+税

*9784163902920*

 

わたしの日々(ビッグコミックススペシャル) 
水木 しげる 著 
小学館 
93 歳の作者が描くオールカラーコミック！ 愛する家族との静かな暮らし、少年の頃

から描き続けてきた様々な画、目をつぶると思い出す戦時中の光景… 誰もが知る

コミック界の長老が、その数奇な人生で脳裏に焼き付けた数々のエピソードを語る

カラーコミック。静かな鳥取・境港の幼少時代、灼熱の南方戦線での恐怖と焦燥の

日々、長年住み続けた東京・調布での日課である散歩の道行き…… そのすべて

が、豊かな色彩感覚でオールカラーのショートコミック連作に結実しました。 【編集

担当からのおすすめ情報】 少年時代からずっと絵を描いてきた作者の、波瀾万丈

の人生を自ら絵で物語る…… 少年時代や戦地で描いた絵も多数収録。 

 
朝日新聞 2016/01/31 

2015:7./ 160p 
978-4-09-187266-1 

本体 ¥1,296+税

*9784091872661*

 

現代天文学史～天体物理学の源流と開拓者たち～ 
小暮 智一 著 
京都大学学術出版会 
星々の位置と運動を対象とする古典天文学から星や宇宙の構造と進化の解明を目

指す現代天文学へ。新しい天文学を築いた人々の歴史。 

 
朝日新聞 2016/01/31 

2015:12./ 4p,634p 
978-4-87698-882-2 

本体 ¥4,900+税

*9784876988822*

 

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。 

 
朝日新聞 2016/01/10 

2015:9./ 308p 
978-4-16-390328-6 

本体 ¥1,700+税

*9784163903286*
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温泉の平和と戦争～東西温泉文化の深層～ 
石川 理夫 著 
彩流社 
温泉(地)は心身の疲れを癒すばかりでなく、魂を救済し、命をも活かす。平和と戦

争の問題を通じて、温泉(地)の持つ存在意義、歴史、特性を見つめ直す。月刊誌

『表現者』連載に加筆修正し、新しい内容を加えて書籍化。 

 
朝日新聞 2016/01/31 

2015:10./ 235p 
978-4-7791-2179-1 

本体 ¥2,000+税

*9784779121791*

 

ウォーク・イン・クローゼット 
綿矢 りさ 著 
講談社 
28 歳彼氏なし、洋服好き OL と幼なじみのタレント。女性ストーカーとイケメン陶芸

家。読みだしたら止まらない 2 年ぶり 新小説！ 

 
朝日新聞 2016/01/10 

2015:10./ 252p 
978-4-06-219757-1 

本体 ¥1,400+税

*9784062197571*

 

芭蕉の風雅～あるいは虚と実について～(筑摩選書 0121)  
長谷川 櫂 著 
筑摩書房 
「おくのほそ道」で「かるみ」という人生観に至った芭蕉はその後、さらに高く飛翔し

て風雅の世界に遊ぶ。芭蕉にとって風雅とは、いかなる境地であったのか。蕉門歌

仙を深くたずね、「虚に居て実をおこなふ」芭蕉の核心に迫る。 

 
朝日新聞 2016/01/24 

2015:10./ 237p 
978-4-480-01627-0 

本体 ¥1,500+税

*9784480016270*

 

ムシェ 小さな英雄の物語(エクス・リブリス)  
キルメン・ウリベ 著 
白水社 
愛する人の喪失と克服、戦争の記憶の回復へ 

 
朝日新聞 2016/01/31 

2015:10./ 234p 
978-4-560-09042-8 

本体 ¥2,300+税

*9784560090428*

 

敵中の人～評伝・小島政二郎～ 
山田 幸伯 著 
白水社 
大家から嫌われた大家の毀誉褒貶を描く大作 

 
朝日新聞 2016/01/17 

2015:10./ 723p,20p 
978-4-560-08470-0 

本体 ¥7,600+税

*9784560084700*

 

議会の進化～立憲的民主統治の完成へ～ 
ロジャー・D.コングルトン 著 
勁草書房 
合理的な行動様式を持つ統治者と非統治者とがどのような議会を生み出し、それ

が変化し、普通選挙にまでつながっていくのかについて、理論的な仮説を描き出

し、その妥当性を中世ヨーロッパの史料によって検証する。 

 
朝日新聞 2016/01/31 

2015:10./ 11p,450p 
978-4-326-50416-9 

本体 ¥7,200+税

*9784326504169*
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レッド・フォックス～カナダの森のキツネ物語～ 
チャールズ・G.D.ロバーツ、桂 宥子、チャールズ・リビングストン・ブル 著 
福音館書店 
数々の危険をくぐり抜け、荒野でたくましく生きるキツネの姿を描く。カナダの美しく

苛酷な大自然が生んだ動物物語の傑作。 

 
朝日新聞 2016/01/25 

2015:10./ 309p 
978-4-8340-8205-0 

本体 ¥1,400+税

*9784834082050*

 

二つのコリア～国際政治の中の朝鮮半島～ 第 3 版  
ドン・オーバードーファー、ロバート・カーリン 著 
共同通信社 
朴正煕・金日成の時代から金大中・金正日の時代に加え、金正恩新体制まで、韓

国・北朝鮮現代史を克明に記録。98 年度アジア太平洋賞大賞を受賞し、国際的評

価の高い旧版に 新の学術研究成果を盛り込んだ大幅増補改訂版。 

 
朝日新聞 2016/01/17 

2015:9./ 601p,53p 
978-4-7641-0682-6 

本体 ¥3,700+税

*9784764106826*

 

空海の文字とことば(歴史文化ライブラリー 412) 
岸田 知子 著 
吉川弘文館 
エピソードを交え書の達人としての姿に迫る 

 
朝日新聞 2016/01/24 

2015:10./ 6p,199p 
978-4-642-05812-4 

本体 ¥1,700+税

*9784642058124*

 

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。 

 
朝日新聞 2016/01/31 

2015:10./ 8p,220p,4p 
978-4-00-431569-8 

本体 ¥780+税

*9784004315698*

 

このせちがらい世の中で誰よりも自由に生きる～自己啓発の到達点「老子」「荘

子」の考え～ 
湯浅 邦弘 著 
宝島社 
老子・荘子から現代人へのメッセージ。頑張らない。欲張らない。ひけらかさない。

押し付けない。戦わない。あえて、何もしない-。自己啓発の到達点「老荘思想」の考

えを、対話形式で学ぶ本。 

 
朝日新聞 2016/01/31 

2015:9./ 223p 
978-4-8002-4569-4 

本体 ¥1,200+税

*9784800245694*

 

俳優・亀岡拓次(文春文庫 い 97-1) 
戌井 昭人 著 
文藝春秋 
亀岡拓次、37 歳、独身。職業・俳優。趣味・さびれた飲み屋でひとりお酒を楽しむこ

と。現在の願望・恋をすること…。熱くもなく冷めてもいない俳優・亀岡の、説教臭く

ない確かな日常を描く。2016 年 1 月公開映画の原作。 

 
朝日新聞 2016/01/31 

2015:11./ 255p 
978-4-16-790490-6 

本体 ¥680+税

*9784167904906*
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鉄道への夢が日本人を作った～資本主義・民主主義・ナショナリズム～(朝日選書 
937)  
張 彧【マン】 著 
朝日新聞出版 
近代の日本人は鉄道が多大な利益をもたらすと信じ、鉄道に大いなる期待を寄せ

ていた。なぜ「鉄道は役に立つ」と無条件に信じることができたのか。歴史社会学と

いう観点で、日本の近代化の特殊性を描き出す。 

 
朝日新聞 2016/01/10 

2015:10./ 281p,57p 
978-4-02-263037-7 

本体 ¥1,600+税

*9784022630377*

 

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 2016/01/31 

2015:11./ 448p 
978-4-08-771636-8 

本体 ¥1,800+税

*9784087716368*

 

自衛隊史～防衛政策の七〇年～(ちくま新書 1152)  
佐道 明広 著 
筑摩書房 
自衛隊はなぜ成立したか。安全保障に関する議論、日本社会における防衛問題・

軍事の位置づけ、現実の自衛隊の活動という 3 層から、防衛政策の転変を描く。防

衛をめぐる議論に不可欠な基礎知識を網羅した自衛隊全史。 

 
朝日新聞 2016/01/10 

2015:11./ 302p 
978-4-480-06860-6 

本体 ¥900+税

*9784480068606*

 

つい誰かに教えたくなる人類学 63 の大疑問 
中山 一大、市石 博 編 
講談社 
ヒトという生き物について知りたい？それじゃあ、トップ研究者に聞いてみよう。学校

では教えてもらえなかった人類学の知識が満載！ 

 
朝日新聞 2016/01/31 

2015:11./ 187p 
978-4-06-153451-3 

本体 ¥2,200+税

*9784061534513*

 

洛陽堂河本亀之助小伝～損をしてでも良書を出す・ある出版人の生涯～ 
田中 英夫 著 
燃焼社 
出版の理想に身をささげた人物の物語 

 
朝日新聞 2016/01/31 

2015:11./ 
18p,636p,10p 
978-4-88978-117-5 

本体 ¥3,200+税

*9784889781175*

 

清水幾太郎～異彩の学匠の思想と実践～(人と文化の探究 11)  
庄司 武史 著 
ミネルヴァ書房 
思索と行動を重ねた軌跡の背景とは 

 
朝日新聞 2016/01/17 

2015:10./ 12p,407p,4p 
978-4-623-07418-1 

本体 ¥6,500+税

*9784623074181*
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愛の?末～純愛とスキャンダルの文学史～ 
梯 久美子 著 
文藝春秋 
運命の出会い、悲恋、ストーカー的妄執、死の床での愛…。小林多喜二、三浦綾

子、梶井基次郎など、明治・大正・昭和に生きた文学者 12 人の知られざる愛の物

語を辿ったノンフィクション。『日本経済新聞』連載を加筆修正。 

 
朝日新聞 2016/01/10 

2015:11./ 230p 
978-4-16-390360-6 

本体 ¥1,450+税

*9784163903606*

 

私たちはどこから来て、どこへ行くのか～科学に「いのち」の根源を問う～ 
森 達也 著 
筑摩書房 
私は誰か? なぜ死ぬか? 何を信じるか? 福岡伸一、池谷裕二、村山斉ら、 先端

で闘う科学者たちに森達也が「いのち」の根源を問いかける。筑摩書房 PR 誌『ちく

ま』連載に加筆修正して単行本化。 

 
朝日新聞 2016/01/17 

2015:10./ 356p 
978-4-480-81843-0 

本体 ¥1,500+税

*9784480818430*

 

美学への手引き(文庫クセジュ 1002)  
カロル・タロン=ユゴン 著 
白水社 
哲学の一分野としての美学がどのように成立したのか、その前史から近代に至るま

でをたどる一方、20 世紀以降の新しい芸術状況など美学の可能性についても言

及。美や芸術について思索するための手引書。 

 
朝日新聞 2016/01/10 

2015:12./ 151p,11p 
978-4-560-51002-5 

本体 ¥1,200+税

*9784560510025*

 

「自傳」をあるく 
窪島 誠一郎 著 
白水社 
無言館館主が自伝の魅力を自伝愛好者に贈る 

 
朝日新聞 2016/01/10 

2015:11./ 294p 
978-4-560-08472-4 

本体 ¥2,800+税

*9784560084724*

 

プーチンの実像～証言で暴く「皇帝」の素顔～ 
朝日新聞国際報道部、駒木 明義、吉田 美智子、梅原 季哉 著 
朝日新聞出版 
独裁者か、英雄か? ロシアはどこへゆくのか? プーチンの素顔を知る人の証言か

ら、その実像に迫る。プーチンの 新の対日政策も取り上げる。『朝日新聞』連載に

大幅加筆して単行本化。 

 
朝日新聞 2016/01/10 

2015:10./ 349p 
978-4-02-251322-9 

本体 ¥1,800+税

*9784022513229*

 

インディオの気まぐれな魂(<叢書>人類学の転回)  
エドゥアルド・ヴィヴェイロス・デ・カストロ 著 
水声社 
16 世紀、ブラジルのインディオ・トゥピナンバは、その気まぐれさゆえに、イエズス会

宣教師たちにとって耐えがたい民であった。残されたテクストを読みながら、宣教師

たちとは異なる方法で彼らの社会哲学や存在論を読み解く。 

 
朝日新聞 2016/01/24 

2015:11./ 212p 
978-4-8010-0136-7 

本体 ¥2,500+税

*9784801001367*



 52  

 

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 2016/01/17 

2015:11./ 371p 
978-4-09-386429-9 

本体 ¥1,500+税

*9784093864299*

 

だんまりうさぎとおしゃべりうさぎ 
安房 直子、ひがし ちから 著 
偕成社 
だんまりうさぎが、おしゃべりうさぎをめぐりあい、かぼちゃのパイを作っておしゃべり

うさぎたちを招待します。 

 
朝日新聞 2016/01/25 

2015:11./ 78p 
978-4-03-313710-0 

本体 ¥1,400+税

*9784033137100*

 

科学思想史の哲学 
金森 修 著 
岩波書店 
科学概念の歴史的展開を論じるフランスの<エピステモロジー>をいち早く日本に導

入した著者は、これを従来の科学思想史研究に接合させながら、科学の概念分析

と科学批判とを往還して行ってきた。専門誌から新聞まで、さまざまな媒体を舞台に

科学の過去・現在・未来を見すえる、そのユニークな学問的活動を集成した論文

集。 

 
朝日新聞 2016/01/31 

2015:11./ 13p,389p,9p 
978-4-00-061076-6 

本体 ¥3,700+税

*9784000610766*

 

ゆうかんな猫ミランダ 
エレナー・エスティス、エドワード・アーディゾーニ、津森 優子 著 
岩波書店 
まいご猫も、赤ちゃん猫も、みんなついておいで! 数十匹の子猫を連れて、古代ロ

ーマの街を生きのびる気高きおかあさん猫、ミランダの物語。繊細で遊び心あふれ

る魅力的な挿絵も多数掲載。 

 
朝日新聞 2016/01/25 

2015:12./ 126p 
978-4-00-115670-6 

本体 ¥1,500+税

*9784001156706*

 

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。 

 
朝日新聞 2016/01/10 

2015:11./ 217p 
978-4-309-41418-8 

本体 ¥780+税

*9784309414188*
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グアンタナモ収容所 地獄からの手記 
ラリー・シームズ 編 
モハメドゥ・ウルド・スラヒ 著 
河出書房新社 
罪状不明のまま今も米国政府に収監されている著者が経験した、拷問と虐待の

日々…。この手記は、国家と人間について何を語るのか？ 

 
朝日新聞 2016/01/24 

2015:11./ 447p 
978-4-309-22643-9 

本体 ¥2,800+税

*9784309226439*

 

柔らかな海峡～日本・韓国和解への道～  
金 惠京 著 
集英社インターナショナル 
TV、ラジオで活躍する気鋭の論客が困難を極める日韓関係とテロの時代を柔らか

な視点で読み解く、新鮮で感動的な時評集。朝日新聞「WEBRONZA」の連載、政

治学者の姜尚中氏との対談を収録する。 

 
朝日新聞 2016/01/24 

2015:11./ 205p 
978-4-7976-7305-0 

本体 ¥1,500+税

*9784797673050*

 

ユダとは誰か～原始キリスト教と『ユダの福音書』の中のユダ～(講談社学術文庫 
2329)  
荒井 献 著 
講談社 
ユダを「赦し」と「救い」から排除した思想的政治的力学とは何か。正典福音書と『ユ

ダの福音書』に真のユダ像を追う歴史的探求の成果 

 
朝日新聞 2016/01/10 

2015:11./ 283p 
978-4-06-292329-3 

本体 ¥960+税

*9784062923293*

 

砂浜に坐り込んだ船 
池澤 夏樹 著 
新潮社 
坐礁した船をみつめる「ぼく」。語りかけてくる死んだ友人。死者の隣で生きることが

人生を深くする。先に逝ったひとへの哀悼に満ちた、かつてない短篇小説集。表題

作など全 8 篇を収録する。『新潮』掲載等を単行本化。 

 
朝日新聞 2016/01/10 

2015:11./ 193p 
978-4-10-375309-4 

本体 ¥1,400+税

*9784103753094*

 

