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2016 年 4 月分新聞書評 

 

自由のジレンマを解く～グローバル時代に守るべき価値とは何か～(PHP 新

書 1033) 
松尾 匡 著 
ＰＨＰ研究所 
個々人の自由の対立、文化や宗教の多様性…。マルクスやセンを手掛かり

に、新しい時代の「自由」を問う。「ケインズの逆襲、ハイエクの慧眼」の続編。

『シノドス』連載をもとに書籍化。 

 
産経新聞 2016/04/02 

2016:2./ 286p 
978-4-569-82967-8 

本体 ¥820+税

*9784569829678*

 

文房具図鑑～その文具のいい所から悪い所まで最強解説～ 
山本 健太郎 著 
いろは出版 
文房具好きな小学 6 年生の健太郎くんが、夏休みの自由研究として学校へ提

出した文房具の図鑑を書籍化。168 アイテムを手描きのイラストで紹介し、いい

所も悪い所も解説する。 

 
産経新聞 2016/04/02 

2016:3./ 93p 
978-4-86607-004-9 

本体 ¥1,500+税

*9784866070049*

 

青年と雑誌の黄金時代～若者はなぜそれを読んでいたのか～ 
佐藤 卓己 編 
岩波書店 
雑誌を読者として支えていたのは、いつも若者だった。1950 年代?80 年代に

スポットを当て、全盛期を代表する雑誌たちを歴史的に考察。ポスト雑誌時代

とされる現代・未来に向けて、メディアと青年文化を考える視座を探る。 

 
産経新聞 2016/04/03 

2015:11./ 17p,326p 
978-4-00-061080-3 

本体 ¥3,400+税

*9784000610803*

 

フランスの子どもはなんでも食べる～好き嫌いしない、よく食べる子どもが育

つ 10 のルール～ 
カレン・ル・ビロン 著 
ＷＡＶＥ出版 
フランスの子どもは好き嫌いをしない?子どもの「食事」に悩むお母さんたちに、

目からウロコの解決法! 

 
産経新聞 2016/04/03 

2015:12./ 223p 
978-4-87290-774-2 

本体 ¥1,400+税

*9784872907742*

 

永遠の始まり<4>(SB 文庫 フ 3-17) 
ケン・フォレット 著 
ＳＢクリエイティブ 
『大聖堂』のケン・フォレット待望の 新作 

 
産経新聞 2016/04/03 

2016:2./ 550p 
978-4-7973-7745-3 

本体 ¥880+税

*9784797377453*
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永遠の始まり<1>(SB 文庫 フ 3-14) 
ケン・フォレット 著 
ＳＢクリエイティブ 
『大聖堂』のケン・フォレット待望の 新作 

 
産経新聞 2016/04/03 

2016:1./ 542p 
978-4-7973-7742-2 

本体 ¥880+税

*9784797377422*

 

永遠の始まり<3>(SB 文庫 フ 3-16) 
ケン・フォレット 著 
ＳＢクリエイティブ 
『大聖堂』のケン・フォレット待望の 新作 

 
産経新聞 2016/04/03 

2016:2./ 583p 
978-4-7973-7744-6 

本体 ¥880+税

*9784797377446*

 

永遠の始まり<2>(SB 文庫 フ 3-15) 
ケン・フォレット 著 
ＳＢクリエイティブ 
『大聖堂』のケン・フォレット待望の 新作 

 
産経新聞 2016/04/03 

2016:1./ 597p 
978-4-7973-7743-9 

本体 ¥880+税

*9784797377439*

 

アメリカ最後の実験 
宮内 悠介 著 
新潮社 
失踪した父を探して難関音楽学院を受験する脩。そこで遭遇する連鎖殺人。

謎の楽器<パンドラ>。才能に、理想に、家族に、愛に、傷ついた者たちが荒野

の果てで?むものは…?『yomyom』掲載を単行本化。 

 
産経新聞 2016/04/03 

2016:1./ 248p 
978-4-10-339811-0 

本体 ¥1,500+税

*9784103398110*

 

ゴダール原論～映画・世界・ソニマージュ～ 
佐々木 敦 著 
新潮社 
ジャン=リュック・ゴダール監督の 3D 作品「さらば、愛の言葉よ」から出発した

批評は、過去作を経由し、芸術一般へと至る。「ジャン=リュック・ゴダール、3、

2、1、」などの映画批評を収録。『新潮』掲載等を単行本化。 

 
産経新聞 2016/04/03 

2016:1./ 269p 
978-4-10-332892-6 

本体 ¥2,500+税

*9784103328926*

 

思索の淵にて～詩と哲学のデュオ～(河出文庫 い 36-1) 
茨木 のり子、長谷川 宏 著 
河出書房新社 
哲学者・長谷川宏が、茨木の詩からおよそ 30 篇を選び、それぞれに触発され

る思いをエッセイの形にまとめてゆく。初めての文庫化。 

 
産経新聞 2016/04/03 

2016:2./ 188p 
978-4-309-41438-6 

本体 ¥740+税

*9784309414386*
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ぼくのなかのほんとう 
パトリシア・マクラクラン 著 
リーブル 
ロバートはお母さんともっといろんなおしゃべりや体験をしたいのに、音楽家で

個性的なお母さんは、ロバートとの距離を縮めません。お母さんをうんと求めて

いるのに、言葉に出せないロバートは…。 

 
産経新聞 2016/04/03 

2016:2./ 163p 
978-4-947581-83-9 

本体 ¥1,300+税

*9784947581839*

 

孤高のリアリズム～戸嶋靖昌の芸術～ 
執行 草舟 著 
講談社エディトリアル 
孤高に生きた画家、戸嶋靖昌。そのリアリズムへの想いを辿る「美の思考」。謎

に満ちた画家の生涯と芸術に、執行草舟のエクリチュールが迫る。西洋美術

史の第一人者・小池寿子の論文、戸嶋靖昌の記録も収録。 

 
産経新聞 2016/04/03 

2016:3./ 428p 
978-4-907514-42-6 

本体 ¥5,400+税

*9784907514426*

 

バターが買えない不都合な真実(幻冬舎新書 や-13-1) 
山下 一仁 著 
幻冬舎 
バター不足が続く理由は、生乳の生産量低下ではなく、バターをつくる過程で

生成される、脱脂粉乳が強い影響力を持っていた-。これまで外部にさらされる

ことのなかった酪農をめぐる利益構造と、既得権益者たちの思惑を明かす。 

 
産経新聞 2016/04/03 

2016:3./ 245p 
978-4-344-98416-5 

本体 ¥820+税

*9784344984165*

 

災害支援手帖 
荻上 チキ 著 
木楽舎 
被災地に必要なモノって何?仕事をなくした人たちを支えるには?イラスト満載

で楽しく学べる、災害支援のヒント集。被災者を助けた、本当に役立つ実例が

盛りだくさん。『ソトコト』連載を書籍化。 

 
産経新聞 2016/04/09 

2016:3./ 106p 
978-4-86324-090-2 

本体 ¥1,200+税

*9784863240902*

 

海を渡って 
鶴崎 燃 著 
赤々舎 
日本帰国後の中国残留邦人と中国東北部で働く日本人、在日ミャンマー難民

とミャンマーの現在の様子、日本の日系ブラジル人とブラジルの日系ブラジル

移民…。旧満州、ミャンマー、ブラジルと日本を往還する写真集。 

 
産経新聞 2016/04/09、朝日新聞 2016/04/17 

2016:1./ 115p 
978-4-86541-040-2 

本体 ¥4,000+税

*9784865410402*

 

邪眼～うまくいかない愛をめぐる 4 つの中篇～ 
ジョイス・キャロル・オーツ、栩木 玲子 著 
河出書房新社 
著名な舞台芸術家と結婚した女性の元を、 初の妻と姪が訪れる。先妻の失

われた眼は何を意味するのか。ダークな想像力による中篇集。 

 
産経新聞 2016/04/10 

2016:2./ 234p 
978-4-309-20699-8 

本体 ¥2,200+税

*9784309206998*
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日本全国味めぐり!ご当地グルメと郷土料理<1> ごはん・?・粉物 
金の星社 
日本の伝統文化学習や地域学習に役立つシリーズ 

 
産経新聞 2016/04/10 

2016:2./ 39p 
978-4-323-05851-1 

本体 ¥3,000+税

*9784323058511*

 

ドキュメンタリーは格闘技である～原一男 VS 深作欣二 今村昌平 大島渚 
新藤兼人～ 
原 一男 著 
筑摩書房 
「ゆきゆきて、神軍」「さようなら CP」など異色のドキュメンタリーで有名な原一

男。彼と日本映画の巨匠が語る映画・エロス・虚実についての極私的な対談

集。 

 
産経新聞 2016/04/10 

2016:2./ 251p 
978-4-480-87385-9 

本体 ¥2,200+税

*9784480873859*

 

仏像再興～仏像修復をめぐる日々～ 
牧野 隆夫 著 
山と渓谷社 
人はここまで壊れたものを、なぜ直そうとするのだろうか-。仏像の「町医者」、

三十数年の記録。修復作業を通じて、像を護り伝えようとしている人々と、修復

家の日々について綴る。 

 
産経新聞 2016/04/10 

2016:2./ 333p 
978-4-635-33067-1 

本体 ¥1,800+税

*9784635330671*

 

日本全国味めぐり!ご当地グルメと郷土料理<2> 肉・魚・野菜 
金の星社 
はもしゃぶ、やきとん、金婚漬け等楽しく紹介 

 
産経新聞 2016/04/10 

2016:3./ 39p 
978-4-323-05852-8 

本体 ¥3,000+税

*9784323058528*

 

日本全国味めぐり!ご当地グルメと郷土料理<3> 汁・鍋・お菓子 
金の星社 
きりたんぽ鍋、三平汁、きび団子等楽しく紹介 

 
産経新聞 2016/04/10 

2016:3./ 39p 
978-4-323-05853-5 

本体 ¥3,000+税

*9784323058535*

 

昨日ヨリモ優シクナリタイ 
和合 亮一 著 
徳間書店 
全ての人に「時間」は等しく訪れる。豊かであり残酷であった歳月と、福島の詩

人は対話する。詩人が発した言葉は、新たな希望を生み出していく…。大反

響を呼んだ「詩の礫」から 5 年。書き下ろし 79 篇を収録した詩集。 

 
産経新聞 2016/04/10 

2016:3./ 179p 
978-4-19-864128-3 

本体 ¥1,800+税

*9784198641283*
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昭和の東京 映画は名画座 
青木 圭一郎 著 
ワイズ出版 
元映像編集マンの昭和の東京・名画座探訪記 

 
産経新聞 2016/04/10 

2016:4./ 351p 
978-4-89830-299-6 

本体 ¥2,200+税

*9784898302996*

 

プロレスそのとき、時代が動いた～歴史的事件から学ぶプロレス人生論～ 
高崎 計三 著 
実業之日本社 
血の札幌・長州襲撃事件、史上初の電流爆破デスマッチ…。プロレスの歴史

的事件、その主人公となった人物に焦点を当て、なぜそれが起きたのか、どの

ように進行したのか、後の世界にどういう影響を与えたのかを解説する。 

 
産経新聞 2016/04/10 

2016:3./ 205p 
978-4-408-11174-2 

本体 ¥1,000+税

*9784408111742*

 

モネとジャポニスム～現代の日本画はなぜ世界に通用しないのか～(PHP 新

書 1035) 
平松 礼二 著 
ＰＨＰ研究所 
画家の眼から見た「モネの魅力」とは?モネのモチーフをベースに「ジャポニス

ム」という日本画のシリーズを描いている画家・平松礼二が語る、いままでにな

いモネ論。日本画はなぜ世界に通用しないのかについても考察する。 

 
産経新聞 2016/04/10 

2016:3./ 225p 
978-4-569-82993-7 

本体 ¥900+税

*9784569829937*

 

CIA の秘密戦争～「テロとの戦い」の知られざる内幕～ 
マーク・マゼッティ、小谷 賢、池田 美紀 著 
早川書房 
9.11 同時多発テロ後、米情報機関は変質し、ドローンや隠密部隊を駆使した

血なまぐさい作戦を進めてゆく。ピュリッツァー賞受賞記者が、世界規模で進

行する「影の戦争」の 深部に迫る。 

 
産経新聞 2016/04/10、日本経済新聞 2016/04/17 

2016:2./ 423p 
978-4-15-209602-9 

本体 ¥2,200+税

*9784152096029*

 

東大教師が新入生にすすめる本～BOOK GUIDE～<2009-2015> 
東京大学出版会『UP』集部 編 
東京大学出版会 
東京大学出版会の PR 誌『UP』(ユーピー)の 4 月号掲載の人気企画を単行本

に、第 2 弾!ブックガイドの新潮流。 

 
産経新聞 2016/04/16、毎日新聞 2016/04/24 

2016:3./ 10p,371p,27p 
978-4-13-003333-6 

本体 ¥1,800+税

*9784130033336*

 

原爆供養塔～忘れられた遺骨の 70 年～ 
堀川 惠子 著 
文藝春秋 
広島の平和記念公園にある原爆供養塔には、7 万人もの被爆者の遺骨がひ

っそりとまつられている。氏名や住所がわかっていながら、なぜ無縁仏とされた

のか。引き取り手なき遺骨の謎をたどる本格ノンフィクション。 

 
産経新聞 2016/04/17 

2015:5./ 359p 
978-4-16-390269-2 

本体 ¥1,750+税

*9784163902692*
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おいしいもののまわり 
土井 善晴 著 
グラフィック社 
五感でおいしさを見つける。味つけは度胸。落とし蓋の合理性…。料理研究

家の土井善晴による、日本の「お料理する」「食べる」を知る 32 の話を収録。

『おかずのクッキング』連載を加筆・修正して単行本化。 

 
産経新聞 2016/04/17 

2015:12./ 165p 
978-4-7661-2826-0 

本体 ¥1,400+税

*9784766128260*

 

図説ナポレオン～政治と戦争-フランスの独裁者が描いた軌跡～(ふくろうの

本) 
松嶌 明男 著 
河出書房新社 
全ヨーロッパを駆け抜けたナポレオンの生涯をたどり、伝説の数々を読み解

く、決定版！気鋭の学者が書き下ろした渾身のナポレオン論。 

 
産経新聞 2016/04/17 

2016:1./ 169p 
978-4-309-76236-4 

本体 ¥2,000+税

*9784309762364*

 