市川崑と『犬神家の一族』(新潮新書 644)  
春日 太一 著 
新潮社 
生誕百年を迎える、日本映画界の巨匠・市川崑。その作品は現在も色褪せない。

『ビルマの竪琴』『黒い十人の女』『炎上』『東京オリンピック』『細雪』など、実に多彩

なジャンルの名作を撮り続けたその監督人生をたどり、“情”を解体するクールな演

出、襖の映り方から涙の流れ方まで徹底的にこだわり抜いた画作りなど、卓抜な映

画術に迫る。『犬神家の一族』の徹底解剖、“金田一耕助”石坂浩二の謎解きインタ

ビューも収録。 

 
朝日新聞 2016/01/10 

2015:11./ 207p 
978-4-10-610644-6 

本体 ¥720+税

*9784106106446*



 54  

 

だれが幸運をつかむのか～昔話に描かれた「贈与」の秘密～(ちくまプリマー新書 
245)  
山 泰幸 著 
筑摩書房 
昔話の幸運な主人公たちは、どんなプレゼントを受け取ったか。幸せの物語を構造

分析で解き明かすと、「贈与」「援助」「交換」といったキーワードが見えてくる。これら

を手掛かりに、語りつがれてきた幸せの像を捉えなおす。 

 
朝日新聞 2016/01/31 

2015:12./ 175p 
978-4-480-68949-8 

本体 ¥780+税

*9784480689498*

 

あざむかれる知性～本や論文はどこまで正しいか～(ちくま新書 1160) 
村上 宣寛 著 
筑摩書房 
これが 新の科学的知見だ! 本当に頼れる知識は、質の高い研究のみを抜粋し

て、メタ分析等の統計的分析を行ったシステマティック・レビューである。ダイエット

から健康、ビジネス、幸福まで、科学の 先端の結論を紹介する。 

 
朝日新聞 2016/01/17 

2015:12./ 238p 
978-4-480-06862-0 

本体 ¥800+税

*9784480068620*

 

千住家、母娘(ははこ)の往復書簡～母のがん、心臓病を乗り越えて～(文春文庫 

せ 9-2)  
千住 真理子、千住 文子 著 
文藝春秋 
母と二人三脚でヴァイオリン人生を歩んできた真理子。心臓病を克服後、末期がん

が発覚した母。残された時間の中で、母娘は心の内や家族について語り尽くした。

魂の協奏曲とも言うべき 34 通の往復書簡。 

 
朝日新聞 2016/01/10 

2015:12./ 301p 
978-4-16-790518-7 

本体 ¥670+税

*9784167905187*

 

愛国的無関心～「見えない他者」と物語の暴力～ 
内藤 千珠子 著 
新曜社 
狂熱的な愛国は、他者への無関心から生まれる。この「愛国的無関心」とも呼べる

現代の風潮を、日本独特の検閲制度に起因する感性として、さまざまな物語からあ

ぶりだす。現代の出口のない閉塞感に風穴を穿つ力作。 

 
朝日新聞 2016/01/17 

2015:10./ 255p 
978-4-7885-1453-9 

本体 ¥2,700+税

*9784788514539*

 

読む聖書事典(ちくま学芸文庫 ヤ 20-3)  
山形 孝夫 著 
筑摩書房 
聖書の物語に登場するたくさんの人名、地名を中心に、聖書のキーワードをえらび

だし、その意味と内容を言葉のルーツにさかのぼって解説する。聖書歴史年表、聖

書関連地図も収録。 

 
朝日新聞 2016/01/24 

2015:12./ 314p 
978-4-480-09714-9 

本体 ¥1,200+税

*9784480097149*



 55  

 

ヒトとイヌがネアンデルタール人を絶滅させた 
パット・シップマン、河合 信和、柴田 譲治 著 
原書房 
ネアンデルタール 4 万年前絶滅説ほか 新の知見をふまえ、「侵入生物」「動物の

家畜化」という生態学的な視点から人類永遠の謎を解く 

 
朝日新聞 2016/01/10 

2015:11./ 289p 
978-4-562-05259-2 

本体 ¥2,400+税

*9784562052592*

 

パクリ経済～コピーはイノベーションを刺激する～ 
K.ラウスティアラ、C.スプリグマン、山形 浩生、森本 正史 著 
みすず書房 
知財の未来にはコピーが必要だ-。創造性がコピーによってむしろ活性化する場合

があることを、ファッション、レストラン、アメフトなど米国で一般的にコピーが合法とさ

れている産業のケーススタディで明らかにする。 

 
朝日新聞 2016/01/17 

2015:11./ 356p,28p 
978-4-622-07940-8 

本体 ¥3,600+税

*9784622079408*

 

SUPER FLASH GIRLS～超閃光ガールズ～ 
趙 燁 著 
雷鳥社 
オオカミ少女、機械少女、花少女…。ボディーペイント、トリックアートを中心に活躍

するアーティスト・趙燁の、「進化し、変身する少女たち」をテーマにした作品集。こ

れまでの作品や、制作日誌、Q&A なども収録。 

 
朝日新聞 2016/01/17 

2015:11./ 127p 
978-4-8441-3684-2 

本体 ¥1,600+税

*9784844136842*

 

名言・格言・ことわざ辞典 
増井 金典 著 
ミネルヴァ書房 
簡便な解説を添えて、先人の思いが込められた名言や庶民の知恵がつまったこと

わざを約 5500 語を紹介する。 

 
朝日新聞 2016/01/24 

2015:12./ 2p,323p,20p 
978-4-623-07143-2 

本体 ¥3,500+税

*9784623071432*

 

親友(P+D BOOKS) 
川端 康成 著 
小学館 
同い年で同じ誕生日のめぐみとかすみ。親友のふたりだが、些細なことで行き違い

…。川端文学「幻の少女小説」を 60 年ぶりに復刊。川端が『セウガク一年生』に寄

稿した「樅ノ木ノ話」、川端の娘婿・川端香男里の解説も収録。 

 
朝日新聞 2016/01/10 

2015:12./ 245p 
978-4-09-352247-2 

本体 ¥550+税

*9784093522472*

 

新日本プロレス V 字回復の秘密 
長谷川 博一、新日本プロレスリング株式会社 著 
KADOKAWA 
倒産寸前の危機的状況から、奇跡的な復活を遂げた知られざる舞台裏に迫る！ 

 
朝日新聞 2016/01/10 

2015:11./ 247p 
978-4-04-601398-9 

本体 ¥1,300+税

*9784046013989*
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愛のようだ 
長嶋 有 著 
リトル・モア 
音楽が流れる瞬間、愛に気づいた――。著者初の書き下ろし。 初で 後の「泣け

る」恋愛小説。 

 
朝日新聞 2016/01/17 

2015:11./ 179p 
978-4-89815-424-3 

本体 ¥1,200+税

*9784898154243*

 

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

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

付き。『ダイヤモンドオンライン』掲載記事をもとに書籍化。 

 
朝日新聞 2016/01/10 

2015:11./ 278p 
978-4-12-150542-2 

本体 ¥880+税

*9784121505422*

 

裁かれた命～死刑囚から届いた手紙～(講談社文庫 ほ 41-2)  
堀川 惠子 著 
講談社 
死刑判決後、強盗殺人事件の犯人が独房から送り続けた手紙は、死刑を求刑した

捜査検事の心をも揺らした。新潮ドキュメント賞受賞作！ 

 
朝日新聞 2016/01/17 

2015:12./ 441p 
978-4-06-293271-4 

本体 ¥780+税

*9784062932714*

 

《法と文学》の法理論(北海道大学大学院法学研究科研究選書 7)  
林田 清明 著 
北海道大学出版会 
近代法の諸前提をテクスト論の観点から検証 

 
朝日新聞 2016/01/17 

2015:12./ 15p,394p 
978-4-8329-6811-0 

本体 ¥5,800+税

*9784832968110*

 

孫と私の小さな歴史 
佐藤 愛子 著 
文藝春秋 
女流文学の大家・佐藤愛子が、孫・桃子との扮装姿で送り続けた年賀状。トトロにコ

ギャル、はては生首、葬式まで、大評判の秘蔵写真を公開する。「本当は嫌だった」

孫の激白、20 年分の撮影秘話も収録。 

 
朝日新聞 2016/01/31 

2016:1./ 197p 
978-4-16-390387-3 

本体 ¥1,400+税

*9784163903873*

 

本を読むということ～自分が変わる読書術～(河出文庫 な 36-1) 
永江 朗 著 
河出書房新社 
本読みのプロが、本とうまく付き合い、手なずけるコツを大公開。すべての本好きと

その予備軍に送る「本・入門」。解説：鷲田清一。 

 
朝日新聞 2016/01/31 

2015:12./ 178p 
978-4-309-41421-8 

本体 ¥640+税

*9784309414218*



 57  

 

カンバセイション・ピース(河出文庫 ほ 3-4)  
保坂 和志 著 
河出書房新社 
去年の冬から、私は築五十年の世田谷の家で暮らしはじめた－いま、私たちは「世

界」を体感する。日本文学の傑作にして著者代表作。 

 
朝日新聞 2016/01/17 

2015:12./ 476p 
978-4-309-41422-5 

本体 ¥900+税

*9784309414225*

 

詩の寺子屋(岩波ジュニア新書 820) 
和合 亮一 著 
岩波書店 
詩は言葉のダンスだ。言葉をつなげるだけで、リフレインするだけで、おもしろい詩

になる。耳に残った言葉、心に浮かんだ言葉を、毎日書きとめておこう。言葉のかた

まりが詩になり、自分の心の記録、そして記憶になる。福島市に住み、3・11 以後ツ

イッター詩を書きつづける詩人・和合さんが、若い人のために「詩の寺子屋」を開き

ます。 

 
朝日新聞 2016/01/31 

2015:12./ 12p,209p 
978-4-00-500820-9 

本体 ¥840+税

*9784005008209*

 

樺太(サハリン)が宝の島と呼ばれていたころ～海を渡った出稼ぎ日本人～(SQ 選

書 08)  
野添 憲治 著 
社会評論社 
日露戦争後、「宝の島」とも「夢の島」とも呼ばれ、日本の財閥系企業が中心になっ

て開発をすすめた樺太。海を渡り極寒の地で生きた出稼ぎ日本人 18 人への聞き

書きを通じ、近代日本の民衆史を掘り起こす。 

 
朝日新聞 2016/01/10 

2015:12./ 255p 
978-4-7845-1544-8 

本体 ¥2,100+税

*9784784515448*

 

木根さんの 1 人でキネマ<1>(ジェッツコミックス)  
アサイ 著 
白泉社 
30 ン歳独身 OL・木根さんの趣味は 1 人で映画を観ることと感想ブログ。映画愛が

こもりすぎててこじらせちゃってる木根さんの生き様(笑)をみよ!ターミネーター、スタ

ー・ウォーズ、バッドボーイズ 2 バッド…、濃いラインナップ揃ってます♪ 2015 年 12
月刊。 

 
朝日新聞 2016/01/17 

2015:12./ 160p 
978-4-592-14167-9 

本体 ¥600+税

*9784592141679*

 

中井久夫と考える患者シリーズ<1> 統合失調症をたどる 
中井 久夫 著 
ラグーナ出版 
統合失調症を深く探究した精神科医・中井久夫の著作を、患者と医療者がともに読

み、新しい統合失調症像をつくりだしていく試み。1 は、統合失調症の経過を丹念

にたどる。 

 
朝日新聞 2016/01/10 

2015:11./ 245p,7p 
978-4-904380-46-8 

本体 ¥2,500+税

*9784904380468*
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理系男子の“恋愛”トリセツ 
高世 えり子、瀬地山 角 著 
晶文社 
婚活市場で“優良物件”ともてはやされるのに、恋愛偏差値は驚くほど低い理系ク

ン。そんな彼らと“末永く”つきあっていく方法を、理系男子を夫にもつ漫画家の高

世えり子と、東大で理系クンを教える瀬地山角が考える。 

 
朝日新聞 2016/01/31 

2015:11./ 141p 
978-4-7949-6897-5 

本体 ¥1,200+税

*9784794968975*

 

知の発見～「なぜ」を感じる力～ 
中村 桂子 著 
朝日出版社 
生き物すべての歴史を知ることで新しい時代の生命を基本とする「知の可能性」を

探り、私たちがどういきるかを若者たちに伝える。 

 
朝日新聞 2016/01/31 

2015:11./ 151p 
978-4-255-00893-6 

本体 ¥1,280+税

*9784255008936*

 

消えたイングランド王国(集英社新書 0814D)  
桜井 俊彰 著 
集英社 
1066 年、いわゆる「ノルマンの征服」によって、イングランド王国の支配者層は、アン

グロサクソン人から、仏語を母語とする「フランス人」に代わった。歴史の狭間で輝

き、消えていったアングロサクソン人の時代を活写する。 

 
朝日新聞 2016/01/24 

2015:12./ 237p 
978-4-08-720814-6 

本体 ¥760+税

*9784087208146*

 

ヤツとオレ～句集～(角川俳句叢書) 
坪内 稔典 著 
KADOKAWA 
〈ヤツとオレ蛸をば突いて七十年〉 

 
朝日新聞 2016/01/25 

2015:11./ 157p 
978-4-04-876344-8 

本体 ¥2,700+税

*9784048763448*

 

戦場記者～「危険地取材」サバイバル秘話～(朝日新書 544)  
石合 力 著 
朝日新聞出版 
爆弾テロ、過激デモ、クーデター…紛争地帯 前線の取材は常に死と隣り合わせ

だ。「催涙弾にシャネルの 5 番で対抗する」など、危険回避のための意表をつくサ

バイバル術やスリル満点の秘話を、朝日新聞の「戦場記者」が明かす。 

 
朝日新聞 2016/01/17 

2015:12./ 267p 
978-4-02-273644-4 

本体 ¥780+税

*9784022736444*

 

ルポ老人地獄(文春新書 1056)  
朝日新聞経済部 著 
文藝春秋 
男女混合で雑魚寝、汚物の処理もせずノロウイルスも蔓延…。こんな老後に誰がし

たのか? 硬骨の本格的社会派ルポ。2014 年 1 月から 2015 年 3 月まで『朝日新

聞』経済面に連載された「報われぬ国」をもとに書籍化。 

 
朝日新聞 2016/01/31 

2015:12./ 255p 
978-4-16-661056-3 

本体 ¥780+税

*9784166610563*
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テロリストの息子(TED ブックス) 
ザック・エブラヒム、ジェフ・ジャイルズ、佐久間 裕美子 著 
朝日出版社 
共感と平和と非暴力の道を自ら選択した、テロリストの息子の実話。 

 
朝日新聞 2016/01/31 

2015:12./ 185p 
978-4-255-00895-0 

本体 ¥1,200+税

*9784255008950*

 

莫言の思想と文学～世界と語る講演集～ 
莫言、林 敏潔 編 
莫言、藤井 省三、林 敏潔 著 
東方書店 
中国のノーベル文学賞作家・莫言が、世界に向けて、自身の文学を、中国の伝統

を、歴史を、現在を語りつくす。日本で行われた講演 8 篇のほか、ノーベル文学賞

受賞講演「物語る人」など全 23 篇を収録する。 

 
朝日新聞 2016/01/31 

2015:11./ 5p,245p 
978-4-497-21512-3 

本体 ¥1,800+税

*9784497215123*

 

雨の日も神様と相撲を(講談社タイガ シ A-01) 
城平 京 著 
講談社 
「相撲を教えてくれ」カエルの神様はそう言った。『虚構推理』『絶園のテンペスト』の

城平京、 新作！ 

 
朝日新聞 2016/01/31 

2016:1./ 298p 
978-4-06-294010-8 

本体 ¥720+税

*9784062940108*

 

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。 

 
朝日新聞 2016/01/24 

2015:11./ 204p 
978-4-344-98402-8 

本体 ¥760+税

*9784344984028*

 

受験うつ～どう克服し、合格をつかむか～(光文社新書 793)  
吉田 たかよし 著 
光文社 
単なる不調やストレスを越え、うつ病になる受験生が増えている。発病のサイン、対

策とは何か? 脳機能から考えたストレス管理法や効率的な勉強法も教える、全受験

生必読の書。 

 
朝日新聞 2016/01/17 

2015:12./ 214p 
978-4-334-03896-0 

本体 ¥760+税

*9784334038960*

 

片手の郵便配達人 
グードルン・パウゼヴァング、高田 ゆみ子 著 
みすず書房 
第二次大戦の終盤、ロシア戦線に送られた 17 歳のヨハンは、左手を失って故郷へ

戻り、郵便配達人として働いている。恋人とのつかの間の幸福、ドイツ降伏に続くさ

さやかな平和、その後にヨハンを待っていたのものは…。 

 
朝日新聞 2016/01/31 

2015:12./ 241p 
978-4-622-07963-7 

本体 ¥2,600+税

*9784622079637*
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いつかの人質 
芦沢 央 著 
KADOKAWA 
過去と現在。12 年を経て、少女は二度、誘拐された！ 

 
朝日新聞 2016/01/24 

2015:12./ 357p 
978-4-04-103724-9 

本体 ¥1,800+税

*9784041037249*

 

桜前線開架宣言～Born after 1970 現代短歌日本代表～ 
山田 航 著 
左右社 
いま盛り上がる現代短歌の 前線がわかるアンソロジー。1970 年以降の生まれの

若い歌人 40 人を山田航が選び、作品解説やプロフィールとともに紹介する。ブック

ガイドも収録。 

 
朝日新聞 2016/01/18 

2015:12./ 270p 
978-4-86528-133-0 

本体 ¥2,200+税

*9784865281330*

 

米軍が見た東京 1945 秋～終わりの風景、はじまりの風景～ 
佐藤 洋一 著 
洋泉社 
偵察、上陸、進駐…。そのとき米軍はどこに視線を向けていたのか? 激動の、そし

て都市としての記憶が抜け落ちた 1945 年の東京の姿を、米軍が記録・保存してい

た 170 点超の秘蔵写真とともに振り返る。 

 
朝日新聞 2016/01/24 

2015:12./ 223p 
978-4-8003-0809-2 

本体 ¥2,400+税

*9784800308092*

 

FinTech 革命～テクノロジーが溶かす金融の常識～(日経 BP ムック)  
日経コンピュータ 編 
日経ＢＰ社 
金融の世界をテクノロジーの力を借りて革新するムーブメント「FinTech」。米国発の

革命の余波がついに日本の押し寄せる中、海外事情から日本の動き、これまでの

歴史、支えている 新技術、そして課題まで網羅した決定本。この一冊を読めば、

FinTech のすべてを理解できる。 

 
朝日新聞 2016/01/24 

2015:12./ 201p 
978-4-8222-7188-6 

本体 ¥1,900+税

*9784822271886*

 

昭和の犬～Perspective kid～(幻冬舎文庫 ひ-20-1)  
姫野 カオルコ 著 
幻冬舎 
昭和 33 年滋賀県に生まれた柏木イク。気難しい父親と、娘が犬に咬まれたのを笑

う母親と暮らしたのは、水道も便所もない家。傍らにはいつも犬がいてくれた…。平

凡なイクの歳月を通して、濃やかで尊い日々の幸せを描く。 

 
朝日新聞 2016/01/24 

2015:12./ 351p 
978-4-344-42420-3 

本体 ¥600+税

*9784344424203*
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江ノ島西浦写真館 
三上 延 著 
光文社 
館主の死により幕を閉じた「江ノ島西浦写真館」。遺品整理のため写真館を訪れた

孫の繭は、注文したまま誰も受け取りに来ない「未渡し写真」の束を見つける。繭は

写真の謎を解き、注文主に返していくが…。 

 
朝日新聞 2016/01/10 

2015:12./ 228p 
978-4-334-91066-2 

本体 ¥1,200+税

*9784334910662*

 

レベレーション（啓示）1(モーニング KC) 
山岸 凉子 著 
講談社 
朝日新聞 2016/01/10 

2015:12./ 200p 
978-4-06-388543-9 

本体 ¥600+税

*9784063885439*

 

大格差社会アメリカの資本主義(日経プレミアシリーズ 290) 
吉松 崇 著 
日本経済新聞出版社 
格差を許す大国、アメリカの経済事情とは? ピケティの「21 世紀の資本」を批判的

に検討するほか、アメリカ社会に根付く政治思想、2008 年の金融危機とその処方

箋、現在のアメリカ社会の政治状況を語る。 

 
朝日新聞 2016/01/24 

2015:12./ 225p 
978-4-532-26290-7 

本体 ¥870+税

*9784532262907*

 

ハンター・キラー～アメリカ空軍・遠隔操縦航空機パイロットの証言～ 
T.マーク・マッカーリー、ケヴィン・マウラー、深澤 誉子 著 
KADOKAWA 
“ドローン”はすでに、対テロ戦争の主役である。ハイテク戦争の戦慄の内幕 

 
朝日新聞 2016/01/24 

2015:12./ 399p 
978-4-04-103707-2 

本体 ¥2,100+税

*9784041037072*

 

働かないよ!ロキ先輩<1>(角川コミックス・エース KCA469-2)  
柳 ゆき助 著 
KADOKAWA 
元社畜の転職先にいたのは、仕事嫌いで嘘つきな残念イケメン・ロキ先輩！? 

 
朝日新聞 2016/01/24 

2015:12./ 146p 
978-4-04-103774-4 

本体 ¥580+税

*9784041037744*

 

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 2016/01/17 

2015:12./ 223p 
978-4-478-02832-2 

本体 ¥1,300+税

*9784478028322*



 62  

 

食の歴史～100 のレシピをめぐる人々の物語～ 
ウィリアム・シットウェル 著 
柊風舎 
4 千年前のエジプトの素朴なパンから、中世、近世、近代の料理を経て、テレビの

料理番組やアプリのレシピにいたるまで。食物史を彩る人々とその時代背景を種種

の文献から読み解き、食にまつわる興味深い旅へと案内する。 

 
朝日新聞 2016/01/10 

2016:1./ 7p,521p,9p 
978-4-86498-033-3 

本体 ¥6,500+税

*9784864980333*

 

マタハラ問題(ちくま新書 1164)  
小酒部 さやか 著 
筑摩書房 
働く女性が妊娠・出産・育児を理由に退職を迫られたり、嫌がらせを受けたりする

「マタハラ」。いまや働く女性の 3 人に 1 人が経験していると言われる、その実態

は、どのようなものなのか。当事者の生の声から問題を掘り下げる。 

 
朝日新聞 2016/01/31 

2016:1./ 238p 
978-4-480-06872-9 

本体 ¥800+税

*9784480068729*

 

姜尚中と読む夏目漱石(岩波ジュニア新書 821) 
姜 尚中 著 
岩波書店 
夏目漱石の作品はこれまでずっと、生きづらくて悩む人たちに心の糧を与えてき

た。漱石に心酔する著者が、「吾輩は猫である」「三四郎」「それから」「門」「こころ」

を紹介しながら、漱石の奥深い魅力を伝える。 

 
朝日新聞 2016/01/31 

2016:1./ 5p,199p 
978-4-00-500821-6 

本体 ¥800+税

*9784005008216*

 

吉野太平記<上>(ハルキ文庫 た 24-1)  
武内 涼 著 
角川春樹事務所 
禁闕の変で、後南朝に三種の神器の勾玉が奪われて 14 年。父の死で天皇の忍軍

「村雲党」の頭へ帰参した村雲兵庫は、吉野の和平派との接触と神器奪還のため、

日野家の姫君・幸子らと共に、決死の潜入を試みる。 

 
朝日新聞 2016/01/17 

2015:12./ 319p 
978-4-7584-3968-8 

本体 ¥680+税

*9784758439688*

 

吉野太平記<下>(ハルキ文庫 た 24-2)  
武内 涼 著 
角川春樹事務所 
南朝方との和平と神器奪還のために、吉野へと潜入を図った村雲兵庫と日野幸子

だが、「第二の番人」により正体を見破られ、幸子は楠木一派に囚われてしまう。兵

庫は傷付きながらも、忍びの秘技を駆使して幸子救出に向かい…。 

 
朝日新聞 2016/01/17 

2015:12./ 332p 
978-4-7584-3969-5 

本体 ¥680+税

*9784758439695*
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ゲルダ～キャパが愛した女性写真家の生涯～ 
イルメ・シャーバー、高田 ゆみ子 著 
祥伝社 
ナチスから逃れ、パリに渡り、スペイン内戦で夭折したゲルダ・タロー。ロバート・キャ

パの恋人としても知られる女性戦場カメラマン、ゲルダの短くも壮絶な一生をたど

る。沢木耕太郎「旅するゲルダ」も収録。 

 
朝日新聞 2016/01/10、産経新聞 2016/01/31 

2015:11./ 457p 
978-4-396-65055-1 

本体 ¥2,100+税

*9784396650551*

 

日本の食文化史～旧石器時代から現代まで～ 
石毛 直道 著 
岩波書店 
刺身に代表されるように、日本料理では素材を生かし「できるだけ料理しない」を理

想とする。独特の地形・気候・宗教観から、世界でも稀な食文化が形成されたので

ある。寿司・ソバ・テンプラ、味噌・醤油・だしはいかにして生み出され、普及したの

か? 著者長年の研究の成果をもとに、日本食の変遷と魅力を辿る食文化通史。 

 
朝日新聞 2016/01/24、東京・中日新聞 2016/01/31 

2015:11./ 11p,312p 
978-4-00-061088-9 

本体 ¥3,200+税

*9784000610889*

 

日本の鉱山を巡る～人と近代化遺産～<上> 
園部 利彦 著 
弦書房 
鉱山はどのようして発掘され近代化に貢献してきたのか。日本各地の鉱山の歴史

を、近代化遺産に関連付け、人物史とともに紹介する。上は、釜石、足尾、佐渡、甲

斐、石見など 11 か所の鉱山を収録。 

 
朝日新聞 2016/01/31、読売新聞 2016/01/31 

2015:4./ 262p 
978-4-86329-116-4 

本体 ¥2,000+税

*9784863291164*

 

集合住宅 30 講 
植田 実 著 
みすず書房 
ル・コルビュジエのユニテ・ダビタシオン、同潤会アパートメントなど、19 世紀以降の

内外の集合住宅の名作について、みずから撮影した写真を添え縦横に説き明か

す。カラー写真 146 点、図版総点数 203 点を収録。 

 
朝日新聞 2016/01/24、読売新聞 2016/01/24 

2015:11./ 271p,4p 
978-4-622-07924-8 

本体 ¥4,200+税

*9784622079248*

 

蘇我氏の古代(岩波新書 新赤版 1576)  
吉村 武彦 著 
岩波書店 
大化改新前夜、クーデターによる暗殺をきっかけに「滅亡」したとされる蘇我氏。仏

教導入をすすめ、推古天皇の信頼も厚く、「大臣」として政権を支えた蘇我馬子を

筆頭に、ヤマト王権の紛れもない中心であった一族は、なぜ歴史から姿を消したの

か? その後の藤原氏の台頭までを視野に、氏族からみた列島社会の変化を描く。 

 
朝日新聞 2016/01/17、読売新聞 2016/01/31 

2015:12./ 3p,260p,16p 
978-4-00-431576-6 

本体 ¥800+税

*9784004315766*
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日本人はどう住まうべきか?(新潮文庫 よ-24-11)  
養老 孟司、隈 研吾 著 
新潮社 
都市集中、過疎、自然喪失、高齢化。そして、震災、津波。21 世紀、どこに住み、ど

う生きるのが幸せなのか。さまざまな社会問題をふまえ、現代人の幸福を実現する

住まいのあり方について、解剖学者と建築家が論じた対談集。 

 
朝日新聞 2016/01/17、読売新聞 2016/01/17 

2016:1./ 205p 
978-4-10-130841-8 

本体 ¥460+税

*9784101308418*

 

蘇我氏～古代豪族の興亡～(中公新書 2353)  
倉本 一宏 著 
中央公論新社 
稲目を始祖とした馬子、蝦夷、入鹿の 4 代はいかに頭角を現したのか。倉麻呂系

は激変の時代をどう生き延びたのか。6 世紀初頭の成立から権力の掌握、大化の

改新、平安末期まで、蘇我氏の栄光と没落を描く。 

 
朝日新聞 2016/01/17、読売新聞 2016/01/31 

2015:12./ 4p,272p 
978-4-12-102353-7 

本体 ¥800+税

*9784121023537*

 

日本の鉱山を巡る～人と近代化遺産～<下> 
園部 利彦 著 
弦書房 
鉱山はどのようして発掘され近代化に貢献してきたのか。日本各地の鉱山の歴史

を、近代化遺産に関連付け、人物史とともに紹介する。下は、夕張、秋田、神岡、別

子、宇部など 16 か所の鉱山を収録。 

 
朝日新聞 2016/01/31、読売新聞 2016/01/31 

2016:1./ 465p 
978-4-86329-130-0 

本体 ¥3,000+税

*9784863291300*

 

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。 

 
朝日新聞 2016/01/17、読売新聞 2016/01/17、日本経済新聞 2016/01/31 

2015:12./ 
27p,369p,56p 
978-4-492-31470-8 

本体 ¥3,600+税

*9784492314708*

 

植物は<知性>をもっている～20 の感覚で思考する生命システム～ 
ステファノ・マンクーゾ、アレッサンドラ・ヴィオラ、久保 耕司 著 
ＮＨＫ出版 
動けないからこそ、植物は植物独自の“社会”を築き、ここまで地球上に繁栄してき

た。その知略に富んだ生き方を、植物学の世界的第一人者が長年にわたり科学的

に分析し、明らかにする。 

 
朝日新聞 2016/01/10、日本経済新聞 2016/01/10 

2015:11./ 211p,18p 
978-4-14-081691-2 

本体 ¥1,800+税

*9784140816912*
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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。 

 
朝日新聞 2016/01/10、毎日新聞 2016/01/24 

2015:11./ 262p 
978-4-19-864042-2 

本体 ¥1,500+税

*9784198640422*

 

キャロル(河出文庫 ハ 2-12)  
P.ハイスミス 著 
河出書房新社 
クリスマス、おもちゃ売り場の女店員はキャロルと出会う…サスペンスの女王による、

二人の女性の恋の物語。映画化原作ベストセラー。 

 
朝日新聞 2016/01/24、毎日新聞 2016/01/24 

2015:12./ 462p 
978-4-309-46416-9 

本体 ¥820+税

*9784309464169*

 

新編太陽の鉛筆 ２巻セット  
東松照明、伊藤俊治 著 
赤々舎 
朝日新聞 2016/01/24、毎日新聞 2016/01/24 

2015:12./ 2 冊 
978-4-86541-042-6 

本体 ¥9,000+税

*9784865410426*

 

黄昏客思 
松浦 寿輝 著 
文藝春秋 
人生の黄昏、わたしはこれから何をするのか、と自問する瞬間が訪れる。背後の時

間を振り返りつつ、答えのない問いを「正しく問う」道標を探す随想集。『文學界』掲

載を書籍化。 

 
東京・中日新聞 2016/01/24 

2015:10./ 293p 
978-4-16-390344-6 

本体 ¥1,750+税

*9784163903446*

 

サルタヒコの謎を解く 
藤井 耕一郎 著 
河出書房新社 
謎の神・猿田彦。サナダ=サタ地名を中心に、その海人族の豊饒の象徴としての性

格を解き明かす、ミステリの読み応え満点の考察。 

 
東京・中日新聞 2016/01/24 

2015:10./ 209p 
978-4-309-22640-8 

本体 ¥2,400+税

*9784309226408*

 

被差別のグルメ(新潮新書 640) 
上原 善広 著 
新潮社 
差別されてきた人びとが生きる場所には、そこでしか食べられないグルメがある。大

阪のアブラカス、アイヌの鹿肉など、垂涎の美味と異色の食文化を描く。『週刊新

潮』掲載を大幅加筆・改編し、書き下ろしを加える。 

 
東京・中日新聞 2016/01/17 

2015:10./ 216p 
978-4-10-610640-8 

本体 ¥740+税

*9784106106408*
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もうひとつのプロ野球～若者を誘引する「プロスポーツ」という装置～ 
石原 豊一 著 
白水社 
華やかな世界とは対照的なもうひとつの野球 