くれなゐの紐 
須賀 しのぶ 著 
光文社 
自殺を装い姿を消した姉を追って浅草にやってきた仙太郎は、男子禁制の少

女ギャング団の団長につかまり…。魅力溢れる大正末期の浅草と、くせ者揃い

の団員たち。実力派が放つエンタメ長編! 『小説宝石』連載を単行本化。 

 
産経新聞 2016/04/17 

2016:2./ 348p 
978-4-334-91078-5 

本体 ¥1,700+税

*9784334910785*

 

中東複合危機から第三次世界大戦へ～イスラームの悲劇～(PHP 新書 
1031) 
山内 昌之 著 
ＰＨＰ研究所 
テロリズムの脅威、イランとサウディアラビアの確執、シリアを巡る多重戦争…。

いま、世界で何が起きているのか。錯綜した状況を、歴史や地政学をひもとき

ながら読み解き、今後訪れる「日本人の想像を絶する危機」を洞察する。 

 
産経新聞 2016/04/17 

2016:2./ 302p 
978-4-569-83005-6 

本体 ¥820+税

*9784569830056*

 

ベイリィさんのみゆき画廊～銀座をみつめた 50 年～ 
牛尾 京美 著 
みすず書房 
お嬢様育ちのベイリィさんこと加賀谷澄江は小さな画廊を父から受け継ぐ。欧

米仕込みのセンスで人気画廊に成長させ、実力作家の登竜門として愛された

半世紀は銀座の街の伝説となった。凛とした生き方を貫いた澄江の生涯を辿

る。 

 
産経新聞 2016/04/17 

2016:3./ 203p,29p 
978-4-622-07976-7 

本体 ¥3,400+税

*9784622079767*
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自由について～金子光晴老境随想～(中公文庫 か 18-13) 
金子 光晴 著 
中央公論新社 
戦後四半世紀を経て、自らの息子の徴兵忌避の?末を振り返り、複雑な親心も

まじえて語る「徴兵忌避の仕返し恐る」ほか、戦時中にも反骨精神を貫き通し

た詩人の天邪鬼ぶりが溢れるエッセイ集。 

 
産経新聞 2016/04/17 

2016:3./ 260p 
978-4-12-206242-9 

本体 ¥840+税

*9784122062429*

 

穴の本 
ピーター・ニューエル、高山 宏 著 
亜紀書房 
男の子が銃をいじくっていたら、たまがとびだしてフランス時計をうちくだいた。

壁をぶちぬいたたまは、台所のボイラーをうちぬき、お庭のブランコのつなを

真っ二つ…。まん中に穴があいた、めくって楽しいしかけ絵本。 

 
産経新聞 2016/04/17 

2016:4./ 1 冊(ページ付

なし) 
978-4-7505-1464-2 

本体 ¥1,600+税

*9784750514642*

 

AI の衝撃～人工知能は人類の敵か～(講談社現代新書 2307) 
小林 雅一 著 
講談社 
AI が暴走して人類を滅亡させる?グーグルの全産業征服計画の全貌と日本衰

退の危機とは?いまこそ人間の存在価値が問われている。 

 
産経新聞 2016/04/23 

2015:3./ 247p 
978-4-06-288307-8 

本体 ¥800+税

*9784062883078*

 

七世竹本住大夫 私が歩んだ 90 年 
竹本 住大夫 著 
講談社 
文楽 後の名人が 90 年の人生のすべてを語る!!モダン都市大阪での少年時

代から現在まで、抜群の記憶力で物語る貴重な時代の記録。 

 
産経新聞 2016/04/23 

2015:11./ 287p 
978-4-06-219773-1 

本体 ¥2,200+税

*9784062197731*

 

失われた世界の記憶～幻灯機がいざなう世界旅行～ 
シャーロット・フィール、ジェームス・R.ライアン 著 
光村推古書院 
幻灯機が映し出した世界の姿をおさめた写真集。 

 
産経新聞 2016/04/24 

2015:12./ 699p 
978-4-8381-0541-0 

本体 ¥5,000+税

*9784838105410*

 

恐怖政治を生き抜く～女傑コロンタイと文人ルナチャルスキー～(KEIGADO 
BOOKS) 
鈴木 肇 著 
恵雅堂出版 
ヨーロッパ初の女性閣僚となったフェミニズムの先駆者コロンタイと、ソ連の初

代教育大臣となったルナチャルスキーは、スターリンの恐怖政治をどのように

生き抜いたか?現実にあった<社会主義国家>の裏面を照射する。 

 
産経新聞 2016/04/24 

2016:2./ 249p 
978-4-87430-049-7 

本体 ¥920+税

*9784874300497*
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ユダヤ人と近代美術(光文社新書 798) 
圀府寺 司 著 
光文社 
有史以来、離散、追放、移住、迫害を余儀なくされてきた人々は、どのようにし

て美術という世界と関わり、そこに自らの生を託してきたのか-。ユダヤ系芸術

家たちの<美術をめぐる静かな闘争>の物語。 

 
産経新聞 2016/04/24 

2016:1./ 348p 
978-4-334-03901-1 

本体 ¥1,180+税

*9784334039011*

 

左遷論～組織の論理、個人の心理～(中公新書 2364) 
楠木 新 著 
中央公論新社 
理不尽な人事には理由がある。左遷のメカニズムを、長期安定雇用、年次別

一括管理、年功的な人事評価といった日本独自の雇用慣行から分析。組織

で働く個人がどう対処すべきかも具体的に提言する。 

 
産経新聞 2016/04/24 

2016:2./ 10p,229p 
978-4-12-102364-3 

本体 ¥820+税

*9784121023643*

 

海は見えるか 
真山 仁 著 
幻冬舎 
東日本大震災から 1 年以上経ても厳しい現実は続いていた。それでも、阪神・

淡路大震災で妻子を失った教師がいる小学校では、希望が芽生え始め…。

「そして、星の輝く夜がくる」に連なる連作短編。『パピルス』連載を単行本化。 

 
産経新聞 2016/04/24 

2016:2./ 207p 
978-4-344-02894-4 

本体 ¥1,500+税

*9784344028944*

 

監察医が泣いた死体の再鑑定～2 度は殺させない～ 
上野 正彦 著 
東京書籍 
警察からの依頼、再鑑定、思わぬ発見、証人尋問、そして想像を超える結末

…。30 年にわたり、変死体の検死、および解剖を行ってきた監察医が、「死体

の再鑑定」の数奇なドラマをつづったノンフィクションミステリー。 

 
産経新聞 2016/04/24 

2016:3./ 207p 
978-4-487-80969-1 

本体 ¥1,400+税

*9784487809691*

 

映画の本の本<2> 
重政 隆文 著 
松本工房 
黙々と映画を見続け、黙々と映画書を読み続け、喋々と映画愛で批評する-。
21 世紀に入って出版された映画書の山を、玉石を問わず、切り崩し、掘り起こ

していく一冊。関連する 20 世紀の映画書も取り上げる。 

 
産経新聞 2016/04/24 

2016:2./ 810p 
978-4-944055-77-7 

本体 ¥3,900+税

*9784944055777*

 

あらいぐまのヨッチー 
デイビッド・マクフェイル 著 
徳間書店 
ヨッチーは食いしん坊のあらいぐま。仲良しのカモのエミリーが卵をうんだの

で、毎日食べ物を届けに行っていました。ある朝、エミリーのかわりにヨッチー

が卵をあたためていると…。ヨッチーとエミリー親子の友情を描いた絵本。 

 
産経新聞 2016/04/24 

2016:4./ 30p 
978-4-19-864143-6 

本体 ¥1,500+税

*9784198641436*
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あるいは修羅の十億年 
古川 日出男 著 
集英社 
2026 年の東京。心臓に原子炉を埋め込んだ、東京生まれの少女・谷崎ウラ

ン。隔離された「森」からやってきた天才騎手・喜多村ヤソウ。二人が出会うと

き、東京を揺るがす事態が巻き起こる─。 

 
産経新聞 2016/04/24、読売新聞 2016/04/24 

2016:3./ 407p 
978-4-08-771657-3 

本体 ¥2,200+税

*9784087716573*

 

「歌」の精神史(中公文庫 や 56-2) 
山折 哲雄 著 
中央公論新社 
伝統的詩歌と歌謡に底流する生命の昻揚感と無常観。その叙情を、われわれ

日本人はもはや喪失してしまったのか。いまこそ、「歌」の精神を取り戻すとき

ではないか。叙情の復権を説く力作論考。 

 
産経新聞 2016/04/30 

2015:11./ 257p 
978-4-12-206198-9 

本体 ¥820+税

*9784122061989*

 

地域再生の失敗学(光文社新書 812) 
飯田 泰之、木下 斉、川崎 一泰、入山 章栄、林 直樹、熊谷 俊人 著 
光文社 
気鋭の経済学者が、地方問題に携わる一線級の論客たちと対談。現在危機

的な状況にある地方・地域の再生に、本当に必要とされるものはなにか。これ

までの地域再生政策の失敗を認め、真の再生のための条件を探る。 

 
産経新聞 2016/04/30 

2016:4./ 301p 
978-4-334-03915-8 

本体 ¥840+税

*9784334039158*

 

聖(セイント ☆) おにいさん<1>(モーニング KC) 
中村 光 著 
講談社 
朝日新聞 2016/04/03 

2008:1./ 134p 
978-4-06-372662-6 

本体 ¥552+税

*9784063726626*

 

聖(セイント ☆) おにいさん<2>(モーニング KC) 
中村 光 著 
講談社 
朝日新聞 2016/04/03 

2008:7./ 130p 
978-4-06-372720-3 

本体 ¥552+税

*9784063727203*

 

聖(セイント ☆) おにいさん<3>(モーニング KC) 
中村 光 著 
講談社 
朝日新聞 2016/04/03 

2009:3./ 128p 
978-4-06-372784-5 

本体 ¥552+税

*9784063727845*

 

聖(セイント ☆) おにいさん<4>(モーニング KC) 
中村 光 著 
講談社 
朝日新聞 2016/04/03 

2009:10./ 128p 
978-4-06-372842-2 

本体 ¥552+税

*9784063728422*



 10  

 

聖(セイント ☆) おにいさん<5>(モーニング KC) 
中村 光 著 
講談社 
朝日新聞 2016/04/03 

2010:5./ 128p 
978-4-06-372906-1 

本体 ¥552+税

*9784063729061*

 

聖(セイント ☆) おにいさん<6>(モーニング KC) 
中村 光 著 
講談社 
朝日新聞 2016/04/03 

2010:12. 
978-4-06-372962-7 

本体 ¥552+税

*9784063729627*

 

聖(セイント ☆) おにいさん<7>(モーニング KC 2026) 
中村 光 著 
講談社 
朝日新聞 2016/04/03 

2011:10./ 125p 
978-4-06-387026-8 

本体 ¥562+税

*9784063870268*

 

電力自由化～発送電分離から始まる日本の再生～ 
高橋 洋 著 
日本経済新聞出版社 
市場における電力の自由な取引を効果的に活用することが、安全な電力を安

定的に供給することにつながる。電力市場の自由化によって達成される自律

分散開放型の電力システムを、政策論の観点から分かりやすく説明する。 

 
朝日新聞 2016/04/03 

2011:10./ 236p 
978-4-532-35489-3 

本体 ¥1,600+税

*9784532354893*

 

発送電分離は切り札か～電力システムの構造改革～ 
山田 光 著 
日本評論社 
電力会社の地域独占の弊害が明らかとなり、抜本的な電力改革が求められて

いる。発・送・配・小売改革に必要な基本的知識を提供。 

 
朝日新聞 2016/04/03 

2012:5./ 10p,226p 
978-4-535-55719-2 

本体 ¥1,800+税

*9784535557192*

 

聖(セイント ☆) おにいさん<8>(モーニング KC 2168) 
中村 光 著 
講談社 
朝日新聞 2016/04/03 

2012:12./ 123p 
978-4-06-387168-5 

本体 ¥562+税

*9784063871685*

 

聖(セイント ☆) おにいさん<9>(モーニング KC 2232) 
中村 光 著 
講談社 
朝日新聞 2016/04/03 

2013:8./ 131p 
978-4-06-387232-3 

本体 ¥562+税

*9784063872323*
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聖(セイント ☆) おにいさん<10>(モーニング KC 2334) 
中村 光 著 
講談社 
朝日新聞 2016/04/03 

2014:5./ 131p 
978-4-06-388334-3 

本体 ¥562+税

*9784063883343*

 

聖(セイント ☆) おにいさん<11>(モーニング KC 2434) 
中村 光 著 
講談社 
東京の郊外、中央線の街・立川。押し寄せる IT 化の波に聖人ふたりも絶賛巻

き込まれ中。 

 
朝日新聞 2016/04/03 

2015:2./ 131p 
978-4-06-388434-0 

本体 ¥562+税

*9784063884340*

 

まるわかり電力システム改革キーワード 360 
日本電気協会新聞部 
2016 年の全面自由化で、電気はこうなる!電力システム改革に関するキーワー

ドを約 360 語集めた用語集。知っておきたい改革のすべてを、テーマごとに編

集し解説を付けることで、よりわかりやすく構成する。 

 
朝日新聞 2016/04/03 

2015:8./ 211p 
978-4-905217-47-3 

本体 ¥1,800+税

*9784905217473*

 

聖(セイント ☆) おにいさん<12>(モーニング KC 2532) 
中村 光 著 
講談社 
観葉植物に壁ドンした後は IKEA に Go!悪神ロキ様もご登場。ますますゆるふ

わ、ブッダとイエスの日常聖活★ 

 
朝日新聞 2016/04/03 

2015:11./ 139p 
978-4-06-388532-3 

本体 ¥580+税

*9784063885323*

 

瀬川昌久自選著作集～チャーリー・パーカーとビッグ・バンドと私～ 
瀬川 昌久 著 
河出書房新社 
1950 年代 NY にてチャーリー・パーカーの演奏を目撃した日本人による、60
年に及ぶ空前絶後のポピュラー音楽評論集。 

 
朝日新聞 2016/04/03 

2016:1./ 525p 
978-4-309-27677-9 

本体 ¥4,800+税

*9784309276779*

 

翔んで埼玉(このマンガがすごい!comics) 
魔夜 峰央 著 
宝島社 
朝日新聞 2016/04/03 

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

本体 ¥700+税

*9784800249395*

 

サイロ・エフェクト～高度専門化社会の罠～ 
ジリアン・テット、土方 奈美 著 
文藝春秋 
高度に複雑化した社会に対応するため、組織が専門家たちの縦割りの「サイ

ロ」になり、その結果変化に対応できない。ソニー、ニューヨーク市庁などを取

りあげ、「サイロ」という現代の組織に共通する問題をあぶり出す。 

 
朝日新聞 2016/04/03 

2016:2./ 365p 
978-4-16-390389-7 

本体 ¥1,660+税

*9784163903897*
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評伝レヴィナス～生と痕跡～ 
サロモン・マルカ 著 
慶應義塾大学出版会 
ユダヤ人哲学者レヴィナスの評伝、決定版! 