 
東京・中日新聞 2016/01/31 

2015:11./ 238p 
978-4-560-08471-7 

本体 ¥1,800+税

*9784560084717*

 

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 
民主的であるはずの選挙を通じて、権力が一部の人間に集中してしまう――。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。機能不全に陥った代表制民主主義を再生させるにはどうすれば

いいのか。代表の機能を鍛え直し、政治と私たちとの回路を開くための真摯な考

察。 

 
東京・中日新聞 2016/01/10 

2015:11./ 17p,212p 
978-4-00-029178-1 

本体 ¥2,000+税

*9784000291781*

 

ジープと砂塵～米軍占領下沖縄の政治社会と東アジア冷戦 1945-1950～(フロン

ティア現代史) 
若林 千代 著 
有志舎 
戦後沖縄の原点とは。東アジアの冷戦体制が形成される中、占領初期 5 年間の沖

縄の政治社会がどのように形成されたのかについて、社会変容や政治意識、米軍

との交渉等に焦点を当てて分析する。 

 
東京・中日新聞 2016/01/17 

2015:11./ 5p,296p 
978-4-903426-99-0 

本体 ¥4,800+税

*9784903426990*

 

日本人と漢字(知のトレッキング叢書) 
笹原 宏之 著 
集英社インターナショナル 
中国からきた漢字を、情緒と繊細さをもって独自のものに変えてきた日本人。中国

では漢字の音が重視されたが、日本では形や意味にもこだわった。歴史と共に変

化する漢字の面白さを学べる一冊。 

 
東京・中日新聞 2016/01/31 

2015:11./ 174p 
978-4-7976-7307-4 

本体 ¥1,100+税

*9784797673074*

 

箱根駅伝～ナイン・ストーリーズ～(文春文庫 い 98-1)  
生島 淳 著 
文藝春秋 
日本のスポーツイベントとして、 大の人気を誇る「箱根駅伝」。大学生たちの涙や

歓喜の裏側にどのような物語があるのか。「青山学院の初優勝を支えて」「酒井監督

が、東洋に帰るまで」など、9 つのストーリーを収録する。 

 
東京・中日新聞 2016/01/10 

2015:12./ 222p 
978-4-16-790520-0 

本体 ¥690+税

*9784167905200*
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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。 

 
東京・中日新聞 2016/01/10 

2015:11./ 308p 
978-4-86329-129-4 

本体 ¥2,000+税

*9784863291294*

 

《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。 

 
東京・中日新聞 2016/01/10 

2015:10./ 290p 
978-4-88008-458-9 

本体 ¥2,400+税

*9784880084589*

 

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。 

 
東京・中日新聞 2016/01/17 

2015:11./ 3p,244p 
978-4-12-102350-6 

本体 ¥820+税

*9784121023506*

 

三島由紀夫 悪の華へ  
鈴木 ふさ子 著 
アーツアンドクラフツ 
サディスティックなものに官能や性衝動を覚える性。自分を破滅しかねないほどの

官能的衝動を制御するために、三島は小説を書き始めた-。初期から晩年まで、作

品とその生涯を重ねて辿る、新たな世代による新たな三島像の展開。 

 
東京・中日新聞 2016/01/10 

2015:11./ 263p 
978-4-908028-10-6 

本体 ¥2,200+税

*9784908028106*

 

エコノミストの昼ごはん～コーエン教授のグルメ経済学～ 
タイラー・コーエン、浜野 志保、田中 秀臣 著 
作品社 
賢く食べて、格差はなくせる? 安くて美味い店を見つける、経済法則とは? 世界的

に著名な経済学者であり、「食通」としても有名な著者が、日々の食に関するこだわ

りを、経済学の知見と組み合わせて記す。 

 
東京・中日新聞 2016/01/17 

2015:12./ 4p,362p 
978-4-86182-559-0 

本体 ¥2,200+税

*9784861825590*
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歴史家山辺健太郎と現代～日本の朝鮮侵略史研究の先駆者～ 
中塚 明 著 
高文研 
国会図書館憲政資料室を自らの研究室とし、日本帝国主義の朝鮮侵略史研究を

主張し続けた-。今なお鮮烈な刺激を与えてやまない歴史家・山辺健太郎の人とな

りと思想を紹介する。 

 
東京・中日新聞 2016/01/24 

2015:12./ 220p 
978-4-87498-584-7 

本体 ¥2,200+税

*9784874985847*

 

法廷通訳人～裁判所で日本語と韓国語のあいだを行き来する～ 
丁 海玉 著 
港の人 
二十数年間にわたって韓国語の法廷通訳を務めてきた在日韓国人二世の著者

が、法廷通訳の難しさ、裁判員裁判への移行、そして日韓の言語と文化の違いから

生じるさまざまな出来事を描く、法廷ドキュメント。 

 
東京・中日新聞 2016/01/31 

2015:12./ 245p 
978-4-89629-306-7 

本体 ¥1,800+税

*9784896293067*

 

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。 

 
東京・中日新聞 2016/01/17、朝日新聞 2016/01/17 

2015:10./ 8p,277p 
978-4-00-029176-7 

本体 ¥2,500+税

*9784000291767*

 

見果てぬ日本～司馬遼太郎・小津安二郎・小松左京の挑戦～ 
片山 杜秀 著 
新潮社 
総力戦か、持久戦か、それともロマンか? 「未完のファシズム」で司馬遼太郎賞を受

賞した著者が、巨匠たちの方法論を通して、この国の「過去・現在・未来」のかたち

を解き明かす。『新潮 45』連載に書下ろしを加え単行本化。 

 
東京・中日新聞 2016/01/17、読売新聞 2016/01/17、朝日新聞 2016/01/24 

2015:11./ 354p 
978-4-10-339711-3 

本体 ¥1,800+税

*9784103397113*

 

虞美人草 改版(新潮文庫)  
夏目 漱石 著 
新潮社 
読売新聞 2016/01/31 

2010:5./ ４９０ｐ 
978-4-10-101010-6 

本体 ¥550+税

*9784101010106*

 

三四郎 改版(新潮文庫)  
夏目 漱石 著 
新潮社 
読売新聞 2016/01/31 

1988:1./ 298p 
978-4-10-101004-5 

本体 ¥340+税

*9784101010045*
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こころ 改版(新潮文庫)  
夏目 漱石 著 
新潮社 
読売新聞 2016/01/31 

1987:1./ ３０１ｐ 
978-4-10-101013-7 

本体 ¥370+税

*9784101010137*

 

彼岸過迄 改版(新潮文庫)  
夏目 漱石 著 
新潮社 
読売新聞 2016/01/31 

1990:1./ ３２８ｐ 
978-4-10-101011-3 

本体 ¥550+税

*9784101010113*

 

道草 改版(新潮文庫)  
夏目 漱石 著 
新潮社 
読売新聞 2016/01/31 

2000:6./ ３３４ｐ 
978-4-10-101014-4 

本体 ¥460+税

*9784101010144*

 

吾輩は猫である 改版(新潮文庫)  
夏目 漱石 著 
新潮社 
読売新聞 2016/01/31 

2003:6./ 610p 
978-4-10-101001-4 

本体 ¥630+税

*9784101010014*

 

ゼロになるからだ  
覚 和歌子 著 
徳間書店 
生きている不思議と死んでいく不思議を往き来する。21 世紀の巫女が優しくうたう

祈りのような物語、寓話のような物語。「千と千尋の神隠し」主題歌の作詞者による

第 1 詩集。 

 
読売新聞 2016/01/10 

2002:4./ 214p 
978-4-19-861511-6 

本体 ¥1,600+税

*9784198615116*

 

千夜一夜物語～バートン版～<１>(ちくま文庫)  
大場 正史 著 
筑摩書房 
読売新聞 2016/01/31 

2003:10./ ６３５ｐ 
978-4-480-03841-8 

本体 ¥1,400+税

*9784480038418*

 

海辺のカフカ<上>(新潮文庫)  
村上 春樹 著 
新潮社 
読売新聞 2016/01/31 

2005:3./ ４８６ｐ 
978-4-10-100154-8 

本体 ¥710+税

*9784101001548*
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大聖堂(村上春樹翻訳ライブラリー)  
レイモンド・カーヴァー、村上 春樹 著 
中央公論新社 
一級の文学としての深みと品位をそなえた粒ぞろいの名篇を収録した、成熟期の風

格漂う、レイモンド・カーヴァーの短編集。表題作に加え、「ぼくが電話をかけている

場所」「ささやかだけれど、役にたつこと」ほか全１２編収録。 

 
読売新聞 2016/01/31 

2007:3./ ４３１ｐ 
978-4-12-403502-5 

本体 ¥1,300+税

*9784124035025*

 

音楽と漫画  
大橋 裕之 著 
太田出版 
読売新聞 2016/01/17 

2009:5./ 173p 
978-4-7783-2085-0 

本体 ¥952+税

*9784778320850*

 

時の娘～ロマンティック時間 SF 傑作選～(創元 SF 文庫)  
ジャック・フィニイ、Ｒ．Ｆ．ヤング、中村 融 著 
東京創元社 
読売新聞 2016/01/24 

2009:10./ 358p 
978-4-488-71503-8 

本体 ¥920+税

*9784488715038*

 

白鯨<下>(岩波文庫)  
メルヴィル、八木敏雄 著 
岩波書店 
読売新聞 2016/01/17 

2004:12./ 291p 
978-4-00-323083-1 

本体 ¥1,020+税

*9784003230831*

 

白鯨<上>(岩波文庫)  
メルヴィル、八木 敏雄 著 
岩波書店 
読売新聞 2016/01/17 

2004:8./ 493p 
978-4-00-323081-7 

本体 ¥1,080+税

*9784003230817*

 

文鳥・夢十夜 改版(新潮文庫)  
夏目 漱石 著 
新潮社 
読売新聞 2016/01/31 

2002:9./ ３２９ｐ 
978-4-10-101018-2 

本体 ¥430+税

*9784101010182*

 

隠された十字架～法隆寺論～ 改版(新潮文庫)  
梅原 猛 著 
新潮社 
読売新聞 2016/01/10 

2003:4./ 602p 
978-4-10-124401-3 

本体 ¥790+税

*9784101244013*
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坊っちゃん 改版(新潮文庫)  
夏目 漱石 著 
新潮社 
読売新聞 2016/01/31 

2003:4./ ２１６ｐ 
978-4-10-101003-8 

本体 ¥310+税

*9784101010038*

 

白鯨<中>(岩波文庫)  
メルヴィル、八木 敏雄 著 
岩波書店 
読売新聞 2016/01/17 

2004:10./ 495p 
978-4-00-323082-4 

本体 ¥1,080+税

*9784003230824*

 

ぼくのお姉さん(偕成社の創作)  
丘 修三、かみや しん 著 
偕成社 
読売新聞 2016/01/24 

1986:12./ 182p 
978-4-03-635310-1 

本体 ¥1,200+税

*9784036353101*

 

硝子戸の中 改版(新潮文庫)  
夏目 漱石 著 
新潮社 
読売新聞 2016/01/31 

2000:11./ 142p 
978-4-10-101015-1 

本体 ¥340+税

*9784101010151*

 

日本書紀～全現代語訳～<上>(講談社学術文庫)  
宇治谷 孟 著 
講談社 
読売新聞 2016/01/31 

1988:6./ ３８１ｐ 
978-4-06-158833-2 

本体 ¥1,170+税

*9784061588332*

 

漱石書簡集(岩波文庫)  
夏目 漱石、三好 行雄 著 
岩波書店 
読売新聞 2016/01/31 

1990:4./ ３５９ｐ 
978-4-00-319003-6 

本体 ¥760+税

*9784003190036*

 

カーマ・スートラ～バートン版～ 改版(角川文庫） 
ヴァーツヤーヤナ、大場 正史 著 
角川書店 
読売新聞 2016/01/31 

1997:4./ 233p 
978-4-04-306402-1 

本体 ¥629+税

*9784043064021*
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蜘蛛女のキス 改訂新版(集英社文庫 フ 8-2)  
マヌエル・プイグ 著 
集英社 
読売新聞 2016/01/24 

2011:5./ 461p 
978-4-08-760623-2 

本体 ¥876+税

*9784087606232*

 

未完のファシズム～「持たざる国」日本の運命～(新潮選書)  
片山 杜秀 著 
新潮社 
天皇陛下万歳! 大正から昭和の敗戦へと、時代が下がれば下がるほど、日本人は

なぜ神がかっていったのか。第一次世界大戦に衝撃を受けた軍人たちの戦争哲学

を読み解き、近代日本のアイロニカルな運命を描き出す。 

 
読売新聞 2016/01/17 

2012:5./ 346p 
978-4-10-603705-4 

本体 ¥1,500+税

*9784106037054*

 

侏儒の言葉/西方の人 改版(新潮文庫 あ-1-7)  
芥川龍之介 著 
新潮社 
眠りは死よりも愉快である。少くとも容易には違いあるまい－。鋭敏な頭脳と表現力

を無尽に駆使し、世に溢れる偽善や欺瞞を嘲る。「侏儒の言葉」ほか芥川のイエス

論「西方の人」を収録。自殺直前に執筆された芥川文学の総決算。 

 
読売新聞 2016/01/24 

2012:10./ 259p 
978-4-10-102507-0 

本体 ¥430+税

*9784101025070*

 

部屋干しぺっとり君 
堀 道広 著 
青林工芸舎 
読売新聞 2016/01/17 

2013:12./ 172p 
978-4-88379-392-1 

本体 ¥900+税

*9784883793921*

 

坑夫 改版(岩波文庫 31-011-19) 
夏目 漱石 著 
岩波書店 
19 歳の家出青年が巡る、「地獄」の鉱山と自らの心の深み。「虞美人草」と「三四郎」

の間に著された、漱石文学の真の問題作。 新の校訂に基づく本文に、新聞連載

時の挿絵を収録する。 

 
読売新聞 2016/01/31 

2014:2./ 332p 
978-4-00-360019-1 

本体 ¥660+税

*9784003600191*

 

孝謙・称徳天皇～出家しても政を行ふに豈障らず～(ミネルヴァ日本評伝選)  
勝浦 令子 著 
ミネルヴァ書房 
異例の女性皇太子を経て即位し、藤原仲麻呂ら多くの政敵と闘い、父聖武天皇の

仏教政策を継承しつつも、道鏡を重用し独自の政治を行った孝謙・称徳天皇。「王

権と仏教」「女性と仏教」という視点から、その実像に迫る。 

 
読売新聞 2016/01/24 

2014:10./ 22p,345p,7p 
978-4-623-07181-4 

本体 ¥3,500+税

*9784623071814*
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笹離宮～蓼科笹類植物園の魅力～ 
大泉 高明 著 
主婦の友社 
笹をテーマにした回遊式数寄屋庭園、笹離宮(蓼科笹類植物園)の魅力を豊富な

写真とともに紹介。庭園内の数寄屋建築を手掛けた安井清の生涯や、笹離宮の誕

生秘話、笹離宮に植栽されている竹笹類図鑑なども収録する。 

 
読売新聞 2016/01/10 

2015:10./ 133p 
978-4-07-299045-2 

本体 ¥1,700+税

*9784072990452*

 

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。 

 
読売新聞 2016/01/17 

2015:6./ 1 冊(ページ付

なし) 
978-4-86152-499-8 

本体 ¥2,300+税

*9784861524998*

 

フランス人は年をとるほど美しい 
ドラ・トーザン 著 
大和書房 
年をとることは成熟すること 

 
読売新聞 2016/01/24 

2015:6./ 180p 
978-4-479-78330-5 

本体 ¥1,400+税

*9784479783305*

 

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! 