 
朝日新聞 2016/04/03 

2016:2./ 413p,16p 
978-4-7664-2287-0 

本体 ¥4,200+税

*9784766422870*

 

国家戦略特区の正体～外資に売られる日本～(集英社新書 0820) 
郭 洋春 著 
集英社 
安倍政権が成長戦略として進める「国家戦略特区」。その実態は、得られた利

益を外資が持ち去る「植民地」に他ならない。日本の GDP の約半分を売り渡

さんとする亡国の経済政策。その危険性を暴く。 

 
朝日新聞 2016/04/03 

2016:2./ 201p 
978-4-08-720820-7 

本体 ¥720+税

*9784087208207*

 

岩伍覚え書 改訂新版(集英社文庫 み 9-6) 
宮尾 登美子 著 
集英社 
大正末年から昭和 10 年代の激動期。40 年近く芸妓娼妓紹介業を営んできた

富田岩伍の苛烈な生きざまと、詐欺師や博奕打ちを相手に身体を張って生き

抜く遊郭の女たちの忘れえぬ肖像を、岩伍の独特の語りを通して綴る。 

 
朝日新聞 2016/04/03 

2016:2./ 333p 
978-4-08-745415-4 

本体 ¥660+税

*9784087454154*

 

写真のなかの「わたし」～ポートレイトの歴史を読む～(ちくまプリマー新書 
251) 
鳥原 学 著 
筑摩書房 
人のでも自分のでも、プロフィール写真はだれもが持っている。その意味と役

割はどう変わってきたのかを、写真の誕生から 近の「自撮り」ブームまでたど

る。 

 
朝日新聞 2016/04/03 

2016:3./ 222p 
978-4-480-68955-9 

本体 ¥920+税

*9784480689559*

 

コロボックルに出会うまで～自伝小説サットルと『豆の木』～ 
佐藤 さとる 著 
偕成社 
若者は、友を得て童話を書き続け、日本児童文学の新しい扉をひらく着想を

得た。「コロボックル物語」の作者 佐藤さとるの自伝小説。 

 
朝日新聞 2016/04/03 

2016:3./ 260p 
978-4-03-016720-9 

本体 ¥1,800+税

*9784030167209*

 

リアスの子(光文社文庫 く 13-3) 
熊谷 達也 著 
光文社 
東北の港町・仙河海市の中学校で、3 年生の担任になった和也。転入生の希

は、何かしら問題を抱えているようだった。和也は教え子たちに一役買ってもら

おうとするが…。「七夕しぐれ」「モラトリアムな季節」の続編。 

 
朝日新聞 2016/04/03 

2016:2./ 324p 
978-4-334-77235-2 

本体 ¥680+税

*9784334772352*
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イサの氾濫 
木村 友祐 著 
未来社 
東京に住む将司は、「イサのじちゃん」こと叔父の勇雄について調べるため、

故郷の八戸に向かう。荒くれ者と思われていたイサの孤独と悔しさに自身を重

ねた将司は…。表題作と「埋み火」を収録。『すばる』掲載を単行本化。 

 
朝日新聞 2016/04/03 

2016:3./ 158p 
978-4-624-60119-5 

本体 ¥1,800+税

*9784624601195*

 

危機と劇場 
内田洋一 著 
晩成書房 
朝日新聞 2016/04/03 

2016:2./ 184p 
978-4-89380-454-9 

本体 ¥2,000+税

*9784893804549*

 

鞍馬天狗のおじさんは～聞書・嵐寛寿郎一代～ 
嵐 寛寿郎、竹中 労 著 
七つ森書館 
往年のヒーロー・アラカンが語った日本映画の裏舞台。竹中労による緻密な取

材と聞き取りによって描かれた、もう一つの日本映画史。 

 
朝日新聞 2016/04/03 

2016:2./ 22p,395p 
978-4-8228-1652-0 

本体 ¥3,200+税

*9784822816520*

 

世界遺産知られざる物語(角川新書 K-71) 
須磨 章、NHK 世界遺産プロジェクト 著 
KADOKAWA 
元 NHK 世界遺産事務局長が明かす、知られざる世界遺産ストーリー。 

 
朝日新聞 2016/04/03 

2016:3./ 281p 
978-4-04-082009-5 

本体 ¥840+税

*9784040820095*

 

君がいる場所、そこがソニーだ～ソニーを去った異端たちの夢～(文春新書 
1068) 
立石 泰則 著 
文藝春秋 
指静脈生体認証のパイオニア・天貝佐登史、チェックイン TV を生んだ大木充

&林和義…。創業者、井深大・盛田昭夫の DNA を受け継いだソニーOB たち

の、驚くべき 5 つの挑戦を訪ね歩く。 

 
朝日新聞 2016/04/03 

2016:3./ 208p 
978-4-16-661068-6 

本体 ¥750+税

*9784166610686*

 

ガソリン生活(朝日文庫 い 83-1) 
伊坂 幸太郎 著 
朝日新聞出版 
のんきな兄・良夫と聡明な弟・亨がドライブ中に乗せた女優が翌日急死!パパラ

ッチ、いじめ、恐喝など、一家は更なる謎に巻き込まれて…。車同士がおしゃ

べりする世界で繰り広げられる、仲良し家族の冒険譚。 

 
朝日新聞 2016/04/03 

2016:3./ 521p 
978-4-02-264806-8 

本体 ¥780+税

*9784022648068*
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遠近法(パース)がわかれば絵画がわかる(光文社新書 806) 
布施 英利 著 
光文社 
物体、色彩、陰影、線…。さまざまな重なりが織りなす「遠近法」を、私たちは目

と脳でどう読み解いているのか。名画、建築、庭園、現代アートをとりあげ、そ

の謎に迫る。また、遠近法が確立されるまでの美術史もひもとく。 

 
朝日新聞 2016/04/03 

2016:3./ 201p 
978-4-334-03909-7 

本体 ¥880+税

*9784334039097*

 

惑わない星<1>(モーニング KC) 
石川 雅之 著 
講談社 
私達が子供たち、またその子供たちに残したのは、七色の空と灰色の嵐でし

た。『もやしもん』石川雅之の新境地、惑星擬人化漫画開幕。 

 
朝日新聞 2016/04/03 

2016:3./ 216p 
978-4-06-388569-9 

本体 ¥750+税

*9784063885699*

 

プラハの墓地(海外文学セレクション) 
ウンベルト・エーコ、橋本 勝雄 著 
東京創元社 
陰謀渦巻く 19 世紀ヨーロッパ。文書偽造の腕を買われた青年は、各国の秘

密情報部と接点を持ち、やがて史上 悪の偽書と言われる「シオン賢者の議

定書」に行き着く…。議定書成立の秘密と、憎しみと差別のメカニズムを描く。 

 
朝日新聞 2016/04/03、東京・中日新聞 2016/04/24 

2016:2./ 530p 
978-4-488-01051-5 

本体 ¥3,500+税

*9784488010515*

 

春琴抄 改版(新潮文庫 た-1-3) 
谷崎 潤一郎 著 
新潮社 
盲目の三味線師匠・春琴に仕える奉公人の佐助。春琴がその美貌を何者か

によって傷つけられるや、彼女の面影を脳裡に永遠に保有するため、佐助は

自ら盲目の世界に入る…。谷崎文学の頂点をなす作品。 

 
朝日新聞 2016/04/03、読売新聞 2016/04/24 

2012:6./ 128p 
978-4-10-100504-1 

本体 ¥370+税

*9784101005041*

 

アメリカの排日運動と日米関係～「排日移民法」はなぜ成立したか～(朝日選

書 942) 
簑原 俊洋 著 
朝日新聞出版 
20 世紀初頭、震災直後のサンフランシスコ学童隔離事件をきっかけに、良好

な日米関係は悪化。やがて「排日移民法」が成立する。膨大な史資料をもと

に、排日移民法成立の真相、移民問題が日米関係に与えた影響を読み解く。 

 
朝日新聞 2016/04/03、日本経済新聞 2016/04/03、毎日新聞 2016/04/03 

2016:2./ 310p,14p 
978-4-02-263042-1 

本体 ¥1,600+税

*9784022630421*

 

カルチャロミクス～文化をビッグデータで計測する～ 
エレツ・エイデン、ジャン=バティースト・ミシェル、阪本 芳久 著 
草思社 
歴史学や語学、文学などの人文科学の研究にも、ビッグデータの波が襲いか

かろうとしている！。全く新しい研究を紹介する。 

 
朝日新聞 2016/04/03、毎日新聞 2016/04/03 

2016:2./ 349p 
978-4-7942-2187-2 

本体 ¥2,200+税

*9784794221872*
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米朝置土産一芸一談 
桂 米朝 著 
淡交社 
話芸だけでなかった、多彩な知識がひもといた聞き手芸 

 
朝日新聞 2016/04/03、毎日新聞 2016/04/10 

2016:3./ 286p 
978-4-473-04079-4 

本体 ¥1,500+税

*9784473040794*

 

山椒魚 改版(新潮文庫) 
井伏 鱒二 著 
新潮社 
朝日新聞 2016/04/10 

1996:2./ 270p 
978-4-10-103402-7 

本体 ¥490+税

*9784101034027*

 

寝ながら学べる構造主義(文春新書) 
内田 樹 著 
文芸春秋 
朝日新聞 2016/04/10 

2002:6./ 207p 
978-4-16-660251-3 

本体 ¥690+税

*9784166602513*

 

華氏 451 度(ハヤカワ文庫 SF) 
レイ・ブラッドベリ、宇野 利泰 著 
早川書房 
朝日新聞 2016/04/10 

2008:11./ 338p 
978-4-15-011691-0 

本体 ¥840+税

*9784150116910*

 

三島由紀夫レタ－教室(ちくま文庫) 
三島由紀夫 著 
筑摩書房 
朝日新聞 2016/04/10 

1991:12./ 227p 
978-4-480-02577-7 

本体 ¥520+税

*9784480025777*

 

ピンクとグレー(角川文庫 か 66-1) 
加藤 シゲアキ 著 
KADOKAWA 
絶望的に素晴らしいこの世界に、僕は君と共にある…。芸能界を舞台に、ステ

ージという世界の魔法、幻想に魅入られた幼なじみのふたりの青年の愛と孤独

を描いた青春小説。著者のスペシャルインタビューを収録。 

 
朝日新聞 2016/04/10 

2014:2./ 315p 
978-4-04-101218-5 

本体 ¥560+税

*9784041012185*

 

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

かをつかめる図鑑。200 以上の主要な哲学用語を取りあげ、意味や語源、具

体例や対立する概念、論じられている文献などをイラストとともに紹介する。 

 
朝日新聞 2016/04/10 

2015:3./ 351p 
978-4-8334-2119-5 

本体 ¥1,800+税

*9784833421195*
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監督稼業めった斬り～勝つために戦え!～(徳間文庫カレッジ お 1-1) 
押井 守 著 
徳間書店 
映画監督にとって「勝利」とは何なのか?アニメ界一の論客である著者が、さま

ざまなタイプの監督たちの勝利条件をピタリと言い当て、ズンバラリと斬る。

新インタビューを追加収録して文庫化。 

 
朝日新聞 2016/04/10 

2015:4./ 397p 
978-4-19-907029-7 

本体 ¥880+税

*9784199070297*

 

おやすみ、ロジャー～魔法のぐっすり絵本～ 
カール=ヨハン・エリーン、三橋 美穂 著 
飛鳥新社 
むかしむかし、ロジャーという名前の小さなうさぎがいました。ロジャーは眠りた

くてしょうがないのに、いますぐには眠れない子でした-。子どもたちの寝つきを

よくするために書かれた本。読み方の手引きも掲載。 

 
朝日新聞 2016/04/10 

2015:11./ 29p 
978-4-86410-444-9 

本体 ¥1,296+税

*9784864104449*

 

文化進化論～ダーウィン進化論は文化を説明できるか～ 
アレックス・メスーディ、野中 香方子 著 
ＮＴＴ出版 
諸科学の進化論的アプローチを網羅する 

 
朝日新聞 2016/04/10 

2016:2./ 3p,403p 
978-4-7571-4330-2 

本体 ¥3,400+税

*9784757143302*

 

ガラパゴス<下> 
相場 英雄 著 
小学館 
平成版『蟹工船』!メモ魔の刑事、再臨場! 

 
朝日新聞 2016/04/10 

2016:1./ 334p 
978-4-09-386433-6 

本体 ¥1,500+税

*9784093864336*

 

ガラパゴス<上> 
相場 英雄 著 
小学館 
現代の黙示録『震える牛』続編! 

 
朝日新聞 2016/04/10 

2016:1./ 270p 
978-4-09-386432-9 

本体 ¥1,400+税

*9784093864329*

 

温泉妖精 
黒名 ひろみ 著 
集英社 
美しい母親と姉のもとで育ち、コンプレックスだらけで美容整形を繰り返す 27
歳の絵里。訪れた温泉宿で無職クレーマーの嫌味な中年男と出会い、思わぬ

入浴体験をして…。『すばる』掲載を単行本化。 

 
朝日新聞 2016/04/10 

2016:2./ 131p 
978-4-08-771650-4 

本体 ¥1,200+税

*9784087716504*
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さようなら、ロビンソン・クルーソー(創元 SF 文庫 SF ウ 5-8) 
ジョン・ヴァーリイ 著 
東京創元社 
少年少女が過ごす冥王星での“夏休み”の終わりを描く表題作ほか、全 6 編を

収録した短編集。性別変更や身体改造、記憶の移植とコピー、惑星環境の改

変すら自由な未来を描く天才作家の代表シリーズ。 

 
朝日新聞 2016/04/10 

2016:2./ 382p 
978-4-488-67306-2 

本体 ¥1,200+税

*9784488673062*

 

認知症をつくっているのは誰なのか～「よりあい」に学ぶ認知症を病気にしな

い暮らし～(SB 新書 334) 
村瀬 孝生、東田 勉 著 
ＳＢクリエイティブ 
認知症の見方、イメージが 180 度変わる! 

 
朝日新聞 2016/04/10 

2016:2./ 200p 
978-4-7973-8531-1 

本体 ¥800+税

*9784797385311*

 

小泉純一郎独白 
常井 健一 著 
文藝春秋 
「『原発は安全、安い、クリーン』って推進の三大スローガン、全部ウソだ」「安

倍さんは全部強引、先急いでるね」…。総理退任後 10 年、4 時間半にわたる

小泉純一郎のインタビューを完全掲載する。『文藝春秋』掲載を書籍化。 

 
朝日新聞 2016/04/10 

2016:2./ 157p 
978-4-16-390415-3 

本体 ¥1,000+税

*9784163904153*

 

解放のパラドックス～世俗革命と宗教的反革命～ 
マイケル・ウォルツァー 著 
風行社 
世俗的な独立国家をめざした民族解放運動が、伝統的で原理主義的な宗教

の復活をもたらす結果になった経緯をインド国民会議、イスラエル建国運動、

アルジェリアの FLN を例に分析。「解放のプロジェクト」を断念することなく伝

統や歴史と関わり続ける意義。 

 
朝日新聞 2016/04/10 

2016:2./ 3p,194p,9p 
978-4-86258-091-7 

本体 ¥2,500+税

*9784862580917*

 

新「ニッポン社会」入門～英国人、日本で再び発見する～ 
コリン・ジョイス 著 
三賢社 
日本ではあざらしにも住民票がある、ゆるキャラは見かけによらず戦略家、「前

向きに検討します」は断りの言葉…。日本を離れた英国人コリン・ジョイスが、ま

た日本を訪れて新しく発見したことをユーモアを交えて綴る。 

 
朝日新聞 2016/04/10 

2016:1./ 205p 
978-4-908655-00-5 

本体 ¥1,400+税

*9784908655005*

 

あまたの星、宝冠のごとく(ハヤカワ文庫 SF 2055) 
ジェイムズ・ティプトリー・ジュニア 著 
早川書房 
地球からの異星調査隊が不思議な共生生物と出会い深い関係を結ぶ「いっし

ょに生きよう」、悪魔の考えた天国再活性化計画が意外な展開を見せる「悪

魔、天国へいく」など、中期から晩年にかけて執筆された円熟の 10 篇を収録。 

 
朝日新聞 2016/04/10 

2016:2./ 591p 
978-4-15-012055-9 

本体 ¥1,200+税

*9784150120559*
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戦争を悼む人びと 
シャーウィン裕子 著 
高文研 
「加害」の記憶とどう向き合うか。「戦争の大義」に疑念を抱いた学徒兵、シベリ

アに抑留された少年兵、戦犯の子…。日本の未来への道しるべとなる、戦場

体験者と戦争未体験者をつないだ貴重なインタビュー集。 

 
朝日新聞 2016/04/10 

2016:2./ 250p 
978-4-87498-589-2 

本体 ¥2,000+税

*9784874985892*

 

プーチンと G8 の終焉(岩波新書 新赤版 1594) 
佐藤 親賢 著 
岩波書店 
クリミア編入後に、約 20 年関与してきた「G8」の枠組みと決別したロシア。著者

自身の長期取材をもとに、ウクライナ危機の推移を追うことで、プーチン大統領

が展開する政策の本質に迫る。 

 
朝日新聞 2016/04/10 

2016:3./ 9p,238p,3p 
978-4-00-431594-0 

本体 ¥800+税

*9784004315940*

 

ブロントメク!(河出文庫 コ 4-3) 
M.コーニイ 著 
河出書房新社 
破綻寸前となった惑星の実権を握る営利団体ヘザリントン機構の美女と出会

い、男の運命は変わり始める……名作が大森望新訳で甦る。 

 
朝日新聞 2016/04/10 

2016:3./ 427p 
978-4-309-46420-6 

本体 ¥920+税

*9784309464206*

 

アメリカを歌で知る(祥伝社新書 459) 
ウェルズ 恵子 著 
祥伝社 
新天地アメリカが発展し、国土が拡大していく過程で、歌に人々は何を求め、

何を託してきたのか。フォークソングの源流を探り、歌詞に込められた深い意

味を分析、歌が誕生した社会的な背景に迫る。 

 
朝日新聞 2016/04/10 

2016:3./ 275p 
978-4-396-11459-6 

本体 ¥820+税

*9784396114596*

 

僕と君の大切な話<1>(KC デザート) 
ろびこ 著 
講談社 
「となりの怪物くん」ろびこ 新作!笑いもニヤニヤも止まらない!すれ違う男女の

新感覚“トーキング”ラブコメディー、開幕! 

 
朝日新聞 2016/04/10 

2016:3./ 176p 
978-4-06-365856-9 

本体 ¥429+税

*9784063658569*

 

17 音の青春～五七五で綴る高校生のメッセージ～<2016> 
神奈川大学広報委員会 編 
KADOKAWA 
時代をビビッドに捉えた鋭い感性 

 
朝日新聞 2016/04/10 

2016:3./ 157p 
978-4-04-876362-2 

本体 ¥700+税

*9784048763622*
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政治家の見極め方(NHK 出版新書 482) 
御厨 貴 著 
ＮＨＫ出版 
なぜ安倍政権の支持率は落ちないのか?TBS「時事放談」の名物キャスター

が、一番知りたいことに明快に答えます!18 歳選挙権など喫緊のテーマも織り

込み、政治としっかり向き合う術を説く、新感覚の入門書。 

 
朝日新聞 2016/04/10 

2016:3./ 258p 
978-4-14-088482-9 

本体 ¥820+税

*9784140884829*

 

ミッドナイト・ジャーナル 
本城 雅人 著 
講談社 
「起きろ、夜だ」―速報性はネットに、臨場感はテレビに劣る新聞。時代に取り

残された記者たちは、何のためにネタを追うのか。 

 
朝日新聞 2016/04/10、読売新聞 2016/04/17 

2016:2./ 367p 
978-4-06-219899-8 

本体 ¥1,600+税

*9784062198998*

 

「アラブの春」と音楽～若者たちの愛国とプロテスト～ 
中町 信孝 著 
DU BOOKS 
アラブ世界のポピュラー音楽の分析により、20 世紀後半から現在にいたるアラ

ブの若者文化の歴史をたどることで、現代国際社会を理… 

 
朝日新聞 2016/04/10、日本経済新聞 2016/04/17 

2016:2./ 316p 
978-4-907583-78-1 

本体 ¥2,100+税

*9784907583781*

 

非常識な建築業界～「どや建築」という病～(光文社新書 802) 
森山 高至 著 
光文社 
過剰なデザイン、下請け丸投げのゼネコン、偏った建築教育…。建築エコノミ

ストが、現在の建築業界から数々の「非常識」が生みだされる原因を、「どや建

築」などいくつかの視点で検証し、解説する。 

 
朝日新聞 2016/04/10、毎日新聞 2016/04/10 

2016:2./ 245p 
978-4-334-03905-9 

本体 ¥780+税

*9784334039059*

 

小さいことにくよくよするな!～しょせん、すべては小さなこと～(サンマーク文

庫) 
R.カールソン、小沢 瑞穂 著 
サンマーク出版 
朝日新聞 2016/04/17 

2000:6./ 251p 
978-4-7631-8082-7 

本体 ¥600+税

*9784763180827*

 

黄金の羅針盤<上>(ライラの冒険) 
フィリップ・プルマン、大久保 寛 著 
新潮社 
両親を事故でなくしたライラは、おてんばな 11 歳の女の子。彼女のまわりで立

て続けに子どもが連れ去られた。北極で何かの実験に使われているらしい…。

ライラと守護精霊は、黄金の羅針盤を手に世界を救う旅に出る! 

 
朝日新聞 2016/04/17 

2007:9./ 313p 
978-4-10-538904-8 

本体 ¥950+税

*9784105389048*
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室生犀星詩集 改版(新潮文庫) 
室生 犀星、福永 武彦 著 
新潮社 
朝日新聞 2016/04/17 

2005:12./ 280p 
978-4-10-110307-5 

本体 ¥490+税

*9784101103075*

 

私は私になっていく～認知症とダンスを～ 改訂新版 
クリスティーン・ブライデン、馬籠 久美子、桧垣 陽子 著 
クリエイツかもがわ 
認知や感情がはがされていっても、私は本当の自分になっていく-。46 歳の若

さで認知症と診断された著者が、“認知症とともに前向きに生きる”自らの体験

を綴った手記。「私は誰になっていくの?」の続編。 

 
朝日新聞 2016/04/17 

2012:10./ 297p 
978-4-86342-099-1 

本体 ¥2,000+税

*9784863420991*

 

北条早雲<青雲飛翔篇> 
富樫 倫太郎 著 
中央公論新社 
伊勢新九郎(後の北条早雲)は、室町幕府の役人となり、ある役目を果たすた

め向かった駿河で名将・太田道灌と出会う。「戦を好まぬ」という生ける伝説の

姿を知り、新九郎は己の生き方を悟る…。『中央公論』連載を書籍化。 

 
朝日新聞 2016/04/17 

2013:11./ 449p 
978-4-12-004567-7 

本体 ¥1,500+税

*9784120045677*

 

旅のことば～認知症とともによりよく生きるためのヒント～ 
井庭 崇、岡田 誠、慶應義塾大学井庭崇研究室、認知症フレンドリージャパ

ン・イニシアチブ 著 
丸善出版 
認知症とともに、よりよく生きるための工夫を探り、日常のなかで使えるようにま

とめた 40 のことば。 

 
朝日新聞 2016/04/17 

2015:5./ 14p,96p 
978-4-621-08927-9 

本体 ¥1,300+税

*9784621089279*

 

認知症・行方不明者 1 万人の衝撃～失われた人生・家族の苦悩～ 
NHK「認知症・行方不明者 1 万人」取材班 著 
幻冬舎 
徘徊で家を出て、そのまま戻れなくなる人が年間 1 万人もいた! 認知症の行

方不明問題を報道した放送をきっかけに約 7 年ぶりに夫婦が再会。国・自治

体が対策に着手-。社会を動かした「NHK スペシャル」を書籍化。 

 
朝日新聞 2016/04/17 

2015:6./ 274p 
978-4-344-02777-0 

本体 ¥1,600+税

*9784344027770*

 

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。 

 
朝日新聞 2016/04/17 

2015:12./ 253p 
978-4-309-02432-5 

本体 ¥1,600+税

*9784309024325*



 21  

 

フィールドサイエンティスト～地域環境学という発想～(Natural History) 
佐藤 哲 著 
東京大学出版会 
さまざまな地域社会や生態系をフィールドに、多様な利害関係者と協働しなが

ら問題解決を指向する新しい地域環境学。 

 
朝日新聞 2016/04/17 

2016:1./ 8p,235p 
978-4-13-060142-9 

本体 ¥3,600+税

*9784130601429*

 

ゴシック美術形式論(文春学藝ライブラリー) 
ウィルヘルム・ヴォリンガー 著 
文藝春秋 
ヨーロッパ中世に花開き、大聖堂で頂点を極めた「ゴシック美術」はどのように

産み出されたのか? ドイツを代表する美術史家が、芸術を創造する人類の根

本的衝動にまで遡り、ゴシックの内奥に潜む情念を鮮やかに描き出す。 

 
朝日新聞 2016/04/17 

2016:2./ 301p 
978-4-16-813060-1 

本体 ¥1,210+税

*9784168130601*

 

その姿の消し方 
堀江 敏幸 著 
新潮社 
フランス留学時代、古物市で手に入れた、1938 年の消印のある古い絵はが

き。廃屋と朽ちた四輪馬車の写真の裏には、謎めいた十行の詩が書かれてい

た-。読むことの創造性を証す長篇。 

 
朝日新聞 2016/04/17 

2016:1./ 174p 
978-4-10-447105-8 

本体 ¥1,500+税

*9784104471058*

 

スーザン・ソンタグの『ローリング・ストーン』インタヴュー 
スーザン・ソンタグ、ジョナサン・コット、木幡 和枝 著 
河出書房新社 
『ローリング・ストーン』のためのインタビュー完全版。「ロックンロールの本質」

「SM の劇場的効果について」など。 

 
朝日新聞 2016/04/17 

2016:2./ 225p 
978-4-309-20702-5 

本体 ¥2,200+税

*9784309207025*

 

乱舞の中世～白拍子・乱拍子・猿楽～(歴史文化ライブラリー 420) 
沖本 幸子 著 
吉川弘文館 
滅びた芸態を復元・考察した、能楽前史 

 
朝日新聞 2016/04/17 

2016:3./ 6p,189p 
978-4-642-05820-9 

本体 ¥1,700+税

*9784642058209*

 

これからの死に方～葬送はどこまで自由か～(平凡社新書 808) 
橳島 次郎 著 
平凡社 
どこまで死や葬送の自由は許されるのか 

 
朝日新聞 2016/04/17 

2016:3./ 204p 
978-4-582-85808-2 

本体 ¥760+税

*9784582858082*
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根源芸術家良寛 
新関 公子 著 
春秋社 
良寛の書はなぜ美しいのか。従来の宗教的良寛像を根底から見直し、純粋な

芸術的営為のありようを照射。その造形的天分と詩的思想的資質の絶妙な融

合を読み解く。 

 
朝日新聞 2016/04/17 

2016:2./ 5p,503p,38p 
978-4-393-44165-7 

本体 ¥4,800+税

*9784393441657*

 

大隈重信演説談話集(岩波文庫 38-118-1) 
大隈 重信、早稲田大学 編 
大隈 重信 著 
岩波書店 
日露戦争後の 1910 年から死去直前の 1922 年までの大隈重信の演説・談話

を収録。大隈が青年や女性に向けて何を語り、学問・教育と政治・社会のあり

方をいかに語ったかを知ることができる。 

 
朝日新聞 2016/04/17 

2016:3./ 509p,5p 
978-4-00-381181-8 

本体 ¥1,020+税

*9784003811818*

 