 
読売新聞 2016/01/10 

2015:10./ 256p 
978-4-309-22630-9 

本体 ¥8,800+税

*9784309226309*

 

けもの道の歩き方～猟師が見つめる日本の自然～ 
千松 信也 著 
リトル・モア 
狩猟ブームの先駆けを担った著者が、狩猟採集生活の中で練り上げた、現代猟師

考。 

 
読売新聞 2016/01/10 

2015:9./ 270p 
978-4-89815-417-5 

本体 ¥1,600+税

*9784898154175*

 

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 

 
読売新聞 2016/01/10 

2015:10./ 813p 
978-4-582-21972-2 

本体 ¥9,200+税

*9784582219722*
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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 

 
読売新聞 2016/01/10 

2015:9./ 237p 
978-4-04-103537-5 

本体 ¥1,600+税

*9784041035375*

 

もうぬげない 
ヨシタケ シンスケ 著 
ブロンズ新社 
ふくがぬげなくたって、なんとかなる!? 人生の悩みごとは、ヨシタケ流ユーモアでの

りこえよう！ヨシタケシンスケ 新刊。 

 
読売新聞 2016/01/17 

2015:10./ 1 冊(ページ

付なし) 
978-4-89309-609-8 

本体 ¥980+税

*9784893096098*

 

ラーメンの語られざる歴史～世界的なラーメンブームは日本の政治危機から生ま

れた～ 
ジョージ・ソルト、野下 祥子 著 
国書刊行会 
米国人歴史学者が、機密扱いだった占領軍の文書や多くの日本の資料を駆使し

て、真実のラーメン歴史を明らかにする。 

 
読売新聞 2016/01/10 

2015:9./ 269p 
978-4-336-05940-6 

本体 ¥2,200+税

*9784336059406*

 

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 

 
読売新聞 2016/01/17 

2015:10./ 349p 
978-4-06-219676-5 

本体 ¥1,800+税

*9784062196765*

 

万国博覧会と人間の歴史 
佐野 真由子 編 
思文閣出版 
アジアや現場の視点も踏まえた新共同研究 

 
読売新聞 2016/01/17 

2015:10./ 3p,741p,4p 
978-4-7842-1819-6 

本体 ¥9,200+税

*9784784218196*

 

現代俳句にいきる芭蕉～虚子・波郷から兜太・重信まで～ 
堀切 実 著 
ぺりかん社 
芭蕉は現代俳句にどのようにいきているのか。現代の俳句の繁栄を導いた虚子を

はじめとして、戦前・戦後の昭和俳句史に活躍した俳人たちを、芭蕉という視点から

とらえなおし、俳句とは何かを原点から読み解く。 

 
読売新聞 2016/01/31 

2015:10./ 318p 
978-4-8315-1423-3 

本体 ¥2,800+税

*9784831514233*
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ソロヴィヨフ～生の変容を求めて～ 
谷 寿美 著 
慶應義塾大学出版会 
ソフィア=つながりの智恵を追究する 

 
読売新聞 2016/01/10 

2015:10./ 296p 
978-4-7664-2257-3 

本体 ¥4,500+税

*9784766422573*

 

ミイラになるまで～島田雅彦初期短篇集～(講談社文芸文庫 し J2)  
島田 雅彦 著 
講談社 
現代文学を牽引し続ける著者の初期短篇 7 作品。文学と社会への強烈な批評精

神と、アイロニックな饒舌文体で繰り広げる島田文学の原点 

 
読売新聞 2016/01/17 

2015:11./ 299p 
978-4-06-290293-9 

本体 ¥1,700+税

*9784062902939*

 

思想家としての石橋湛山～人と時代～ 
山口 正 著 
春風社 
石橋湛山全集に携わった編集者による研究 

 
読売新聞 2016/01/17 

2015:12./ 410p 
978-4-86110-472-5 

本体 ¥3,000+税

*9784861104725*

 

大河ドラマと日本人 
星 亮一、一坂 太郎 著 
イースト・プレス 
NHK 大河ドラマは、その時代の感性を象徴する。ふたりの歴史作家が、戦後 70 年

の一断面でもある大河ドラマの意味合い、主要作品が生まれた時代背景とその評

価について、互いの歴史観を交えながら大いに論じ合う。 

 
読売新聞 2016/01/17 

2015:10./ 351p 
978-4-7816-1365-9 

本体 ¥1,500+税

*9784781613659*

 

みちくさ日記(torch comics) 
道草 晴子 著 
リイド社 
読売新聞 2016/01/17 

2015:10./ 141p 
978-4-8458-4417-3 

本体 ¥1,300+税

*9784845844173*

 

「ない仕事」の作り方 
みうら じゅん 著 
文藝春秋 
デビューから 35 年間、「世にない仕事」を作ってきた著者が、アイデアの閃き方や

センスの育み方、印象に残るネーミングのコツ、世の中に広める方法、 強の接待

術などを大公開。どんな仕事にも応用がきくテクニックが満載。 

 
読売新聞 2016/01/10 

2015:11./ 175p 
978-4-16-390369-9 

本体 ¥1,250+税

*9784163903699*
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詩のなぐさめ 
池澤 夏樹 著 
岩波書店 
詩はそっけない。少し遠い。一度ではわからない。でも、いざというときに寄り添う。

留まる…あなた独りではない、と。圧縮された言葉と感情の塊である詩が解凍したと

きに広がる沃野の大地。広大な詩の花園から一輪を、あなたの部屋に飾りましょう。

古今東西へと放たれる池澤夏樹の真骨頂、芳醇なエスプリの空間です。 

 
読売新聞 2016/01/19 

2015:11./ 7p,240p 
978-4-00-061083-4 

本体 ¥2,400+税

*9784000610834*

 

和漢診療学～あたらしい漢方～(岩波新書 新赤版 1574) 
寺澤 捷年 著 
岩波書店 
目の具合が悪いときには腹をみる。ひどい汗かきと膝痛は一つの漢方方剤で一挙

に解消。人体は部品の寄せ集めではないとの観点から、全体性の中で部分をみる

ことを日々の診療で実践している著者が、漢方と西洋医学の叡智を統合した和漢

診療学を提案。長年の臨床と研究から得た患者を本当に幸せにする新しい医療の

姿を綴る。 

 
読売新聞 2016/01/31 

2015:11./ 11p,219p,5p 
978-4-00-431574-2 

本体 ¥780+税

*9784004315742*

 

カドモスとハルモニアの結婚 
ロベルト・カラッソ、東 暑子 著 
河出書房新社 
アドルノ、ブロツキー、クンデラ、フォーサイス…あらゆる表現者に衝撃を与えるイタ

リアの碩学の代表作、遂に邦訳！解説=岡田温司。 

 
読売新聞 2016/01/31 

2015:11./ 545p 
978-4-309-23096-2 

本体 ¥5,500+税

*9784309230962*

 

湛山読本～いまこそ、自由主義、再興せよ。～  
船橋 洋一 著 
東洋経済新報社 
現代日本を代表するジャーナリストが、大正・昭和期の石橋湛山の政治・経済論説

から珠玉の 70 編を選び、その今日的意義を解説。 

 
読売新聞 2016/01/17 

2015:11./ 17p,493p 
978-4-492-06197-8 

本体 ¥2,400+税

*9784492061978*

 

ニュートリノで探る宇宙と素粒子 
梶田 隆章 著 
平凡社 
祝！ ノーベル物理学賞受賞！ 

 
読売新聞 2016/01/24 

2015:11./ 240p,7p 
978-4-582-50305-0 

本体 ¥1,800+税

*9784582503050*
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夜中の電話～父・井上ひさし最後の言葉～ 
井上 麻矢 著 
集英社インターナショナル 
2010 年に没した井上ひさしが『こまつ座』を継いだ三女麻矢に語った遺言ともいえ

る 77 の言葉。夜中の電話で語った言葉は、次世代を生きる誰しもの共感を呼ぶ、

後のメッセージでもある。 

 
読売新聞 2016/01/10 

2015:11./ 173p 
978-4-7976-7306-7 

本体 ¥1,200+税

*9784797673067*

 

カール・クラウス～闇にひとつ炬火あり～(講談社学術文庫 2331)  
池内 紀 著 
講談社 
ベンヤミンが、ウィトゲンシュタインが敬愛した巨人。腐敗する世の中に〈ことば〉だけ

で立ち向かったクラウスを読む時が来た！ 

 
読売新聞 2016/01/10 

2015:11./ 242p 
978-4-06-292331-6 

本体 ¥860+税

*9784062923316*

 

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。 

 
読売新聞 2016/01/31 

2015:11./ 191p 
978-4-10-339731-1 

本体 ¥1,300+税

*9784103397311*

 

謎の毒親～相談小説～ 
姫野 カオルコ 著 
新潮社 
意味不明、理解不能の罵倒、叱責、無視、接触。 大のミステリは、両親でした-。
驚愕の実体験を「人生相談」形式で描く長篇小説。『yom yom』掲載を全面的に書

き直して単行本化。 

 
読売新聞 2016/01/10 

2015:11./ 321p 
978-4-10-427703-2 

本体 ¥1,600+税

*9784104277032*

 

天平の女帝 孝謙称徳  
玉岡 かおる 著 
新潮社 
女性初の皇太子となり、「女に天皇は務まらない」と言われながら、民のため、国の

ため、平和の世のために生きた孝謙称徳帝。その真の姿とは。突然の死と秘められ

た愛の謎を女官たちが解き明かす、本格歴史小説。 

 
読売新聞 2016/01/24 

2015:11./ 399p 
978-4-10-373715-5 

本体 ¥1,800+税

*9784103737155*
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12 人の蒐集家/ティーショップ(海外文学セレクション) 
ゾラン・ジヴコヴィッチ、山田 順子 著 
東京創元社 
パティシエがコレクションする“あるもの”と引き換えに、メニューにはない特製ケーキ

を頼んだ男の運命は? 連作「12 人の蒐集家」と中編「ティーショップ」を収めた、東

欧の鬼才ジヴコヴィッチによるファンタスチカの世界。 

 
読売新聞 2016/01/10 

2015:11./ 196p 
978-4-488-01659-3 

本体 ¥1,600+税

*9784488016593*

 

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。 

 
読売新聞 2016/01/24 

2015:12./ 218p 
978-4-480-06861-3 

本体 ¥780+税

*9784480068613*

 

例解新国語辞典 第 9 版  
篠崎 晃一、相澤 正夫、大島 資生 著 
三省堂 
中学生向け辞典。5 万 9 千語収録 

 
読売新聞 2016/01/10 

2015:12./ 
8p,1320p,29p 
978-4-385-13688-2 

本体 ¥2,600+税

*9784385136882*

 

カレル・チャペック～小さな国の大きな作家～(平凡社新書 798)  
飯島 周 著 
平凡社 
『ロボット』『ダーシェンカ』作者の評伝 

 
読売新聞 2016/01/31 

2015:12./ 279p 
978-4-582-85798-6 

本体 ¥820+税

*9784582857986*

 

コネクトーム～脳の配線はどのように「わたし」をつくり出すのか～ 
セバスチャン・スン、青木 薫 著 
草思社 
脳科学を進展させる方法として提案されている全脳のネットワーク地図=コネクトー

ムの解読。脳科学に革命を起こす壮大な試みを解説。 

 
読売新聞 2016/01/24 

2015:11./ 499p 
978-4-7942-2165-0 

本体 ¥2,400+税

*9784794221650*

 

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。 

 
読売新聞 2016/01/31 

2015:11./ 692p 
978-4-15-209579-4 

本体 ¥3,500+税

*9784152095794*
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安売り王一代～私の「ドン・キホーテ」人生～(文春新書 1052)  
安田 隆夫 著 
文藝春秋 
26 期連続増収増益という前代未聞の偉業を成し遂げたドン・キホーテ。「逆張り」

「権限委譲」「夜の市場(ナイトマーケット)」をキーワードにのし上がった創業者・安田

隆夫の波乱万丈の一代記。 

 
読売新聞 2016/01/10 

2015:11./ 239p 
978-4-16-661052-5 

本体 ¥800+税

*9784166610525*

 

顔をあらう水 
蜂飼 耳 著 
思潮社 
羊の群れよりもたやすく誘導される感情の群れ そのなかに在って 選ぶよりも先に

前へ 歩を進めるなら 足もとの影には?の色(「甘くて、」より) 未知の場を照らしだ

す、渾身の試行 28 篇を収録した詩集。 

 
読売新聞 2016/01/10 

2015:10./ 124p 
978-4-7837-3498-7 

本体 ¥2,200+税

*9784783734987*

 

戯れ言の自由 
平田 俊子 著 
思潮社 
不確かな日々が求める、こころを少し明るくするもの。日本語という小さな舟が、ひと

の思いを運んでいく。鋭くもしなやかに、全身でともすことばの灯り、詩 28 篇。 

 
読売新聞 2016/01/10 

2015:10./ 138p 
978-4-7837-3500-7 

本体 ¥2,300+税

*9784783735007*

 

砂文 
日和 聡子 著 
思潮社 
出会ってしまったら、もう戻れない。移り変わる時のなかで、切り拓き、刻み、均し、

掘り、崩し、築き、壊しては作り、進んでいく-。意志と呪力の痕跡を記す、新詩集。 

 
読売新聞 2016/01/10 

2015:10./ 111p 
978-4-7837-3501-4 

本体 ¥2,200+税

*9784783735014*

 

せまりくる「天災」とどう向きあうか 
鎌田 浩毅 著 
ミネルヴァ書房 
「天災」のしくみを図解でわかりやすく紹介しながら、災害の種類別に防災マニュア

ルを紹介。「防災チェックリスト」付き。 

 
読売新聞 2016/01/24 

2015:12./ 159p 
978-4-623-07523-2 

本体 ¥1,800+税

*9784623075232*

 

創造的脱力～かたい社会に変化をつくる、ゆるいコミュニケーション論～(光文社

新書 789)  
若新 雄純 著 
光文社 
日常に多様なスタイルや解放的な文化をつくりだすには、脱力的なアプローチが不

可欠。鯖江市 JK 課、NEET 株式会社、ゆるい就職などの実験的プロジェクトの実

態と当事者の感情の交錯から「新しい何か」の萌芽を探る。 

 
読売新聞 2016/01/10 

2015:11./ 241p 
978-4-334-03892-2 

本体 ¥800+税

*9784334038922*
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隠居志願(新潮文庫 た-23-6)  
玉村 豊男 著 
新潮社 
男が階段を下りるとき、後悔する買い物…。自ら醸造するワインやとれたて野菜を食

べる愉しみなど、信州の豊かな自然の中で、人生の納め方、来し方行く末を綴った

滋味溢れるエッセイ集。自筆の植物画もカラーで収録。 

 
読売新聞 2016/01/24 

2015:12./ 206p 
978-4-10-129706-4 

本体 ¥630+税

*9784101297064*

 

消滅世界 
村田 沙耶香 著 
河出書房新社 
「セックス」も「家族」も、世界から消える……日本の未来を予言と話題騒然!あの『殺

人出産』を超える、今年度 大の衝撃作。 

 
読売新聞 2016/01/24 

2015:12./ 253p 
978-4-309-02432-5 

本体 ¥1,600+税

*9784309024325*

 

言葉の贅肉～今日も超饒舌～ 
伊奈 かっぺい 著 
岩波書店 
ある時はラジオパーソナリティ、またある時はライブで観客を沸かす方言詩人。標準

語との距離や違和感を逆手にとった楽しい語りは津軽弁という確たる母語があれば

こそ。自身の歩みに重ねて綴られるエッセイや詩には言葉と遊びつくす日常が鍛え

た優しさと強さ、母語への愛が光る。読めば思わず笑いがほとばしる、これぞかっぺ

いワールド! 

 
読売新聞 2016/01/17 

2015:12./ 7p,173p 
978-4-00-022943-2 

本体 ¥1,600+税

*9784000229432*

 

味なメニュー 
平松 洋子 著 
幻冬舎 
銀座のシチュー、町角のジューススタンド、空港のかつサンド、居酒屋の煮込み、浪

花の豚まん、東神田の立ち食いそば…。愛される味の秘密をメニューの行間から引

き出す、とびきりおいしいノンフィクション。 

 
読売新聞 2016/01/10 

2015:11./ 255p 
978-4-344-02851-7 

本体 ¥1,500+税

*9784344028517*

 

ゴースト・ボーイ 
マーティン・ピストリウス、ミーガン・ロイド・デイヴィス、長澤 あかね 著 
ＰＨＰ研究所 
植物状態。医師はあきらめ、両親は泣いた。誰も知らなかったのは、マーティンの心

はゆっくりと目覚めていったこと。彼は、自分の身体の中に閉じ込められた囚人だっ

た…。10 年の沈黙を経て、人生を取り戻した少年の自伝。 

 
読売新聞 2016/01/17 

2015:11./ 325p 
978-4-569-82709-4 

本体 ¥1,800+税

*9784569827094*
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WHAT IS SAPEUR?～貧しくも世界一エレガントなコンゴの男たち～ 
影嶋 裕一 著 
祥伝社 
コンゴのおしゃれで優雅な紳士たち、サプール。彼らはなぜ貧困という問題を抱え

るアフリカの地で、高級スーツを身に着けるのか? 「世界一服にお金をかける男た

ち」との強烈な出会いの取材記。 

 
読売新聞 2016/01/17 

2015:12./ 127p 
978-4-396-61547-5 

本体 ¥1,600+税

*9784396615475*

 

地震前兆現象を科学する(祥伝社新書 449)  
織原 義明、長尾 年恭 著 
祥伝社 
日本は 1100 年ぶりの地震・火山活動期に入った。地震の予知はどこまで進み、あ

とどれほどの時間で達成されるのか。科学的なアプローチに加え、動物、地下水、

電気関係にまつわる前兆現象についても徹底検証する。 

 
読売新聞 2016/01/24 

2015:12./ 226p 
978-4-396-11449-7 

本体 ¥800+税

*9784396114497*

 

残り全部バケーション(集英社文庫 い 64-3)  
伊坂 幸太郎 著 
集英社 
夫の浮気が原因で離婚する夫婦と、その一人娘。ひょんなことから、「家族解散前の

思い出」として「岡田」と名乗る男とドライブすることに…。裏稼業コンビ「溝口」と「岡

田」をめぐる全 5 章の連作集。 

 
読売新聞 2016/01/24 

2015:12./ 302p 
978-4-08-745389-8 

本体 ¥560+税

*9784087453898*

 

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。 

 
読売新聞 2016/01/17 

2015:12./ 256p 
978-4-8356-2853-0 

本体 ¥1,500+税

*9784835628530*

 

異類婚姻譚 
本谷 有希子 著 
講談社 
他人同士が一つになる「夫婦」の魔力と違和を軽妙なユーモアと毒を込めて描く、

大江健三郎賞、三島由紀夫賞作家の 2 年半ぶり 新作！ 

 
読売新聞 2016/01/31 

2016:1./ 166p 
978-4-06-219900-1 

本体 ¥1,300+税

*9784062199001*
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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。 

 
読売新聞 2016/01/17 

2015:12./ 159p 
978-4-7683-0682-6 

本体 ¥2,000+税

*9784768306826*

 

いつかリーダーになる君たちへ～東大人気講義チームビルディングのレッスン～ 
安部 敏樹、坂口 菊恵 著 
日経ＢＰ社 
東大教養学部の人気講義を書籍化。世界で活躍するリーダーになるための“チー

ムビルディング”と“課題設定能力”を「社会の無関心を打破する」気鋭の起業家が

伝授する。 

 
読売新聞 2016/01/31 

2015:12./ 253p 
978-4-8222-5126-0 

本体 ¥1,400+税

*9784822251260*

 

少年の夢(河出文庫 う 13-1)  
梅原 猛 著 
河出書房新社 
未知の可能性を拓くにはいかに「夢」を大切に育てるか、どうしたら学ぶことが楽しく

なるか、高校生、小学生に語ったふたつの講演。 

 
読売新聞 2016/01/10 

2016:1./ 161p 
978-4-309-41429-4 

本体 ¥600+税

*9784309414294*

 

昨夜のカレー、明日のパン(河出文庫 き 7-7) 
木皿 泉 著 
河出書房新社 
夫を亡くした嫁と義父は共に暮らし、その死を受け入れていく。本屋大賞第 2 位、ド

ラマ化の感動作。書き下ろし短編収録！解説=重松清 

 
読売新聞 2016/01/31 

2016:1./ 289p 
978-4-309-41426-3 

本体 ¥600+税

*9784309414263*

 

古文書はいかに歴史を描くのか～フィールドワークがつなぐ過去と未来～(NHK
ブックス 1236) 
白水 智 著 
ＮＨＫ出版 
甲州早川や信州秋山等でのフィールドワークを通して、歴史研究の舞台裏としての

史料調査とは何かを明らかにし、古文書の調査・整理方法について具体的に論じ

る。古文書から紡ぎ出す、生きた歴史学への試み。 

 
読売新聞 2016/01/24 

2015:12./ 318p 
978-4-14-091236-2 

本体 ¥1,500+税

*9784140912362*

 

「忙しい」を捨てる～時間にとらわれない生き方～(角川新書 K-65)  
アルボムッレ・スマナサーラ 著 
KADOKAWA 
ブッダに学ぶ執着の捨て方、時間にとらわれない生き方 

 
読売新聞 2016/01/24 

2016:1./ 173p 
978-4-04-082059-0 

本体 ¥840+税

*9784040820590*



 83  

 

円山町瀬戸際日誌～名画座シネマヴェーラ渋谷の 10 年～ 
内藤 篤 著 
羽鳥書店 
弁護士業と二足のわらじを履く、渋谷円山町の名画座「シネマヴェーラ渋谷」の館

主の一喜一憂と名画座の行く末をつづる。10 年間の「番組一覧」付き。東京大学出

版会の PR 誌『UP』連載をもとに単行本化。 

 
読売新聞 2016/01/31 

2015:12./ 288p,56p 
978-4-904702-59-8 

本体 ¥2,400+税

*9784904702598*

 

歴史の謎は透視技術「ミュオグラフィ」で解ける～歴史学を変える科学的アプロー

チ～(PHP 新書 1028) 
田中 宏幸、大城 道則 著 
ＰＨＰ研究所 
素粒子ミュオンを使えば、X 線が透過できないピラミッドや火山も透視できる。透視

技術「ミュオグラフィ」のしくみ、歴史研究との関わりについて解説するほか、人工衛

星による新たな「ナスカの地上絵」の発見なども紹介する。 

 
読売新聞 2016/01/31 

2016:1./ 231p 
978-4-569-82978-4 

本体 ¥820+税

*9784569829784*

 

きっとあなたは、あの本が好き。～連想でつながる読書ガイド～ 
都甲 幸治、武田 将明、藤井 光、藤野 可織、朝吹 真理子、和田 忠彦、石井 

千湖、阿部 賢一、岡和田 晃、江南 亜美子 著 
リットーミュージック 
10 人の作家・翻訳家・書評家が、とっておきの本を教えます。村上春樹、ルイス・キ

ャロル、大島弓子、谷崎潤一郎など、有名作家ごとに「この作家が好きなら、きっとこ

れも好きだよ」とおすすめする、新感覚の読書ガイド。 

 
読売新聞 2016/01/31 

2016:1./ 255p 
978-4-8456-2749-3 

本体 ¥1,500+税

*9784845627493*

 

花の忠臣蔵 
野口 武彦 著 
講談社 
事実と虚構、倫理と経済の間で醸成される日本人の心性。元禄から平成へ、時空を

超えて紡がれつづける物語の中に歴史の魂を呼び返す。 

 
読売新聞 2016/01/17、朝日新聞 2016/01/31 

2015:12./ 318p 
978-4-06-219869-1 

本体 ¥2,200+税

*9784062198691*

 

ですよねー～いくしゅん写真集～ 
青幻舎 
日常のなかでとらえた、あまりにも普通で、あまりにも奇跡的な瞬間の数々。笑いと

希望の嵐を巻き起こす話題の写真家・いくしゅんの、ファースト超ウルトラミラクル写

真集! 

 
読売新聞 2016/01/17、読売新聞 2016/01/24 

2015:11./ 1 冊(ページ

付なし) 
978-4-86152-524-7 

本体 ¥1,800+税

*9784861525247*

 

移民からみるアメリカ外交史 
ダナ・R.ガバッチア 著 
白水社 
移民ネットワークと外交政策との関連とは? 

 
読売新聞 2016/01/24、日本経済新聞 2016/01/24 

2015:11./ 245p,25p 
978-4-560-08475-5 

本体 ¥3,200+税

*9784560084755*
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職人衆昔ばなし(文春学藝ライブラリー) 
斎藤 隆介 著 
文藝春秋 
技術革新のサイクルが急速に早まる時代にあって、腕と矜持とを貫き通した職人衆

の存在は、間違いなく貴重だ。人間国宝が、螺鈿職人が、明治生まれの頑固者が

…。昭和を生きた熟練の名工たちが語る、不朽の芸談集。 

 
読売新聞 2016/01/24、日本経済新聞 2016/01/31 

2015:12./ 412p 
978-4-16-813058-8 

本体 ¥1,320+税

*9784168130588*

 

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。 

 
読売新聞 2016/01/17、日本経済新聞 2016/01/24 

2015:12./ 243p 
978-4-334-03897-7 

本体 ¥800+税

*9784334038977*

 

カラスの補習授業 
松原 始 著 
雷鳥社 
カラスの系統学、形態と運動、嗅覚・視覚・聴覚、脳や知能的な行動、社会、人間の

社会との関わりなどを、とても詳しい註釈とかわいいイラスト付きで紹介する。「カラス

の教科書」の続編。 

 
読売新聞 2016/01/10、日本経済新聞 2016/01/24 

2015:12./ 399p 
978-4-8441-3686-6 

本体 ¥1,600+税

*9784844136866*

 

イエス伝 
若松 英輔 著 
中央公論新社 
聖書には、不可視のコトバが無数に潜んでいる。そしてイエスの生涯には、立場の

差異を超え、作り手の衝動を著しく刺激する何かがある。先人たちのコトバを手がか

りに聖書を読み直す。『中央公論』連載を加筆・修正。 

 
読売新聞 2016/01/24、日本経済新聞 2016/01/31 

2015:12./ 281p 
978-4-12-004803-6 

本体 ¥2,500+税

*9784120048036*

 

中曽根康弘～「大統領的首相」の軌跡～(中公新書 2351)  
服部 龍二 著 
中央公論新社 
「風見鶏」と批判されながら、首相就任後は米中韓と蜜月関係を築き国鉄等の民営

化を推進。日本の国際的地位を大きく上昇させた政治家・中曽根康弘の半生を辿

り、日本が敗戦から 1980 年代、戦後の頂点へと向かう軌跡を追う。 

 
読売新聞 2016/01/24、日本経済新聞 2016/01/24、毎日新聞 2016/01/24 

2015:12./ 3p,348p 
978-4-12-102351-3 

本体 ¥900+税

*9784121023513*

 

老人力(ちくま文庫)  
赤瀬川 原平 著 
筑摩書房 
日本経済新聞 2016/01/31 

2001:9./ ３９５ｐ 
978-4-480-03671-1 

本体 ¥680+税

*9784480036711*
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夜と霧 新版  
ヴィクトール・Ｅ．フランクル、池田 香代子 著 
みすず書房 
心理学者、強制収容所を体験する－。飾りのないこの原題から、永遠のロングセラ

ーは生まれた。原著の改訂版である 1977 年版にもとづき、新たな訳者で新編集。

人間の偉大と悲惨をあますところなく描く。 

 
日本経済新聞 2016/01/03 

2002:11./ 169p 
978-4-622-03970-9 

本体 ¥1,500+税

*9784622039709*

 

樅ノ木は残った<上>(新潮文庫)  
山本 周五郎 著 
新潮社 
日本経済新聞 2016/01/17 

2003:2./ 448p 
978-4-10-113464-2 

本体 ¥710+税

*9784101134642*

 

樅ノ木は残った<中>(新潮文庫)  
山本 周五郎 著 
新潮社 
日本経済新聞 2016/01/17 

2003:2./ 416p 
978-4-10-113465-9 

本体 ¥670+税

*9784101134659*

 

樅ノ木は残った<下>(新潮文庫)  
山本 周五郎 著 
新潮社 
日本経済新聞 2016/01/17 

2003:2./ 464p 
978-4-10-113466-6 

本体 ¥710+税

*9784101134666*

 

空海の風景<上巻> 新装改版  
司馬 遼太郎 著 
中央公論新社 
弘法大師空海の足跡をたどり、その時代風景のなかに自らを置き、過去と現在の融

通無碍の往還によって、日本が生んだ 初の「人類普遍の天才」の実像に迫る。司

馬文学の傑作。75 年中央公論社刊の新装改版。上巻。 

 
日本経済新聞 2016/01/03 

2005:6./ 347p 
978-4-12-003645-3 

本体 ¥1,800+税

*9784120036453*

 

空海の風景<下巻> 新装改版  
司馬 遼太郎 著 
中央公論新社 
弘法大師空海の足跡をたどり、その時代風景のなかに自らを置き、過去と現在の融

通無碍の往還によって、日本が生んだ 初の「人類普遍の天才」の実像に迫る。司

馬文学の傑作。75 年中央公論社刊の新装改版。下巻。 

 
日本経済新聞 2016/01/03 

2005:6./ 384p 
978-4-12-003646-0 

本体 ¥1,800+税

*9784120036460*
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方丈記(角川ソフィア文庫)  
鴨 長明、武田 友宏 著 
角川学芸出版 
日本経済新聞 2016/01/17 

2007:6./ 189p 
978-4-04-357419-3 

本体 ¥590+税

*9784043574193*

 

せんねんまんねん(まど・みちおの絵本)  
まど みちお、柚木 沙弥郎 著 
理論社 
命のめぐりを描く、まどさんの絵本、1 作目 

 
日本経済新聞 2016/01/03 

2008:3./ 32p 
978-4-652-04066-9 

本体 ¥1,500+税

*9784652040669*

 

天切り松闇がたり<第 4 巻> 昭和侠盗伝(集英社文庫)  
浅田 次郎 著 
集英社 
日本経済新聞 2016/01/17 

2008:3./ 294p 
978-4-08-746273-9 

本体 ¥560+税

*9784087462739*

 

平家物語(角川ソフィア文庫)  
角川書店 著 
角川学芸出版 
日本経済新聞 2016/01/31 

2001:9./ ３１８ｐ 
978-4-04-357404-9 

本体 ¥720+税

*9784043574049*

 

古事記(角川ソフィア文庫)  
角川書店 著 
角川学芸出版 
日本経済新聞 2016/01/17 

2002:8./ 300p 
978-4-04-357410-0 

本体 ¥667+税

*9784043574100*

 

不干斎ハビアン～神も仏も棄てた宗教者～(新潮選書)  
釈 徹宗 著 
新潮社 
禅僧から改宗、キリシタンの第一人者として活躍するも、晩年に棄教。既成の信仰

を超える独自の境地に至った男の生涯と思想から、日本人の宗教受容の原型を探

る。 

 
日本経済新聞 2016/01/24 

2009:1./ 254p 
978-4-10-603628-6 

本体 ¥1,200+税

*9784106036286*

 

鉄腕アトム<1>(手塚治虫文庫全集)  
手塚 治虫 著 
講談社 
日本経済新聞 2016/01/03 

2009:10./ 424p 
978-4-06-373701-1 

本体 ¥900+税

*9784063737011*
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古今著聞集(物語の舞台を歩く)  
本郷 恵子 著 
山川出版社 
古今著聞集ならではの滑稽譚怪異譚の舞台を紹介 

 
日本経済新聞 2016/01/31 

2010:7./ １５３ｐ 図版１

６ｐ 
978-4-634-22520-6 

本体 ¥1,800+税

*9784634225206*

 

生存の条件～生命力溢れる地球の回復～  
旭硝子財団地球環境問題を考える懇談会 著 
信山社出版 
地球温暖化、希少生物の絶滅など、地球環境問題を易しく説明した、これから 新

の環境問題と対策を考えるための必読の書。 

 
日本経済新聞 2016/01/03 

2010:8./ 135p 
978-4-7972-6043-4 

本体 ¥952+税

*9784797260434*

 

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 
日本経済新聞 2016/01/03 

2012:12./ 667p 
978-4-10-201010-5 

本体 ¥840+税

*9784102010105*

 

人間失格 改版(新潮文庫)  
太宰 治 著 
新潮社 
日本経済新聞 2016/01/31 

2006:1./ １８５ｐ 
978-4-10-100605-5 

本体 ¥286+税

*9784101006055*

 