IGPI 流ローカル企業復活のリアル・ノウハウ(PHP ビジネス新書 351) 
冨山 和彦、経営共創基盤 著 
ＰＨＰ研究所 
「地方経済に未来はない」という俗説は本当なのか? 腕利きの企業再生ドクタ

ーたちが、実体験をベースに地域企業・経済復活のノウハウを公開し、我が国

の持続的再成長の可能性に迫る。 

 
朝日新聞 2016/04/17 

2016:3./ 282p 
978-4-569-82965-4 

本体 ¥890+税

*9784569829654*

 

漱石のことば(集英社新書 0824) 
姜 尚中 著 
集英社 
ミリオンセラー『悩む力』の著者が、夏目漱石没後 100 年に満を持して”名言

集”に挑戦。本書に収めた 148 の言葉は、混迷の 21 世紀を生き抜く私たち

に、深い智慧と生きる勇気をもたらしてくれる。 

 
朝日新聞 2016/04/17 

2016:3./ 251p 
978-4-08-720824-5 

本体 ¥760+税

*9784087208245*

 

戦争の物理学～弓矢から水爆まで兵器はいかに生みだされたか～ 
バリー・パーカー、藤原 多伽夫 著 
白揚社 
弓矢や投石機から、大砲、銃、さらには原爆や水爆へと、次第に強力になって

いく兵器はどのように開発されたのか? 戦争の様相を一変させた驚異の兵器

と、それを生み出した科学的発見を多彩なエピソードとともに解説する。 

 
朝日新聞 2016/04/17 

2016:3./ 426p 
978-4-8269-0187-1 

本体 ¥2,800+税

*9784826901871*
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マーク・トウェイン～トム・ソーヤーの冒険/ハックルベリー・フィンの冒険(抄)/
阿呆たれウィルソン/赤毛布外遊記(抄)/戦争の祈りほか～(集英社文庫 Z1-
6) 
柴田 元幸 編 
マーク・トウェイン 著 
集英社 
世界一愛された悪ガキふたり、トム・ソーヤーとハックルベリー・フィン、ふたつ

の冒険を同時収録。ほか、世界初の指紋捜査小説やコミカルな紀行文など、

アメリカ文学の金字塔たる、自由で多才な魅力が満載の作品集。 

 
朝日新聞 2016/04/17 

2016:3./ 763p 
978-4-08-761039-0 

本体 ¥1,300+税

*9784087610390*

 

貧困世代～社会の監獄に閉じ込められた若者たち～(講談社現代新書 
2358) 
藤田 孝典 著 
講談社 
『下流老人』が 20 万部超えのベストセラーとなった著者の待望の新書第 2 弾!
今回は若者の貧困に着目し、一億総貧困社会を読み解く。 

 
朝日新聞 2016/04/17 

2016:3./ 222p 
978-4-06-288358-0 

本体 ¥760+税

*9784062883580*

 

吹けよ風呼べよ嵐 
伊東 潤 著 
祥伝社 
剛腕の歴史小説旗手が放つ川中島合戦!謙信と信玄がしのぎを削る北信濃の

地で若武者須田満親が、才をを磨き、戦塵を駆け抜ける! 

 
朝日新聞 2016/04/17 

2016:3./ 386p 
978-4-396-63489-6 

本体 ¥1,700+税

*9784396634896*

 

金田一秀穂の心地よい日本語 
金田一 秀穂 著 
KADOKAWA 
正しい日本語ってなんだろう? 

 
朝日新聞 2016/04/17 

2016:3./ 191p 
978-4-04-601626-3 

本体 ¥1,200+税

*9784046016263*

 

翻訳できない世界のことば 
エラ・フランシス・サンダース、前田 まゆみ 著 
創元社 
他の言語に訳すときに一言では言い表せない「翻訳できない言葉」を世界中

から集め、感性豊かな解説と瀟洒なイラストを添えた。 

 
朝日新聞 2016/04/17 

2016:4./ 111p 
978-4-422-70104-2 

本体 ¥1,600+税

*9784422701042*

 

石ってふしぎ 
市川 礼子 著 
柏書房 
滋味深く、味わい濃厚!石の魅力に触れる旅。 

 
朝日新聞 2016/04/17 

2016:4./ 222p 
978-4-7601-4694-9 

本体 ¥1,800+税

*9784760146949*
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ＡＩの遺電子<1>(少年チャンピオンコミックス) 
山田胡瓜 著 
秋田書店 
朝日新聞 2016/04/17 

2016:4./ 188p 
978-4-253-22096-5 

本体 ¥429+税

*9784253220965*

 

恋愛詩集(NHK 出版新書 483) 
小池 昌代 著 
ＮＨＫ出版 
出会い、片恋、激情、別れ、追慕…。古今東西の詩人は愛の諸相をいかにう

たってきたか。詩人・小池昌代独自の鑑賞眼で厳選された 43 篇のアンソロジ

ー。詩人略歴つき。「通勤電車でよむ詩集」の続編。 

 
朝日新聞 2016/04/17、毎日新聞 2016/04/17 

2016:3./ 189p,9p 
978-4-14-088483-6 

本体 ¥740+税

*9784140884836*

 

だじゃれ日本一周 
長谷川 義史 著 
理論社 
47 都道府県をだじゃれでぐるっと回ってみよう!各県の名物も随所に登場。旅

行気分も味わえます。親子で笑って楽しんでほしい絵本。 

 
朝日新聞 2016/04/24 

2009:12./ 48p 
978-4-652-04085-0 

本体 ¥1,300+税

*9784652040850*

 

ストレンジボイス(ガガガ文庫) 
江波 光則 著 
小学館 
朝日新聞 2016/04/24 

2010:1./ 244p 
978-4-09-451185-7 

本体 ¥571+税

*9784094511857*

 

隣り合わせの灰と青春～小説ウィザードリィ～(集英社スーパーファンタジー

文庫) 
ベニー松山 著 
集英社 
朝日新聞 2016/04/24 

1998:12./ 332p 
978-4-08-613330-2 

本体 ¥562+税

*9784086133302*

 

宮本武蔵<1>(新潮文庫 よ-3-11) 
吉川 英治 著 
新潮社 
屍ひしめく関ケ原で命からがら落ち延びた武蔵と又八。お甲・朱実母娘の世

話になり 1 年後、武蔵はひとり故郷に戻るが、その身を追われてしまう。憎しみ

に任せ、次から次へと敵を打ち殺す野獣武蔵に、沢庵が対峙するが…。 

 
朝日新聞 2016/04/24 

2013:2./ 488p 
978-4-10-115461-9 

本体 ¥590+税

*9784101154619*
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ストーンコールド(星海社 FICTIONS エ 1-01) 
江波 光則 著 
講談社 
悪徳資産家だった父の逮捕をきっかけにスクールカーストの頂点から 底辺

へと転げ落ち、ガスガンで左目を潰された雪路。父の教えに則って復讐を開

始した雪路の前に、謎の黒人ドラッグディーラー、魔術師スカンクが現れ…。 

 
朝日新聞 2016/04/24 

2013:2./ 331p 
978-4-06-138853-6 

本体 ¥1,300+税

*9784061388536*

 

光の子ども<1> 
小林 エリカ 著 
リトル・モア 
2011 年の日本に生まれた主人公“光”を通じて、“放射能”の歴史をひもとく物

語。 

 
朝日新聞 2016/04/24 

2013:12./ 183p 
978-4-89815-375-8 

本体 ¥1,400+税

*9784898153758*

 

「子育て」という政治～少子化なのになぜ待機児童が生まれるのか?～(角川

SSC 新書 226) 
猪熊 弘子 著 
KADOKAWA 
保育所の補助金、学童保育、予防接種…。子育てと政治は密接な関係にあ

る。子育ての現場を長年取材してきた著者が、「子育てとそれに対する政治の

対応」を多くのデータを交えて検証。保育新制度の中身と問題点にも触れる。 

 
朝日新聞 2016/04/24 

2014:7./ 223p 
978-4-04-731437-5 

本体 ¥800+税

*9784047314375*

 

幼児教育の経済学 
ジェームズ・J.ヘックマン 著 
東洋経済新報社 
なぜ幼少期に積極的に教育すべきなのか?早い時期からの教育で、人生がど

う変わるのか?子供の人生を豊かにし、効率性と公平性を同時に達成できる教

育を、経済学の世界的権威が徹底的に議論する。 

 
朝日新聞 2016/04/24 

2015:6./ 127p 
978-4-492-31463-0 

本体 ¥1,600+税

*9784492314630*

 

我もまたアルカディアにあり(ハヤカワ文庫 JA 1196) 
江波 光則 著 
早川書房 
我々は世界の終末に備えています-。そう主張する団体が建造したアルカディ

アマンション。そこでは働かずとも生活が保障され、ただ娯楽を消費すればい

いと言うが…。狂気に満ちた理想郷での人生を、鬼才が圧倒的筆力で描く。 

 
朝日新聞 2016/04/24 

2015:6./ 344p 
978-4-15-031196-4 

本体 ¥840+税

*9784150311964*

 

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

の取り組みを紹介。ダイアモンド・ユカイと監修者・汐見稔幸の対談も収録。 

 
朝日新聞 2016/04/24 

2015:8./ 135p 
978-4-88024-514-0 

本体 ¥1,800+税

*9784880245140*
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くだものと木の実いっぱい絵本 
ほりかわ りまこ、三輪 正幸 著 
あすなろ書房 
グレープフルーツの名前の由来は? 晩白柚の切り方、知ってる? びわの葉

は、何に効くの? 四季おりおりのくだものの魅力がたっぷりつまったみずみず

しい絵本。自家製うめぼしの作り方やくだものを使ったレシピも収録。 

 
朝日新聞 2016/04/24 

2015:10./ 63p 
978-4-7515-2807-5 

本体 ¥1,600+税

*9784751528075*

 

解読ジェフリー・バワの建築～スリランカの「アニミズム・モダン」～ 
岩本 弘光 著 
彰国社 
スリランカの混成文化を現代建築に翻案した天性の建築家・バワとその作品の

ほぼ全容を紹介する評論・作品集。バワ財団所有の貴重な図面や、初期の設

計パートナー等のインタビュー、年表や作品案内地図なども充実。 

 
朝日新聞 2016/04/24 

2016:1./ 338p 
978-4-395-32041-7 

本体 ¥5,000+税

*9784395320417*

 

性風俗のいびつな現場(ちくま新書 1162) 
坂爪 真吾 著 
筑摩書房 
熟女専門、妊婦や母乳を売りにするなど、より生々しくなった性風俗。これから

性風俗はどこへ向かっていくのか。様々な現場での取材・分析を通して、性風

俗に画期的な意味を見出す。表面的なルポルタージュを超えた一冊。 

 
朝日新聞 2016/04/24 

2016:1./ 252p 
978-4-480-06868-2 

本体 ¥820+税

*9784480068682*

 

アウシュヴィッツの囚人写真家 
ルーカ・クリッパ、マウリツィオ・オンニス 著 
河出書房新社 
ポーランド人ブラッセは強制収容所で 4 年半、5 万人もの被収容者の肖像写

真を撮らされた。貴重な体験を語ったノンフィクション。 

 
朝日新聞 2016/04/24 

2016:2./ 357p 
978-4-309-22653-8 

本体 ¥2,600+税

*9784309226538*

 

ルポ同性カップルの子どもたち～アメリカ「ゲイビーブーム」を追う～ 
杉山 麻里子 著 
岩波書店 
アメリカの都市部を中心に、同性親家庭が日常の風景となりつつある。里子や

養子だけでなく、精子・卵子提供、代理出産など生殖補助医療で子をもうける

同性カップルと、その子どもたちの肉声を伝える。 

 
朝日新聞 2016/04/24 

2016:2./ 174p 
978-4-00-061113-8 

本体 ¥1,800+税

*9784000611138*

 

光の子ども<2> 
小林 エリカ 著 
リトル・モア 
“希望の光”はいかにして兵器となり、広島と長崎に原子爆弾をもたらしたの

か。2011 年生まれの少年光と猫のエルヴィンが「放射能」の歴史をひもとく物

語。放射能をとりまく歴史がわかる年表、地図、ブックリストも収録。 

 
朝日新聞 2016/04/24 

2016:2./ 201p 
978-4-89815-432-8 

本体 ¥1,600+税

*9784898154328*
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我々の恋愛 
いとう せいこう 著 
講談社 
20 世紀 高の恋愛は間違い電話から始まった!1995 年日本から 2001 年アメ

リカへ、時代の転換点を映す奇妙な恋の物語。 

 
朝日新聞 2016/04/24 

2016:3./ 485p 
978-4-06-219989-6 

本体 ¥1,900+税

*9784062199896*

 

聖女伝説(ちくま文庫 た 78-1) 
多和田 葉子 著 
筑摩書房 
少女は聖人を産むことなく自身が聖人となれるのか?著者の代表作にして性と

生と聖をめぐる少女小説の傑作がいま蘇る。書き下ろしの外伝を併録。 

 
朝日新聞 2016/04/24 

2016:3./ 282p 
978-4-480-43344-2 

本体 ¥860+税

*9784480433442*

 

フードバンクという挑戦～貧困と飽食のあいだで～(岩波現代文庫) 
大原 悦子 著 
岩波書店 
「完璧でない」と捨てられる食べ物がある一方で、食に困っている人が大勢い

る-。「もったいない」から「ありがとう」へ。両者をつなぐ新しい社会貢献活動「フ

ードバンク」の 前線を、アメリカと日本からレポート。 

 
朝日新聞 2016/04/24 

2016:3./ 4p,216p 
978-4-00-603297-5 

本体 ¥860+税

*9784006032975*

 

フランシス子へ(講談社文庫 よ 37-2) 
吉本 隆明 著 
講談社 
自らの老いに重ね合わせて語った、 愛の猫・フランシス子の死。「戦後思想

界の巨人」は、老い、病、死をどう考察し、語ったのか。 

 
朝日新聞 2016/04/24 

2016:3./ 147p 
978-4-06-293206-6 

本体 ¥530+税

*9784062932066*

 

探偵の鑑定<1>(講談社文庫 ま 73-7) 
松岡 圭祐 著 
講談社 
偽バーキンの謎の裏には驚愕の秘密が!『探偵の探偵』紗崎玲奈と『万能鑑定

士 Q』の凜田莉子、2 大シリーズ完結・運命の終着点。 

 
朝日新聞 2016/04/24 

2016:3./ 346p 
978-4-06-293349-0 

本体 ¥620+税

*9784062933490*

 

また、同じ夢を見ていた 
住野 よる 著 
双葉社 
学校に友達がいない“私”が出会ったのは、手首に傷がある“南さん”、とても格

好いい“アバズレさん”、一人暮らしの“おばあちゃん”、そして尻尾の短い“彼

女”だった-。「やり直したい」ことがある、全ての人に贈る物語。 

 
朝日新聞 2016/04/24 

2016:2./ 257p 
978-4-575-23945-4 

本体 ¥1,400+税

*9784575239454*
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「憲法改正」の真実(集英社新書 0826) 
樋口 陽一、小林 節 著 
集英社 
自民党の憲法改正草案を貫く「隠された意図」とは何か?その危うさに自民党

ブレインの憲法学者ですら驚愕した。改憲派の彼が護憲派の泰斗と草案を分

析。日本一わかりやすい、「憲法論」の決定版! 

 
朝日新聞 2016/04/24 

2016:3./ 249p 
978-4-08-720826-9 

本体 ¥760+税

*9784087208269*

 

ひらめき教室～「弱者」のための仕事論～(集英社新書 0827) 
松井 優征、佐藤 オオキ 著 
集英社 
コミックス累計部数 2 千万部を突破する人気漫画『暗殺教室』の作者と、世界

的評価を集めるデザイナーが教える、「弱者」のための仕事論。自身の弱さを

認め、そこから目的までになにを埋めるかを考える。 

 
朝日新聞 2016/04/24 

2016:3./ 221p 
978-4-08-720827-6 

本体 ¥740+税

*9784087208276*

 

探偵の鑑定<2>(講談社文庫 ま 73-8) 
松岡 圭祐 著 
講談社 
2 大シリーズ完結・運命の終着点、 終章。二人が 後に向かうのは、人の死

なない世界か、正義も悪もない世界か。 

 
朝日新聞 2016/04/24 

2016:4./ 404p 
978-4-06-293350-6 

本体 ¥680+税

*9784062933506*

 

統計学に頼らないデータ分析「超」入門～ポイントは「データの見方」と「目的・

仮説思考」にあり!～(サイエンス・アイ新書 SIS-353) 
柏木 吉基 著 
ＳＢクリエイティブ 
データ分析のやり方をゼロから解説! 

 
朝日新聞 2016/04/24 

2016:3./ 179p 
978-4-7973-8549-6 

本体 ¥1,000+税

*9784797385496*

 

僕らのごはんは明日で待ってる(幻冬舎文庫 せ-6-1) 
瀬尾 まいこ 著 
幻冬舎 
体育祭をきっかけに付き合うことになった葉山と上村。大学に行っても淡々とし

た関係のふたりだが、互いが互いを必要としていた。でも人生は、いつも思わ

ぬ方向に進んでいき…。泣いて笑って温かい、優しい恋の物語。 

 
朝日新聞 2016/04/24 

2016:2./ 255p 
978-4-344-42450-0 

本体 ¥500+税

*9784344424500*

 

青と白と 
穂高 明 著 
中央公論新社 
故郷・仙台を、激震と大津波が襲った。東京にいる「私」は、その時テレビの画

面を見つめることしかできなかった…。あれから 5 年、宮城県出身の気鋭作

家・穂高明が、迷い、苦しみながら書き上げた、魂の物語。 

 
朝日新聞 2016/04/24 

2016:2./ 236p 
978-4-12-004824-1 

本体 ¥1,500+税

*9784120048241*
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ボーパルバニー<#2>(ガガガ文庫 ガえ 1-8) 
江波 光則 著 
小学館 
30 億とダイヤモンドの交換。その簡単な構図はバニーガールの乱入によって

混沌の様相を描き出す。巫女、カウガール、チャイナ服。大金を巡る四者四様

の殺し合いが幕を開ける。果たして、生き残るのは誰なのか-! 

 
朝日新聞 2016/04/24 

2016:4./ 323p 
978-4-09-451606-7 

本体 ¥611+税

*9784094516067*

 

風のくわるてつと(立東舎文庫 ま 1-2) 
松本 隆 著 
リットーミュージック 
作詞家・松本隆の第 1 エッセイ集。伝説のバンド「はっぴいえんど」在籍時の

1969 年～1972 年に書きためた詩とエッセイ、短編小説を収録する。鈴木慶一

との対談「「風のくわるてつと」とその時代」も掲載。 

 
朝日新聞 2016/04/24 

2016:3./ 285p 
978-4-8456-2781-3 

本体 ¥800+税

*9784845627813*

 

石川啄木 
ドナルド・キーン、角地 幸男 著 
新潮社 
自ら「故郷」と呼んだ渋民村。北海道での漂泊生活。金田一京助との厚い友

情。膨大な資料をもとに、現代歌人の先駆となった石川啄木の生涯をたどる渾

身の評伝。『新潮』掲載を単行本化。 

 
朝日新聞 2016/04/24、日本経済新聞 2016/04/24 

2016:2./ 375p 
978-4-10-331709-8 

本体 ¥2,200+税

*9784103317098*

 

大きな鳥にさらわれないよう 
川上 弘美 著 
講談社 
滅亡の危機に瀕した人類が選んだ道。それは、本当に人類が選んだ世界だっ

たのか？ かすかな光を希求する川上弘美の「新しい神話」 

 
朝日新聞 2016/04/27 

2016:4./ 340p 
978-4-06-219965-0 

本体 ¥1,500+税

*9784062199650*

 

メディチ家の紋章<上>(Sunnyside Books) 
テリーザ・ブレスリン、金原 瑞人、秋川 久美子 著 
小峰書店 
ダ・ヴィンチに命を救われた少年の冒険と成長を描く 

 
朝日新聞 2016/04/30 

2016:2./ 414p 
978-4-338-28707-4 

本体 ¥2,000+税

*9784338287074*

 

メディチ家の紋章<下>(Sunnyside Books) 
テリーザ・ブレスリン、金原 瑞人、秋川 久美子 著 
小峰書店 
メディチ家の紋章の謎とは!? 

 
朝日新聞 2016/04/30 

2016:2./ 330p 
978-4-338-28708-1 

本体 ¥1,800+税

*9784338287081*
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バンブルアーディ 
モーリス・センダック 著 
偕成社 
生まれてから一度も誕生日を祝ってもらえなかったブタの男の子が初めて開い

た誕生パーティ。モーリス・センダック 後の絵本。 

 
朝日新聞 2016/04/30 

2016:4./ 33p 
978-4-03-328610-5 

本体 ¥2,000+税

*9784033286105*

 

ツバメ観察記(たくさんのふしぎ傑作集) 
孝森 まさひで 著 
福音館書店 
日本各地で野鳥の観察や撮影を続けてきた写真家による、ツバメの子育ての

貴重な観察記録。渡り鳥であるツバメたちの意外な暮らしや、可愛いヒナたち

の写真が満載です。月刊『たくさんのふしぎ』から生まれた本。 

 
朝日新聞 2016/04/30 

2016:4./ 39p 
978-4-8340-8241-8 

本体 ¥1,300+税

*9784834082418*

 

カナリア恋唄(お狂言師歌吉うきよ暦 4) 
杉本 章子 著 
講談社 
お吉の日向様への想いは届くのか。大奥の怪しい女子同士の色模様とは?人

気の「お狂言師歌吉うきよ暦」シリーズ、著者渾身の遺作。 

 
東京・中日新聞 2016/04/03 

2016:2./ 250p 
978-4-06-219909-4 

本体 ¥1,700+税

*9784062199094*

 

シャルリとは誰か?～人種差別と没落する西欧～(文春新書 1054) 
エマニュエル・トッド 著 
文藝春秋 
シャルリ・エブド襲撃事件を受けてフランス各地で行われた「私はシャルリ」デ

モ。「表現の自由」を掲げたこのデモが、実は排外主義的であることを明らかに

し、排外主義がヨーロッパを内側から破壊しつつあると警鐘を鳴らす。 

 
東京・中日新聞 2016/04/03 

2016:1./ 307p 
978-4-16-661054-9 

本体 ¥920+税

*9784166610549*

 

ハンセン病 日本と世界～病い・差別・いきる～ 
ハンセン病フォーラム 編 
工作舎 
ハンセン病患者の隔離を強いてきた「らい予防法」廃止から、今年で 20 年。加

賀乙彦、松岡正剛、ドリアン助川、杉良太郎、華恵など、多様なフィールドで活

躍する面々が、現代に託された負の遺産に光を当て、いのちの諸相を浮き彫

りにする。全頁オールカラー。 

 
東京・中日新聞 2016/04/03 

2016:2./ 369p 
978-4-87502-470-5 

本体 ¥2,500+税

*9784875024705*

 

戦後脱却で、日本は「右傾化」して属国化する 
佐藤 健志 著 
徳間書店 
改憲、安保法制、構造改革、TPP。次に来るのは「キッチュ」による全体主義! 
日本に蔓延する思考停止によって「戦後脱却」が一層の属国化を導いている

状況を分析、国としての真の自立の道を指し示す。 

 
東京・中日新聞 2016/04/03 

2016:2./ 327p 
978-4-19-864063-7 

本体 ¥1,400+税

*9784198640637*
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親鸞～主上臣下、法に背く～(ミネルヴァ日本評伝選) 
末木 文美士 著 
ミネルヴァ書房 
浄土真宗の開祖、その思想を読み解く 

 
東京・中日新聞 2016/04/03 

2016:3./ 13p,311p,8p 
978-4-623-07581-2 

本体 ¥2,800+税

*9784623075812*

 

不屈に生きるための名作文学講義～本と深い仲になってみよう～(ベスト新

書 499) 
大岡 玲 著 
ベストセラーズ 
無類の本好きである作家・大岡玲による「名作文学」のトリセツ(取扱説明書)全
25 講。不朽の名作文学を、生き延びるための知恵として紹介する。Z 会オフィ

シャルサイト連載「本は友だち!」に書き下ろしを加え新書化。 

 
東京・中日新聞 2016/04/03 

2016:3./ 286p 
978-4-584-12499-4 

本体 ¥852+税

*9784584124994*

 

希望の海～仙河海叙景～ 
熊谷 達也 著 
集英社 
東日本大震災により失われた日常と、得るべき希望。東北の港町に生きる

人々の姿を通して、被災地のリアルを描ききる連作短編集。宮城県在住の直

木賞作家が伝えたかった、3・11 からの再生の物語。 

 
東京・中日新聞 2016/04/10 

2016:3./ 307p 
978-4-08-771649-8 

本体 ¥1,800+税

*9784087716498*

 

武満徹・音楽創造への旅 
立花 隆 著 
文藝春秋 
恋愛、青春、人生から創作の秘密まで、日本音楽界の巨星・武満徹に、知の

巨人・立花隆が迫った、前代未聞の傑作ノンフィクション。『文學界』連載を単

行本化。 

 
東京・中日新聞 2016/04/10 

2016:2./ 781p 
978-4-16-390409-2 

本体 ¥4,000+税

*9784163904092*

 

新聞投稿に見る百年前の沖縄～恋愛、悩み、つぶやき、珍事件～ 
上里 隆史 著 
原書房 
戦前の『琉球新報』投書欄には恋愛・結婚から世間への不満や意見など様々

な声が寄せられていた。当時の人々の感覚と日常が見えてくる 

 
東京・中日新聞 2016/04/10 

2016:3./ 262p 
978-4-562-05297-4 

本体 ¥2,000+税

*9784562052974*

 

日本文学源流史 
藤井 貞和 著 
青土社 
ことばは、文学は、どこからやってきたのか。古代日本語をたどり、神話や昔

話、アイヌや琉球のことばと文学、うたや歌謡をもとりあげて、その起源と本質

に迫る。 

 
東京・中日新聞 2016/04/10、毎日新聞 2016/04/10、朝日新聞 2016/04/24 

2016:1./ 478p,10p 
978-4-7917-6910-0 

本体 ¥4,200+税

*9784791769100*
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光陰の刃 
西村 健 著 
講談社 
團琢磨と井上日召。激動を生きる二つの魂が交錯し、この国に新しい風が吹

く。吉川新人賞・大藪賞受賞の実力派、書き下ろし超大作! 