大田南畝全集<第 1 巻>  
大田南畝 著 
岩波書店 
日本経済新聞 2016/01/17 

1999:10./ 576p 
978-4-00-091041-5 

本体 ¥6,700+税

*9784000910415*

 

五輪書(講談社学術文庫)  
鎌田 茂雄 著 
講談社 
日本経済新聞 2016/01/03 

1986:5./ 263p 
978-4-06-158735-9 

本体 ¥920+税

*9784061587359*

 

シートン動物記<4> サンドヒルの雄ジカ．旗尾リス物語．ほか 
シートン、藤原 英司、木村 しゅうじ 著 
集英社 
日本経済新聞 2016/01/17 

1988:1./ 238p 
978-4-08-230004-3 

本体 ¥1,200+税

*9784082300043*
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火の鳥<1> 黎明編(角川文庫)  
手塚 治虫 著 
角川書店 
日本経済新聞 2016/01/03 

1992:12./ 340p 
978-4-04-185101-2 

本体 ¥600+税

*9784041851012*

 

セレンディピティー～思いがけない発見・発明のドラマ～  
ロイストン・Ｍ．ロバ－ツ、安藤喬志 著 
化学同人 
日本経済新聞 2016/01/17 

1993:10./ 356p 
978-4-7598-0249-8 

本体 ¥2,800+税

*9784759802498*

 

江戸狂歌(同時代ライブラリー)  
なだ いなだ 著 
岩波書店 
天明の世に花と咲き出た狂歌の数々。その一句一句を読みながら、日本人が時代

の移りかわりとともになぜ笑いを失っていったのか、笑いの喪失が何をもたらしたか

を問い、笑いを通して現代日本を考える。再刊。〈ソフトカバー〉 

 
日本経済新聞 2016/01/17 

1997:3./ 194p 
978-4-00-260299-8 

本体 ¥900+税

*9784002602998*

 

もの食う人びと(角川文庫)  
辺見 庸 著 
角川書店 
日本経済新聞 2016/01/03 

1997:6./ 365p, 図 版
12p 
978-4-04-341701-8 

本体 ¥686+税

*9784043417018*

 

娘に語る祖国(光文社文庫)  
つか こうへい 著 
光文社 
日本経済新聞 2016/01/10 

1998:4./ 212p 
978-4-334-72592-1 

本体 ¥552+税

*9784334725921*

 

こころの処方箋(新潮文庫)  
河合 隼雄 著 
新潮社 
日本経済新聞 2016/01/03 

1998:6./ 241p 
978-4-10-125224-7 

本体 ¥460+税

*9784101252247*

 

EQ～こころの知能指数～(講談社+α 文庫)  
ダニエル・ゴールマン、土屋 京子 著 
講談社 
日本経済新聞 2016/01/10 

1998:9./ 455p 
978-4-06-256292-8 

本体 ¥980+税

*9784062562928*
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坂の上の雲<1> 新装版(文春文庫)  
司馬 遼太郎 著 
文芸春秋 
松山出身の歌人正岡子規と軍人の秋山好古・真之兄弟の三人を軸に、維新から日

露戦争の勝利に至る明治日本を描く大河小説。 

 
日本経済新聞 2016/01/03 

1999:1./ 350p 
978-4-16-710576-1 

本体 ¥650+税

*9784167105761*

 

原子力の社会史～その日本的展開～ 新版(朝日選書 883)  
吉岡 斉 著 
朝日新聞出版 
原爆研究から福島第一原発事故まで、日本の原子力開発はどのように進められて

きたのか。それらを担ってきた政・官・産・学・自治体のせめぎあい、さらに背景にあ

る核をめぐる国際政治などをあざやかに切り分けた本格的通史。 

 
日本経済新聞 2016/01/10 

2011:10./ 399p,14p 
978-4-02-259983-4 

本体 ¥1,900+税

*9784022599834*

 

小林秀雄講演～宣長の学問／匂玉のかたち～<第８巻> ［新潮ＣＤ］(＜ＣＤ＞) 
小林秀雄（文芸評論家） 著 
新潮社 
日本経済新聞 2016/01/31 

2010:4. 
978-4-10-830236-5 

本体 ¥4,000+税

*9784108302365*

 

パタリロ!<1>(花とゆめコミックス)  
魔夜峰央 著 
白泉社 
日本経済新聞 2016/01/17 

1979:10. 
978-4-592-11171-9 

本体 ¥400+税

*9784592111719*

 

宮沢賢治未来への伝言<1> グスコーブドリの伝記 
宮沢 賢治 著 
書肆パンセ 
宮沢賢治の珠玉の長編童話 4 作品による「未来への伝言」シリーズ。1 は、干ばつ

や飢饉、噴火や地震などの自然の猛威に直面しながらも、希望のうちに生きようと

する人間を描いた「グスコーブドリの伝記」を収録。 

 
日本経済新聞 2016/01/03 

2013:2./ 149p 
978-4-9906530-1-9 

本体 ¥1,200+税

*9784990653019*

 

巨大災害・リスクと経済(シリーズ現代経済研究) 
澤田 康幸 編 
木原 隆司 著 
日本経済新聞出版社 
自然災害から経済危機、紛争・テロ・戦争まで、私たちの身の回りには様々な巨大リ

スクがついて回る。それら厄災をどう回避し、被害を 小限にとどめ、いかにダメー

ジから早く立ち直るかを、経済学の知見から幅広く読み解く。 

 
日本経済新聞 2016/01/31 

2014:1./ 11p,285p 
978-4-532-13445-7 

本体 ¥2,600+税

*9784532134457*
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天切り松読本 完全版(集英社文庫 あ 36-21)  
集英社文庫集部 編 
集英社 
大正・昭和の帝都に名を馳せた義賊「目細の安吉」一家の活躍を描く、「天切り松

闇がたり」シリーズの公式読本。帝都東京の風景や世相、登場人物たちを紹介する

ほか、物語の舞台を著者と歩く特別企画、インタビューも収録。 

 
日本経済新聞 2016/01/17 

2014:1./ 315p 
978-4-08-745154-2 

本体 ¥600+税

*9784087451542*

 

天切り松闇がたり<第 5 巻> ライムライト  
浅田 次郎 著 
集英社 
昭和 7 年。チャップリンの来日を控え、軍人たちの陰謀がひそかに進行。きなくさい

流れに逆らおうと、伝説の夜盗・目細の安吉一家が挑んだ大勝負とは? 「ライムライ

ト」ほか全 6 編を収録。『小説すばる』掲載を単行本化。 

 
日本経済新聞 2016/01/17 

2014:1./ 261p 
978-4-08-771546-0 

本体 ¥1,500+税

*9784087715460*

 

お前はまだグンマを知らない<1>(BUNCH COMICS) 
井田 ヒロト 著 
新潮社 
日本経済新聞 2016/01/17 

2014:3./ 1 冊 
978-4-10-771738-2 

本体 ¥500+税

*9784107717382*

 

お前はまだグンマを知らない<2>(BUNCH COMICS) 
井田 ヒロト 著 
新潮社 
トチギにより高崎白衣大観音に捕らわれた神月を救うため、クラスメイト達が立ち上

がった！他、世界遺産「富岡製糸場」編収録！ さらに初回特典描き下ろし「上モか

るた」付き！ 

 
日本経済新聞 2016/01/17 

2014:8./ 1 冊(ページ付

なし) 
978-4-10-771764-1 

本体 ¥500+税

*9784107717641*

 

ドミトリーともきんす 
高野 文子 著 
中央公論新社 
不思議な学生寮「ともきんす」。2 階には、科学を勉強する学生さん 4 人が住んでい

ます-。時空を超えて朝永振一郎、牧野富太郎、中谷宇吉郎、湯川秀樹と出会っ

た、ひと組の親子の物語。漫画で描く、自然科学の読書案内。 

 
日本経済新聞 2016/01/03 

2014:9./ 126p 
978-4-12-004657-5 

本体 ¥1,200+税

*9784120046575*

 

大脱出～健康、お金、格差の起原～ 
アンガス・ディートン、松本 裕 著 
みすず書房 
世界はより豊かで健康になったが、貧困から脱出できずに取り残された国や人々も

いる。成長と健康の関係を分析し、格差の背後にあるメカニズムを解明。取り残され

た人々を助ける手立てをも示した、健康と豊かさの経済学の本。 

 
日本経済新聞 2016/01/31 

2014:10./ 351p,21p 
978-4-622-07870-8 

本体 ¥3,800+税

*9784622078708*
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希望の思想プラグマティズム入門(筑摩選書 0108) 
大賀 祐樹 著 
筑摩書房 
異なる「信念」上の対立を超克し、連帯と共生を可能にする思想、プラグマティズ

ム。パース、デューイ、ローティら、プラグマティズムの重要人物を取り上げ、その思

想を概観しつつ、現代社会における連帯と共生の可能性を探る。 

 
日本経済新聞 2016/01/10 

2015:1./ 221p 
978-4-480-01614-0 

本体 ¥1,500+税

*9784480016140*

 

お前はまだグンマを知らない<3>(BUNCH COMICS) 
井田 ヒロト 著 
新潮社 
古の草津温泉にタイムリープしたらしい神月達は、草津伝統の入浴法「時間湯」を

経験する。そこでは生と死ギリギリの攻防線が繰り広げられて――？ 

 
日本経済新聞 2016/01/17 

2015:2./ 1 冊(ページ付

なし) 
978-4-10-771800-6 

本体 ¥500+税

*9784107718006*

 

SF が読みたい!<2015 年版> 発表!ベスト SF2014<国内篇・海外篇>  
SF マガジン集部 編 
早川書房 
「ベスト SF2014」国内篇・海外篇を発表。ベスト 20 作品ガイド、国内篇第 1 位作品

の著者による自作解題などを満載し、2014 年の SF 界を振り返る。特別企画「ベスト

SF1990～2013 一挙掲載」も収録。 

 
日本経済新聞 2016/01/10 

2015:2./ 191p 
978-4-15-209519-0 

本体 ¥750+税

*9784152095190*

 

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? 

 
日本経済新聞 2016/01/10 

2015:7./ 413p 
978-4-488-02751-3 

本体 ¥1,700+税

*9784488027513*

 

失われてゆく、我々の内なる細菌 
マーティン・J.ブレイザー、山本 太郎 著 
みすず書房 
食物アレルギー、潰瘍性大腸炎、自閉症、肥満、喘息。抗生剤の過剰使用により増

加する疾患と腸内フローラの関係とは? 薬剤耐性がもたらす「害」の深刻さに、マイ

クロバイオーム研究の第一人者が実証的に警鐘を鳴らす。 

 
日本経済新聞 2016/01/24 

2015:7./ 286p,6p 
978-4-622-07910-1 

本体 ¥3,200+税

*9784622079101*

 

お前はまだグンマを知らない<4>(BUNCH COMICS) 
井田 ヒロト 著 
新潮社 
ニイガタからやってきたグンマ愛溢れる転校生・相良シーナは、生徒会長に立候補

することに。ニイガタのスパイではないかと篠岡は疑いの目を向けが…？ 

 
日本経済新聞 2016/01/17 

2015:8./ 1 冊(ページ付

なし) 
978-4-10-771837-2 

本体 ¥500+税

*9784107718372*
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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。 

 
日本経済新聞 2016/01/10 

2015:9./ 197p 
978-4-309-24732-8 

本体 ¥1,200+税

*9784309247328*

 

原子力と人間の歴史～ドイツ原子力産業の興亡と自然エネルギー～ 
ヨアヒム・ラートカウ、ロータル・ハーン 著 
築地書館 
ドイツを代表する環境歴史学者と原子炉安全委員長を務めた原子力専門家が、40
年に及ぶ調査研究をふまえて描く原子力 70 年の歴史。 

 
日本経済新聞 2016/01/10 

2015:10./ 7p,475p 
978-4-8067-1498-9 

本体 ¥5,500+税

*9784806714989*

 

コンピューター&テクノロジー解体新書～ビジュアル版～  
ロン・ホワイト 著 
ＳＢクリエイティブ 
これ一冊でコンピューター・IT 技術がわかる 

 
日本経済新聞 2016/01/24 

2015:9./ 12p,363p 
978-4-7973-8429-1 

本体 ¥2,700+税

*9784797384291*

 

埼玉最強伝説～関東の眠れる獅子よ、目覚めよ!～(SAKURA MOOK 43)  
犬木 加奈子 著 
笠倉出版社 
県内を結ぶ横の線がほとんど無く、西部と東部が分断されている埼玉。潮干狩りの

ごとく土器掘りに行く西武地区の子供…。ホラー漫画家が埼玉を紹介するコミックエ

ッセイ。『別冊家庭サスペンス』他掲載を書籍化。 

 
日本経済新聞 2016/01/17 

2015:10./ 143p 
978-4-7730-5650-1 

本体 ¥790+税

*9784773056501*

 

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。 

 
日本経済新聞 2016/01/31 

2015:10./ 247p 
978-4-02-263038-4 

本体 ¥1,400+税

*9784022630384*

 

わかれ 
瀬戸内 寂聴 著 
新潮社 
親しい友人も肉親も、愛した男たちもすべて、もうこの世にはいない-。病を乗り越

え、90 歳を過ぎてなお、書かずにはいられない衝動に突き動かされ、紡ぎ出された

珠玉の小説 9 編。『新潮』他掲載を単行本化。 

 
日本経済新聞 2016/01/03 

2015:10./ 234p 
978-4-10-311225-9 

本体 ¥1,400+税

*9784103112259*
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小児科医ドクター・ストウ伝～日系二世・原水爆・がん治療～ 
長澤 克治 著 
平凡社 
子どもたちを対象に、原水爆の放射線がもたらす健康被害を冷徹に観察した核の

研究者。「不治の病」とされた小児がんの治療に心血を注いだ癒やしの人。苦い両

義性をまとった日系二世の小児科医ドクター・ストウの生涯を描く。 

 
日本経済新聞 2016/01/24 

2015:11./ 286p 
978-4-582-51333-2 

本体 ¥2,000+税

*9784582513332*

 

見えない巨人－微生物  
別府 輝彦 著 
ベレ出版 
系統分類できない雑多な生物の集まり「微生物」とは一体何か。答えるのが難しい

その問いに対し、様々な視点から易しく語る入門書。 

 
日本経済新聞 2016/01/24 

2015:11./ 263p 
978-4-86064-450-5 

本体 ¥1,400+税

*9784860644505*

 

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。 

 
日本経済新聞 2016/01/03 

2015:10./ 402p 
978-4-336-05949-9 

本体 ¥5,400+税

*9784336059499*

 

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。 

 
日本経済新聞 2016/01/17 

2015:10./ 356p,26p 
978-4-336-05928-4 

本体 ¥2,500+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 

 
日本経済新聞 2016/01/17 

2015:10./ 359p 
978-4-336-05927-7 

本体 ¥2,500+税

*9784336059277*

 

医療政策を問いなおす～国民皆保険の将来～(ちくま新書 1155)  
島崎 謙治 著 
筑摩書房 
国民皆保険を堅持するために、今、我々は何をなすべきなのか。医療政策の理論

と実務に通暁した著者が、国民皆保険の構造を考察し、人口構造の変容を分析。

日本の医療政策のあるべき方向性と道筋を明快に展望する。 

 
日本経済新聞 2016/01/03 

2015:11./ 263p,4p 
978-4-480-06863-7 

本体 ¥920+税

*9784480068637*
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シリアルキラーズ～プロファイリングがあきらかにする異常殺人者たちの真実～ 
ピーター・ヴロンスキー、松田 和也 著 
青土社 
世界中を震撼させた猟奇的な殺人犯たち。シリアルキラーという言葉のきっかけに

なった連続殺人犯、サムの息子、殺人ピエロ…。連続殺人犯の歴史を詳細に描き、

狂気の正体と、常軌を逸した思想の核心にせまる。遺体の写真あり。 

 
日本経済新聞 2016/01/03 

2015:10./ 523p,3p 図

版 16p 
978-4-7917-6889-9 

本体 ¥3,600+税

*9784791768899*

 

アジアの開発と地域統合～新しい国際協力を求めて～ 
朽木 昭文、馬田 啓一、石川 幸一 著 
日本評論社 
アジアの経済構造変化を鑑み、従来の三位一体型国際協力（貿易・投資・援助）に