 
東京・中日新聞 2016/04/17 

2016:1./ 557p 
978-4-06-219919-3 

本体 ¥1,900+税

*9784062199193*

 

ひとりの記憶～海の向こうの戦争と、生き抜いた人たち～ 
橋口 譲二 著 
文藝春秋 
インドネシア、台湾、サイパン…。太平洋戦争を機に海を渡り、戦後もその地で

生きることを選んだ日本人。彼らの下した一つ一つの選択、一人一人の生き方

とは? 取材から執筆まで 20 年の歳月をかけたノンフィクション。 

 
東京・中日新聞 2016/04/17 

2016:1./ 327p 
978-4-16-390395-8 

本体 ¥1,700+税

*9784163903958*

 

チェリー・イングラム～日本の桜を救ったイギリス人～ 
阿部 菜穂子 著 
岩波書店 
桜の魅力にとりつかれ日本を訪れた園芸家が目にしたのは、明治以後の急速

な近代化と画一的な“染井吉野”の席巻で、日本独自の多種多様な桜が消え

ようとする姿だった-。知られざるイギリス人「桜守」の稀有な生涯を描く。 

 
東京・中日新聞 2016/04/17 

2016:3./ 220p,4p 
978-4-00-023888-5 

本体 ¥2,300+税

*9784000238885*

 

絶望と希望～福島・被災者とコミュニティ～ 
吉原 直樹 著 
作品社 
3・11 後、2 週間ごとに大熊町仮設住宅や被災地を訪ね、行ってきた現地調査

の集大成。報道されない“体の不調”と“心の傷”、破壊され、そして新たに創出

される人々の絆とコミュニティ…。被災者の本当の姿を明らかにする。 

 
東京・中日新聞 2016/04/17 

2016:3./ 255p 
978-4-86182-576-7 

本体 ¥2,200+税

*9784861825767*

 

『痴人の愛』を歩く 
樫原 辰郎 著 
白水社 
浅草をふりだしに、横浜方面の京浜工業地帯へ――谷崎潤一郎の名作をもと

に、映画人でもあった文豪の「嗜好」の遍歴を辿るエッセイ。 

 
東京・中日新聞 2016/04/17、日本経済新聞 2016/04/17 

2016:3./ 221p 
978-4-560-08494-6 

本体 ¥2,200+税

*9784560084946*

 

はらぺこあおむし～フリップフラップえほん～ 
エリック・カール 著 
偕成社 
絵本の名作が、アコーディオンのように折りたたまれたコンパクトなしかけ絵本

になりました。プレゼントにも 適です。 

 
東京・中日新聞 2016/04/24 

2016:1./ 14p 
978-4-03-321370-5 

本体 ¥1,000+税

*9784033213705*
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模範郷 
リービ英雄 著 
集英社 
「故郷」という日本語をぼくは知らなかった。だがここには、確実にぼくの家があ

った－。半世紀ぶりに故郷・台湾を訪れる＜時＞の旅人の物語。新境地を開く

8 年ぶりの 新小説。 

 
東京・中日新聞 2016/04/24 

2016:3./ 139p 
978-4-08-771652-8 

本体 ¥1,400+税

*9784087716528*

 

自然を楽しむ～見る・描く・伝える～ 
盛口 満 著 
東京大学出版会 
貝殻、骨、ゴキブリ、ドングリ、冬虫夏草…。「身近な自然」を追い続けながら、

その先にある「遠い自然」を探しにいく。長年教員生活を続けてきた「ゲッチョ

先生」が、「学校」というフィールドで生徒たちと紡ぎ出す物語。 

 
東京・中日新聞 2016/04/24 

2016:3./ 270p,8p 
978-4-13-063345-1 

本体 ¥2,700+税

*9784130633451*

 

理科系の作文技術(中公新書) 
木下 是雄 著 
中央公論新社 
読売新聞 2016/04/03 

2001:7./ 244p 
978-4-12-100624-0 

本体 ¥700+税

*9784121006240*

 

ピダハン～「言語本能」を超える文化と世界観～ 
ダニエル・L.エヴェレット、屋代 通子 著 
みすず書房 
ブラジルの先住民「ピダハン」には、数も、右と左の概念も、色名も、神もない。

30 年にわたり何度も彼らの村を訪ねてきた著者が、あらゆる西欧的な普遍幻

想を揺さぶるピダハンの言語とユニークな認知世界を描く。 

 
読売新聞 2016/04/03 

2012:3./ 390p,8p 
978-4-622-07653-7 

本体 ¥3,400+税

*9784622076537*

 

虫のしわざ観察ガイド～野山で見つかる食痕・産卵痕・巣～ 
新開 孝 著 
文一総合出版 
身近な環境で見られる、虫たちが残すユニークで特徴のある食痕や産卵痕、

巣や卵などの“しわざ”150 種の写真図鑑。 

 
読売新聞 2016/04/03 

2016:1./ 143p 
978-4-8299-7203-8 

本体 ¥1,800+税

*9784829972038*

 

女子大で『源氏物語』を読む～古典を自由に読む方法～ 
木村 朗子 著 
青土社 
スキャンダルあり、泥沼の愛憎劇あり、浮気や不倫はあたりまえ。そんな宮廷物

語を女性目線で読み解く。異色の日本文学者がよみがえらせる、女性による

女性のための「源氏物語」。2014 年前期の津田塾大学の講義を書籍化。 

 
読売新聞 2016/04/03 

2016:1./ 347p 
978-4-7917-6891-2 

本体 ¥2,200+税

*9784791768912*
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日本におけるメディア・オリンピックの誕生～ロサンゼルス・ベルリン・東京～

(MINERVA 社会学叢書 51) 
浜田 幸絵 著 
ミネルヴァ書房 
メディア・イベントとしてのオリンピックによってナショナリズムが高揚し、極限に

至るまでの過程を描いた力作。 

 
読売新聞 2016/04/03 

2016:2./ 5p,325p,5p 
978-4-623-07476-1 

本体 ¥7,000+税

*9784623074761*

 

ニュースの“なぜ?”は世界史に学べ～日本人が知らない 100 の疑問～(SB
新書 322) 
茂木 誠 著 
ＳＢクリエイティブ 
ビジネスマン必須の教養! 

 
読売新聞 2016/04/03 

2015:12./ 251p 
978-4-7973-8240-2 

本体 ¥800+税

*9784797382402*

 

ムーンナイト・ダイバー 
天童 荒太 著 
文藝春秋 
3・11 から 5 年目となるフクシマ。非合法のダイバーは人と町をさらった立入禁

止の海に潜降する。慟哭の夜から圧倒的救済の光さす海へ。鎮魂と生への祈

りをこめた作品。『オール讀物』掲載を書籍化。 

 
読売新聞 2016/04/03 

2016:1./ 243p 
978-4-16-390392-7 

本体 ¥1,500+税

*9784163903927*

 

デビュー小説論～新時代を創った作家たち～ 
清水 良典 著 
講談社 
デビュー小説にはその作家のすべてが詰まっている！村上龍、村上春樹から

町田康まで、8 人の人気作家の世界をその原点から読み解く。 

 
読売新聞 2016/04/03 

2016:2./ 272p 
978-4-06-219930-8 

本体 ¥1,800+税

*9784062199308*

 

気まぐれコンセプト～35 年分～ 完全版 
ホイチョイ・プロダクションズ 著 
小学館 
ホイチョイの 4 コマ漫画 35 年分を収録! 

 
読売新聞 2016/04/03 

2016:1./ 984p 
978-4-09-359212-3 

本体 ¥2,600+税

*9784093592123*

 

大人になるためのリベラルアーツ～思考演習 12 題～ 
石井 洋二郎、藤垣 裕子 著 
東京大学出版会 
「絶対に人を殺してはいけないか」「真理は一つか」など、簡単に答えの出ない

問題と格闘し、異なる専門や価値観をもつ他者との対話をとおして真の「大

人」になるための思考力を鍛える書。東京大学での授業を書籍化。 

 
読売新聞 2016/04/03 

2016:2./ 19p,295p 
978-4-13-003348-0 

本体 ¥2,900+税

*9784130033480*
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漂流怪人・きだみのる 
嵐山 光三郎 著 
小学館 
ファーブル「昆虫記」の訳者で、戦中「モロッコ紀行」を書いたきだみのるは、生

涯をかけて漂流に身をまかせた。明治・大正・昭和を生き抜いた、ハテンコウ

文人の痛快評伝。『本の窓』掲載をもとに書籍化。 

 
読売新聞 2016/04/03 

2016:2./ 238p 
978-4-09-388463-1 

本体 ¥1,600+税

*9784093884631*

 

宇宙からいかにヒトは生まれたか～偶然と必然の 138 億年史～(新潮選書) 
更科 功 著 
新潮社 
私たちはなぜここにいるのか? 人間中心の地球史観を排し、宇宙創成のビッ

グバンから地球の誕生、そして生命が生まれ進化していく様を、生物と無生物

の両方の歴史を織り交ぜながらコンパクトに描く。 

 
読売新聞 2016/04/03 

2016:2./ 269p 
978-4-10-603781-8 

本体 ¥1,300+税

*9784106037818*

 

海洋アジア vs.大陸アジア～日本の国家戦略を考える～(セミナー・知を究め

る 1) 
白石 隆 著 
ミネルヴァ書房 
戦後 70 年を迎え、日本が進むべき道とは 

 
読売新聞 2016/04/03 

2016:2./ 3p,275p,7p 
978-4-623-07571-3 

本体 ¥2,400+税

*9784623075713*

 

花森安治伝～日本の暮しをかえた男～(新潮文庫 つ-35-1) 
津野 海太郎 著 
新潮社 
敗戦から 3 年後の 1948 年、戦後 大の国民雑誌となった『暮しの手帖』はな

ぜ創刊されたのか? 編集長・花森安治が黙して語らなかった真の理由とは-。
希代の出版人と昭和という時代を描く評伝。 

 
読売新聞 2016/04/03 

2016:3./ 426p 
978-4-10-120281-5 

本体 ¥670+税

*9784101202815*

 

物語ること、生きること(講談社文庫 う 59-10) 
上橋 菜穂子、瀧 晴巳 著 
講談社 
国際アンデルセン賞、本屋大賞 2015 受賞作家上橋菜穂子。その物語世界を

支える、豊かな読書経験と人生。 

 
読売新聞 2016/04/03 

2016:3./ 214p 
978-4-06-293338-4 

本体 ¥550+税

*9784062933384*

 

「教育超格差大国」アメリカ(扶桑社新書 206) 
津山 恵子 著 
扶桑社 
「教育格差」が呼び込むダメージは「知性」「常識」「意識」にまで及ぶ! ニュー

ヨークを拠点に世界で活動するジャーナリストが見たアメリカ格差社会の衝撃

の事実と、その対策をつまびらかにする。 

 
読売新聞 2016/04/03 

2016:3./ 226p 
978-4-594-07438-8 

本体 ¥760+税

*9784594074388*
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憧れの女の子(双葉文庫 あ-54-01) 
朝比奈 あすか 著 
双葉社 
「次は女の子を産むわ」 そう宣言して産み分けに躍起になる妻と、妻の意志に

違和感が濃くなってゆく夫。お互いに心揺れる日々を過ごすなか、新たな命を

授かり…。表題作を含む全 5 編を収録した短編集。 

 
読売新聞 2016/04/03 

2016:3./ 269p 
978-4-575-51873-3 

本体 ¥583+税

*9784575518733*

 

トウガラシの世界史～辛くて熱い「食卓革命」～(中公新書 2361) 
山本 紀夫 著 
中央公論新社 
新大陸から伝わった当初は「食べると死ぬ」とまで言われたトウガラシ。だが、

わずか 500 年のうちに世界を虜にした。原産地の中南米から日本まで、世界

中に「食卓革命」を起こした香辛料の伝播の歴史と食文化を紹介する。 

 
読売新聞 2016/04/03 

2016:2./ 3p,233p 
978-4-12-102361-2 

本体 ¥860+税

*9784121023612*

 

四季のうた～微笑む宇宙～(中公文庫 は 65-3) 
長谷川 櫂 著 
中央公論新社 
やはり、こうでなくっちゃいけないのだ。詩歌も、言葉も、人間も。リズムをとる赤

ん坊を中心にして宇宙全体が微笑んでいるではないか-。『読売新聞』連載コ

ラム「四季」の 2013 年 4 月～2014 年 3 月掲載分を文庫化。 

 
読売新聞 2016/04/03 

2016:3./ 201p 
978-4-12-206241-2 

本体 ¥700+税

*9784122062412*

 

イラストで見る昭和の消えた仕事図鑑 
澤宮 優、平野 恵理子 著 
原書房 
三助、屑屋、活動弁士、赤帽、パンパン、倒産屋……。いまでは姿を消した懐

かしい昭和の職業 114 種をすべてイラスト付きで紹介。カフェとカフェーの違

いは?マネキンは本物の人間だった?昭和生まれも知らない昭和がここに! 

 
読売新聞 2016/04/03、毎日新聞 2016/04/17 

2016:3./ 260p,8p 
978-4-562-05298-1 

本体 ¥2,200+税

*9784562052981*

 

ビルマの竪琴 改版(新潮文庫) 
竹山 道雄 著 
新潮社 
読売新聞 2016/04/10 

1988:1./ 233p 
978-4-10-107801-4 

本体 ¥430+税

*9784101078014*

 

私という運命について(角川文庫) 
白石 一文 著 
角川書店 
読売新聞 2016/04/10 

2008:9./ 495p 
978-4-04-372004-0 

本体 ¥720+税

*9784043720040*
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新編 宮沢賢治詩集(新潮文庫) 
宮沢 賢治、天沢 退二郎 著 
新潮社 
読売新聞 2016/04/10 

1991:1./ 420p 
978-4-10-109207-2 

本体 ¥520+税

*9784101092072*

 

オリーヴ・キタリッジの生活(ハヤカワ epi 文庫 70) 
エリザベス・ストラウト 著 
早川書房 
傍若無人な数学教師オリーヴが、一見静かな町に生きる人々の心を、ときには

激しく、ときにはひそやかに揺りうごかしていく…。小さな港町の住人がかかえ

る後悔、苦しみ、喜び、希望。かけがえのない人生を静かな筆致で描く。 

 
読売新聞 2016/04/10 

2012:10./ 460p 
978-4-15-120070-0 

本体 ¥940+税

*9784151200700*

 

本屋会議 
本屋図鑑集部 編 
夏葉社 
生活のすぐそばにある本屋さんの、これまでと、これからと、いま-。被災地の本

屋さん、町の人たちが支える本屋さん、ショッピングセンターのなかの本屋さん

…。様々な本屋を取材。みんなで考えた、あたらしい「町の本屋」論。 

 
読売新聞 2016/04/10 

2014:12./ 247p 
978-4-904816-13-4 

本体 ¥1,700+税

*9784904816134*

 

本にだって雄と雌があります(新潮文庫 お-92-1) 
小田 雅久仁 著 
新潮社 
本も結婚します。出産だって、します-。一児の父となった博は、亡き祖父の日

記から一族の歴史を辿る。そこに隠されていたのは、時代を超えた<秘密>だ

った…。書物に翻弄され続けた一族の歴史。 

 
読売新聞 2016/04/10 

2015:9./ 474p 
978-4-10-120021-7 

本体 ¥710+税

*9784101200217*

 

書店主フィクリーのものがたり 
ガブリエル・ゼヴィン、小尾 芙佐 著 
早川書房 
島に 1 軒だけある小さな書店。偏屈な店主は、くる日もくる日も、ひとりで本を

売っていた。ある日、幼い女の子が店に捨てられていた。彼女を育て始めた店

主は、人を愛する心を知っていき…。本が人と人とをつなげる優しい物語。 

 
読売新聞 2016/04/10 

2015:10./ 322p 
978-4-15-209570-1 

本体 ¥1,700+税

*9784152095701*

 

阪神タイガース「黒歴史」(講談社+α 新書 719-1C) 
平井 隆司 著 
講談社 
「伝説の虎番」デイリースポーツ元記者が、阪神タイガースの数々のお家騒動

から敗北まで、その目で見た「黒歴史」の裏まで全部書く! 