地域統合推進を加えた「四本柱型国際協力」を提唱。 

 
日本経済新聞 2016/01/03 

2015:11./ 20p,297p 
978-4-535-55832-8 

本体 ¥2,700+税

*9784535558328*

 

非正規公務員の現在～深化する格差～ 
上林 陽治 著 
日本評論社 
質量ともに深化する非正規公務員問題を、公務員制度史、ジェンダー論、労働法

等の観点から解明し、解決の処方箋を提示する。 

 
日本経済新聞 2016/01/10 

2015:11./ 257p 
978-4-535-55824-3 

本体 ¥1,900+税

*9784535558243*

 

サイバーリスクの脅威に備える～私たちに求められるセキュリティ三原則～

(DOJIN 選書 68)  
松浦 幹太 著 
化学同人 
サイバーセキュリティをめぐる問題にどう向き合い、安全・安心を確保するためにどう

行動すればよいのか。サイバー空間を安全に利用するための要素技術や、安心し

て利用するための取り組み方などを丁寧に解説する。 

 
日本経済新聞 2016/01/17 

2015:11./ 226p 
978-4-7598-1668-6 

本体 ¥1,700+税

*9784759816686*

 

日本の財政はどうなっているのか 
湯本 雅士 著 
岩波書店 
複雑で全容を把握することが難しい日本の財政の現状と問題点を、租税・社会保

障・地方財政・公債といった財政面の主要テーマごとに分かりやすく整理し、解決

への道筋を示す。リーマンショックや東日本大震災を経て、大きく変化する日本の

今後を考えるための必読書。 

 
日本経済新聞 2016/01/03 

2015:11./ 14p,263p,6p 
978-4-00-061077-3 

本体 ¥2,900+税

*9784000610773*
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女性官僚という生き方 
村木 厚子、秋山 訓子 編 
岩波書店 
日本的長時間労働の典型だった霞が関が、いま大きく変わろうとしている-。採用・

登用政策で女性が大幅に増える霞が関。次官や専門職など様々な女性官僚が、リ

アルな生き方・働き方を語る。 

 
日本経済新聞 2016/01/24 

2015:12./ 15p,189p 
978-4-00-061078-0 

本体 ¥1,800+税

*9784000610780*

 

第二次世界大戦外交史<上>(岩波文庫 白 31-1)  
芦田 均 著 
岩波書店 
第二次世界大戦下、世界各国が展開した外交の全貌を描いた一大記録。日本外

交がたどった 悪の過程を、厖大な資料によりながら描き出し、後代の日本に向け

て警世の声明を伝える。政治・外交の前面に立った著者畢生の作品。上巻には、

全 49 章中、日米開戦直前の「第 28 章 日本の 後協定案」までを収める。(全 2
冊) 

 
日本経済新聞 2016/01/17 

2015:11./ 525p 
978-4-00-340311-2 

本体 ¥1,200+税

*9784003403112*

 

嵐 
ル・クレジオ、中地 義和 著 
作品社 
ル・クレジオ文学の本源に直結した、ふたつの精妙な中篇小説。ノーベル文学賞作

家の 新刊！ 

 
日本経済新聞 2016/01/03 

2015:10./ 259p 
978-4-86182-557-6 

本体 ¥2,400+税

*9784861825576*

 

美麗島紀行 
乃南 アサ 著 
集英社 
人気作家・乃南アサが台湾各地をくまなく巡り、台湾と日本の深い関係性について

その歴史から思いを馳せる異色の台湾紀行。著者自らが撮影した、台湾各地の情

緒あふれる写真とともに構成する。 

 
日本経済新聞 2016/01/03 

2015:11./ 262p 
978-4-08-781583-2 

本体 ¥1,700+税

*9784087815832*

 

光のない海 
白石 一文 著 
集英社 
建材会社の社長を務める高梨修一郎。50 歳を過ぎ、心に浮かぶのは過去の秘密と

忘れがたい運命の人…。個人と社会の狭間にある孤独を緻密に描き、成熟した大

人に人生の意味を問う長編小説。 

 
日本経済新聞 2016/01/10 

2015:12./ 324p 
978-4-08-771639-9 

本体 ¥1,750+税

*9784087716399*
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バッテリーウォーズ～次世代電池開発競争の最前線～ 
スティーヴ・レヴィン 著 
日経ＢＰ社 
スマートフォン、電気自動車、ドローン…。先端ハードウェアのキーデバイス「リチウ

ムイオン電池」をめぐり激化する開発競争をリアルに活写する、注目のノンフィクショ

ン。 

 
日本経済新聞 2016/01/17 

2015:11./ 416p 
978-4-8222-5122-2 

本体 ¥2,000+税

*9784822251222*

 

身近な鳥の生活図鑑(ちくま新書 1157)  
三上 修 著 
筑摩書房 
スズメはいったい、どこに住んでいる? ハシブトガラスとハシボソガラスはどうやって

見分ける? 四季を鳥から知る方法は? 町の鳥たちの知られざる生き方を紹介する。

図版を多数収録。 

 
日本経済新聞 2016/01/10 

2015:12./ 252p 
978-4-480-06859-0 

本体 ¥940+税

*9784480068590*

 

色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年(文春文庫 む 5-13) 
村上 春樹 著 
文藝春秋 
鉄道の駅をつくっている、多崎つくるは、親友 4 人から理由も告げられず、突然絶

縁された過去をもつ。死の淵を一時さ迷い、漂うように生きてきたつくるは、恋人に

促され、あの時何が起きたのか探り始める。 

 
日本経済新聞 2016/01/31 

2015:12./ 421p 
978-4-16-790503-3 

本体 ¥730+税

*9784167905033*

 

これがガバナンス経営だ!～決定版～ 
冨山 和彦、澤 陽男 著 
東洋経済新報社 
実質論、経営論としてのガバナンスのあり方について体系的に解説。その上で、著

者 2 人の豊富な経験をベースに、ストーリー仕立てでカバナンス経営を実践するた

めの論点について、できるだけ分かりやすく説明する。 

 
日本経済新聞 2016/01/17 

2015:12./ 345p 
978-4-492-53373-4 

本体 ¥1,800+税

*9784492533734*

 

近代日中関係の旋回～「民族国家」の軛を超えて～ 
王 柯 著 
藤原書店 
「中国革命の良き友」である一方、「中国を侵略した敵」という対立した二つのイメー

ジで描かれる近代日中関係史上の日本。歴史上の民族主義をめぐる日中両国間

の葛藤を整理し、来るべき「東アジアの共同知」の可能性を探る。 

 
日本経済新聞 2016/01/31 

2015:11./ 244p 
978-4-86578-049-9 

本体 ¥3,600+税

*9784865780499*
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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。 

 
日本経済新聞 2016/01/31 

2015:11./ 216p 
978-4-86578-048-2 

本体 ¥2,200+税

*9784865780482*

 

箏を友として～評伝宮城道雄<人・音楽・時代>～ 
千葉 優子 著 
アルテスパブリッシング 
《春の海》ほか数々の名曲の作曲家として知られる宮城道雄の生涯を、人間味あふ

れるエピソードをまじえながら描いた決定版評伝。 

 
日本経済新聞 2016/01/17 

2015:11./ 348p,7p 
978-4-86559-131-6 

本体 ¥2,200+税

*9784865591316*

 

メソポタミアとインダスのあいだ～知られざる海洋の古代文明～(筑摩選書 0124)  
後藤 健 著 
筑摩書房 
遠くメソポタミアからイラン、インダス河流域まで出張して取引し、巨富を得たアラビ

ア湾の海洋民たち。湾内に拠点を構え、輸送を担い、一大交易ネットワークを築き

上げた湾岸文明の実態を明らかにする。 

 
日本経済新聞 2016/01/03 

2015:12./ 292p 
978-4-480-01632-4 

本体 ¥1,700+税

*9784480016324*

 

お前はまだグンマを知らない<5>(BUNCH COMICS) 
井田 ヒロト 著 
新潮社 
日本経済新聞 2016/01/17 

2015:11./ 1 冊(ページ

付なし) 
978-4-10-771851-8 

本体 ¥500+税

*9784107718518*

 

ウォール街のアルゴリズム戦争 
スコット・パタースン 著 
日経ＢＰ社 
人工知能のマシン・トレーダーは、バフェットを超えた? マイクロ秒で勝負が決まる

高頻度高速株取引の 前線を、『ウォールストリート・ジャーナル』の記者が描く。金

融ノンフィクション。 

 
日本経済新聞 2016/01/10 

2015:11./ 518p 
978-4-8222-5107-9 

本体 ¥2,400+税

*9784822251079*

 

怪しいものたちの中世(角川選書 566) 
本郷 恵子 著 
KADOKAWA 
中世人にとって「宗教」とは何だったのか 

 
日本経済新聞 2016/01/31 

2015:12./ 196p 
978-4-04-703566-9 

本体 ¥1,600+税

*9784047035669*
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会計士は見た! 
前川 修満 著 
文藝春秋 
東芝が不正会計に走った舞台裏。ソニーグループの中で、急成長している意外な

部門…。会計士である著者が、話題になった日本企業の決算書を読み解き、そこ

から見えてきた企業の裏の顔を綴る。 

 
日本経済新聞 2016/01/03 

2015:11./ 229p 
978-4-16-390368-2 

本体 ¥1,200+税

*9784163903682*

 

最高の仕事ができる幸せな職場 
ロン・フリードマン、月沢 李歌子 著 
日経ＢＰ社 
ボーナスに頼ることなく従業員のモチベーションをいかに喚起するか? 職場内の不

和を緩和する方法とは? どんな組織・社員でも実践できる、生産性とやる気が劇的

にアップする職場のつくり方を紹介する。 

 
日本経済新聞 2016/01/31 

2015:11./ 370p 
978-4-8222-5125-3 

本体 ¥2,000+税

*9784822251253*

 

大変を生きる～日本の災害と文学～ 
小山 鉄郎 著 
作品社 
宝永大地震・富士山大爆発、安政東南海地震、関東大震災、阪神大水害…。日本

人は各時代時代の天災とどのように向き合い、どのように受け止め、どのように生き

てきたか。「日本人と災害」を文学作品から読み解く試み。 

 
日本経済新聞 2016/01/17 

2015:11./ 426p 
978-4-86182-425-8 

本体 ¥2,600+税

*9784861824258*

 

一般意志 2.0～ルソー、フロイト、グーグル～(講談社文庫 あ 132-1)  
東 浩紀 著 
講談社 
民主主義のアップデートは可能か。「空気」を可視化し、合意形成の基礎に据えら

れないか―刊行時、活発な議論を招いた重要書。 

 
日本経済新聞 2016/01/10 

2015:12./ 333p 
978-4-06-293272-1 

本体 ¥690+税

*9784062932721*

 

イラク・アフガン戦争の真実～ゲーツ元国防長官回顧録～ 
ロバート・ゲーツ、井口 耕二、熊谷 玲美、寺町 朋子 著 
朝日新聞出版 
イラク・アフガン戦争の暗部をえぐる! 戦場で犠牲になる兵士をひとりでも減らし、

“勝つ”ために、大統領や連邦議会などと戦ったゲーツ元国防長官。兵士たちのた

めに働き、信念を貫き通した 4 年半の記録。 

 
日本経済新聞 2016/01/24 

2015:11./ 622p 
978-4-02-331430-6 

本体 ¥4,000+税

*9784023314306*

 

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。 

 
日本経済新聞 2016/01/24 

2015:11./ 366p 
978-4-8222-7932-5 

本体 ¥1,800+税

*9784822279325*
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憲法誕生～明治日本とオスマン帝国二つの近代～ 
新井 政美 著 
河出書房新社 
相前後して構想された２つの憲法（オスマン帝国憲法と大日本帝国憲法）の比較を

触媒にしながら、日本という国家のかたちを問い直す。 

 
日本経済新聞 2016/01/31 

2015:12./ 237p 
978-4-309-22646-0 

本体 ¥2,400+税

*9784309226460*

 

第二次世界大戦外交史<下>(岩波文庫 34-031-2)  
芦田 均 著 
岩波書店 
第二次世界大戦下、世界各国が展開した外交の全貌を描いた一大記録。日本外

交がたどった 悪の過程を、厖大な資料によりながら描き出し、後代の日本に向け

て警世の声明を伝える。政治・外交の前面に立った著者畢生の作品。下巻には、

日米開戦に至る過程からポツダム会談、日本の降伏までを収める。(全 2 冊、解説=
井上寿一) 

 
日本経済新聞 2016/01/17 

2015:12./ 521p,15p 
978-4-00-340312-9 

本体 ¥1,260+税

*9784003403129*

 

カール・バルト～神の愉快なパルチザン～(岩波現代全書 080) 
宮田 光雄 著 
岩波書店 
20 世紀 大のプロテスタント神学の巨人カール・バルト(1886-1958)。1920 年代に、

神の啓示の絶対性を説く《危機神学》で神学・思想界に衝撃を与え、ナチ政権が成

立すると教派を超えた抵抗運動を主導した。危機の時代にあっても、希望とユーモ

アを武器に現実と格闘し続けた、その思想と活動にいま何を見るべきか。 

 
日本経済新聞 2016/01/17 

2015:12./ 13p,277p 
978-4-00-029180-4 

本体 ¥2,500+税

*9784000291804*

 

香港～中国と向き合う自由都市～(岩波新書 新赤版 1578)  
倉田 徹、張 彧【マン】 著 
岩波書店 
二〇一四年秋、大都市の中心街を市民が七九日間も占拠した香港の雨傘運動。こ

の選挙民主化要求は、軟着陸した中国返還後、金融危機で逆転した経済の「中国

化」への猛反発だった。一国二制度の成功例「ノンポリ国際都市」は、なぜ政治に目

覚め、何を求めるのか。日本と香港の気鋭が歴史背景と現代文化から緻密に分析

する。 

 
日本経済新聞 2016/01/31 

2015:12./ 17p,226p,6p 
978-4-00-431578-0 

本体 ¥800+税

*9784004315780*

 

ロックフェラー家と日本～日米交流をつむいだ人々～ 
加藤 幹雄 著 
岩波書店 
米国史上 大の富豪ロックフェラー家と日本とのつながりは、意外なほど深く、そし

て長い。なかでも、初代の孫にあたるジョン・デヴィソン・ロックフェラーが、松本重治

らと協力して、戦後の日米文化交流の再構築に果たした役割は突出している。なぜ

彼らは日本に注目したのか。ロックフェラー家の群像を紹介しながら、日米交流のド

ラマを描く。 

 
日本経済新聞 2016/01/31 

2015:12./ 17p,275p,8p 
978-4-00-002601-7 

本体 ¥2,500+税

*9784000026017*
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現代中国の民族政策と民族問題～辺境としての内モンゴル～ 
リンチン 著 
集広舎 
放牧地開墾や漢人入植の実態と影響、末端地域における政治や言語政策、それ

に土地改革、反右派闘争、大躍進、文化大革命などの分析を通じて、中国でいち

早く民族政策が実施された内モンゴル社会の変化を明らかにする。 

 
日本経済新聞 2016/01/03 

2015:10./ 351p 
978-4-904213-33-9 

本体 ¥5,500+税

*9784904213339*

 

米中経済戦争 AIIB 対 TPP～日本に残された大逆転のチャンス～ 
西村 豪太 著 
東洋経済新報社 
12 月発足の AIIB で覇権をめざす中国。衰退する米国が主導する TPP。日本はど

うするべきか。交渉の内幕情報を交えつつ論じる。 

 
日本経済新聞 2016/01/10 

2015:12./ 206p 
978-4-492-44423-8 

本体 ¥1,500+税

*9784492444238*

 

フォーカス 
ダニエル・ゴールマン、土屋 京子 著 
日本経済新聞出版社 
成功は「集中力」で決まる! 適切な習慣によって注意力の向上が可能なこと、集中

が苦手な脳でもリハビリ可能なことを紹介するとともに、ゲーム脳の功罪、良きリーダ

ーに必要な 3 つの集中力などを解説する。 

 
日本経済新聞 2016/01/10 

2015:11./ 367p 
978-4-532-32042-3 

本体 ¥1,700+税

*9784532320423*

 