 
読売新聞 2016/04/10 

2016:2./ 189p 
978-4-06-272931-4 

本体 ¥840+税

*9784062729314*
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九十九藤(つづらふじ) 
西條 奈加 著 
集英社 
江戸の人材派遣業、口入屋の女主人お藤。祖母仕込みの人を見る目と持ち

前の胆力で、女ながらに傾きかけた店を繁盛させていくが…。商い、恋、過去

の傷。その波乱万丈の半生を描き出す長編時代小説。 

 
読売新聞 2016/04/10 

2016:2./ 309p 
978-4-08-771647-4 

本体 ¥1,500+税

*9784087716474*

 

軽薄 
金原 ひとみ 著 
新潮社 
裕福な年上の夫と結婚した 29 歳のカナは、満たされた日々を送っていた。だ

が、未成年の甥から烈しい思いを寄せられ…。空虚への抗いと、その果てにあ

る一筋の希望を描く長篇小説。『新潮』掲載を単行本化。 

 
読売新聞 2016/04/10 

2016:2./ 238p 
978-4-10-304534-2 

本体 ¥1,400+税

*9784103045342*

 

手話を生きる～少数言語が多数派日本語と出会うところで～ 
斉藤 道雄 著 
みすず書房 
聞こえないこと、それは必死に受容し克服すべき障害ではない-。多方面への

インタビューや欧米の事例等を紹介し、手話と日本語のバイリンガル教育を掲

げる明晴学園の、変わりつつある手話の豊かな世界を描く。 

 
読売新聞 2016/04/10 

2016:2./ 3p,259p 
978-4-622-07974-3 

本体 ¥2,600+税

*9784622079743*

 

日本を支えた 12 人(集英社文庫 お 20-3) 
長部 日出雄 著 
集英社 
日本は先人たちの叡智によって支えられてきた。民主主義の理想を目ざした

聖徳太子から、皇室は祈りでありたいという一貫した姿勢を貫く美智子皇后ま

で、12 人の功績を検証する。『正論』連載を文庫化。 

 
読売新聞 2016/04/10 

2016:2./ 310p 
978-4-08-745419-2 

本体 ¥680+税

*9784087454192*

 

ははがうまれる(母の友の本) 
宮地 尚子 著 
福音館書店 
トラウマと向き合う精神科医が、自身の経験も交えてつづる子育てのヒント。

「母の友」連載時に多くの共感を呼んだエッセイです。 

 
読売新聞 2016/04/10 

2016:2./ 171p 
978-4-8340-8245-6 

本体 ¥1,100+税

*9784834082456*

 

中島らも短篇小説コレクション～美しい手～(ちくま文庫 な 48-2) 
小堀 純 編 
中島 らも 著 
筑摩書房 
珠玉の未発表作品「美しい手」、単行本未収録の「“青”を売るお店」を筆頭に

厳選。ユーモラスで、ホラーで、抒情的な作品集。解説=松尾貴史 

 
読売新聞 2016/04/10 

2016:3./ 345p 
978-4-480-43349-7 

本体 ¥880+税

*9784480433497*
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祖父大平正芳 
渡邊 満子 著 
中央公論新社 
日本初の衆参同日選挙戦 中急逝した、悲劇の総理・大平正芳。愛された孫

娘が描く家族の真実とは? 不世出の政治家が追い求めた理念から、日本の歩

むべき道筋が見えてくる。 

 
読売新聞 2016/04/10 

2016:2./ 243p 
978-4-12-004821-0 

本体 ¥1,600+税

*9784120048210*

 

子の無い人生 
酒井 順子 著 
KADOKAWA 
酒井順子、はたと気づく。子がいない私は、死ぬ時、誰に看取られる……? 

 
読売新聞 2016/04/10 

2016:2./ 205p 
978-4-04-101556-8 

本体 ¥1,300+税

*9784041015568*

 

10 億ドルを自力で稼いだ人は何を考え、どう行動し、誰と仕事をしているの

か～PwC 公式調査でわかった～ 
ジョン・スヴィオクラ、ミッチ・コーエン、高橋 璃子 著 
ダイヤモンド社 
世界の富裕層のトップに君臨するビリオネアたちは、何を考え、どう行動するの

か。「ビリオネア起業家」の意外な実態を、一流コンサルティングファームが徹

底取材。「富を生みだす才能」の秘密を解き明かす。 

 
読売新聞 2016/04/10 

2016:3./ 228p 
978-4-478-06475-7 

本体 ¥1,600+税

*9784478064757*

 

神楽坂/茶粥の記～矢田津世子作品集～(講談社文芸文庫 Wide や A1) 
矢田 津世子 著 
講談社 
坂口安吾によって伝説化された薄命の女性作家、矢田津世子。繊細な筆致

で庶民生活の葛藤を情感豊かに描いた、代表的短篇小説 8 篇。 

 
読売新聞 2016/04/10 

2016:3./ 289p 
978-4-06-295502-7 

本体 ¥1,300+税

*9784062955027*

 

草のつるぎ/一滴の夏～野呂邦暢作品集～(講談社文芸文庫 Wide の A1) 
野呂 邦暢 著 
講談社 
硬質な透明感と静謐さの漂う筆致で青春の焦燥を描き、42 歳で急逝した野呂

邦暢の、初期短篇を含む 5 篇を集成。 

 
読売新聞 2016/04/10 

2016:3./ 307p 
978-4-06-295500-3 

本体 ¥1,300+税

*9784062955003*

 

絵空ごと/百鬼の会(講談社文芸文庫 Wide よ A1) 
吉田 健一 著 
講談社 
芳醇な酒と程よい会話、時の流れは静かに開かれてゆく。奔放にして優雅、独

特の想像力漲る吉田健一の神髄を示す小説 2 篇。 

 
読売新聞 2016/04/10 

2016:3./ 284p 
978-4-06-295501-0 

本体 ¥1,300+税

*9784062955010*
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ビューティーキャンプ 
林 真理子 著 
幻冬舎 
由希の転職先はミス・ユニバース日本事務局。ボスは NY の本部から送り込ま

れたエルザ。彼女の元に選りすぐりの美女 12 人が集結し、たったひとりが選ば

れるまでのキャンプが始まった…。『GINGER』連載を書籍化。 

 
読売新聞 2016/04/10 

2016:2./ 236p 
978-4-344-02893-7 

本体 ¥1,500+税

*9784344028937*

 

五〇億年の孤独～宇宙に生命を探す天文学者たち～ 
リー・ビリングズ、松井 信彦 著 
早川書房 
この宇宙で私たちは孤独な存在なのか? 太陽系外に生命と生命の棲む惑星

を探す科学者たちの、幾多の困難にもめげない不屈の肖像を、豊富なインタ

ビューをもとに、研究の歴史と 先端を紹介しながらヴィヴィッドに描く。 

 
読売新聞 2016/04/10 

2016:3./ 367p 
978-4-15-209609-8 

本体 ¥2,000+税

*9784152096098*

 

無罪(小学館文庫 お 8-1) 
大岡 昇平 著 
小学館 
17 歳の美少女アデイラは 20 歳年上の商人と結婚。しかし、27 歳になった彼

女は、美男の牧師と愛し合うようになり…。表題作をはじめ、英米の不可解な

殺人事件の裁判記録を読みこみ、小説化した全 13 篇を収録する。 

 
読売新聞 2016/04/10 

2016:4./ 329p 
978-4-09-406285-4 

本体 ¥830+税

*9784094062854*

 

昭和のすごろく～双六でたどる戦中・戦後～ 
メディア・パル 
昭和の世相を雄弁に物語る昭和館秘蔵のすごろくから約 80 点を厳選!実際に

遊べる「特大折りたたみ昭和のすごろく」つき。 

 
読売新聞 2016/04/10 

2016:3./ 56p 
978-4-89610-159-1 

本体 ¥1,204+税

*9784896101591*

 

小さいおじさん(新潮文庫 nex ほ-21-22) 
堀川 アサコ 著 
新潮社 
市役所の新米女子職員の千秋はある日、給湯室で身長 15cm の小さいおじさ

んを目にする。孤独な人にだけ見えるおじさんの力を借りて、5 年前の殺人事

件の謎解きに挑む千秋だったが…。凸凹なコンビで贈るミステリ。 

 
読売新聞 2016/04/10 

2016:4./ 262p 
978-4-10-180062-2 

本体 ¥550+税

*9784101800622*

 

コンビニ難民～小売店から「ライフライン」へ～(中公新書ラクレ 550) 
竹本 遼太 著 
中央公論新社 
行政、雇用、防災と役割を拡大するコンビニの実態を明らかにするとともに、そ

の利便性を享受できない高齢者、いわゆる「コンビニ難民」の現状を浮き彫り

にする。また、コンビニ難民の帰趨を握る各種要因についても検討。 

 
読売新聞 2016/04/10 

2016:3./ 228p 
978-4-12-150550-7 

本体 ¥820+税

*9784121505507*
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古代東アジアの女帝(岩波新書 新赤版 1595) 
入江 曜子 著 
岩波書店 
日本の推古・皇極・斉明・持統、新羅の善徳・真徳、唐の武則天…。なぜ多く

の女帝が東アジアから出たのか? 女帝たちの鮮烈な生涯を掘り起こしながら、

7 世紀の東アジアはどういう時代だったのかを描き出す。 

 
読売新聞 2016/04/10、東京・中日新聞 2016/04/24 

2016:3./ 8p,216p 
978-4-00-431595-7 

本体 ¥780+税

*9784004315957*

 

ビッグデータ・ベースボール～20 年連続負け越し球団ピッツバーグ・パイレー

ツを甦らせた数学の魔法～ 
トラヴィス・ソーチック、桑田 健 著 
KADOKAWA 
『マネー・ボール』より凄いデータ野球の進化形。これが MLB の 新戦術だ 

 
読売新聞 2016/04/10、日本経済新聞 2016/04/24 

2016:3./ 375p 
978-4-04-104102-4 

本体 ¥1,900+税

*9784041041024*

 

ロマネ・コンティ・一九三五年～六つの短篇小説～(文春文庫) 
開高 健 著 
文芸春秋 
読売新聞 2016/04/17 

2009:12./ 222p 
978-4-16-712712-1 

本体 ¥550+税

*9784167127121*

 

知的悪女のすすめ(角川文庫) 
小池真理子 著 
角川書店 
読売新聞 2016/04/17 

1981:7./ 190p 
978-4-04-149401-1 

本体 ¥340+税

*9784041494011*

 

これで駄目なら～若い君たちへ－卒業式講演集～ 
カート・ヴォネガット 著 
飛鳥新社 
現代アメリカ文学を体現する作家のひとりである、カート・ヴォネガットの講演

集。「金の稼ぎ方、愛の見つけ方!」「大学に行ってないとか気にするな!」など、

こころが開く 9 つの講演と、箴言集を収録。 

 
読売新聞 2016/04/17 

2016:1./ 142p 
978-4-86410-408-1 

本体 ¥1,600+税

*9784864104081*

 

マルクス思想の核心～21 世紀の社会理論のために～(NHK ブックス 1237) 
鈴木 直 著 
ＮＨＫ出版 
貨幣、賃金労働、自由主義…経済活動に不可欠な諸要素には、どんな問題

が潜んでいるのか。資本主義の問題点を鋭く見抜いたマルクスの視点を踏ま

え、国際資本が国家から個人までも翻弄する現状を打破するための条件を提

示する。 

 
読売新聞 2016/04/17 

2016:1./ 285p 
978-4-14-091237-9 

本体 ¥1,400+税

*9784140912379*
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江戸の糞尿学 
永井 義男 著 
作品社 
裏長屋から、吉原、大奥までのトイレ事情、愛欲の場所だった便所、覗き、糞

尿趣味…。日本人にとって“糞尿”は産業であり、文化だった! 江戸時代にお

ける人々と糞尿の関係を、産業面・文化面など多面的に紹介する。 

 
読売新聞 2016/04/17 

2016:1./ 285p 
978-4-86182-555-2 

本体 ¥2,400+税

*9784861825552*

 

工学部ヒラノ教授の介護日誌 
今野 浩 著 
青土社 
子育ても一段落、これからは夫婦の充実した時間が待っている。そう思ってい

た矢先、妻の突然の発病。病院通いのストレス、仕事と介護の両立、在宅介護

と施設介護…。絶望と希望の間を揺れ動く、19 年におよぶ老老介護の記録。 

 
読売新聞 2016/04/17 

2016:2./ 218p 
978-4-7917-6911-7 

本体 ¥1,800+税

*9784791769117*

 

僕はしゃべるためにここへ来た 増補版(新潮文庫 か-75-1) 
笠井 信輔 著 
新潮社 
言葉にしなければならない。僕は、しゃべるためにここ、被災地に来たのだか

ら…。東日本大震災の被災地へ入ったリポーターが、テレビ報道の裏側、震

災報道の真実を綴る。新章「あの日から 5 年-」を追加して文庫化。 

 
読売新聞 2016/04/17 

2016:3./ 333p 
978-4-10-120291-4 

本体 ¥550+税

*9784101202914*

 

鎌倉幕府と朝廷(岩波新書 新赤版 1580) 
近藤 成一 著 
岩波書店 
朝廷と並立する鎌倉幕府の統治のあり方はなぜ生まれたのか。そのことは日

本社会をどう変えたのか。源平争乱から幕府誕生、執権政治の時代、そしてモ

ンゴル戦争を経て崩壊に至るまでの約 150 年間をひもとく。 

 
読売新聞 2016/04/17 

2016:3./ 7p,259p,17p 
978-4-00-431580-3 

本体 ¥820+税

*9784004315803*

 

軍神の血脈～楠木正成秘伝～(講談社文庫 た 88-38) 
高田 崇史 著 
講談社 
楠木正成の死に纏わる恐るべき事実を発見した修吉は、毒を射たれ瀕死の重

体に。孫娘の瑠璃が、祖父の命を救うため、正成の謎を追う! 

 
読売新聞 2016/04/17 

2016:3./ 374p 
978-4-06-293333-9 

本体 ¥720+税

*9784062933339*

 

空海の座標～存在とコトバの深秘学～ 
高木 訷元 著 
慶應義塾大学出版会 
空海真言思想の真髄を描き出す 

 
読売新聞 2016/04/17 

2016:3./ 4p,288p 
978-4-7664-2309-9 

本体 ¥2,800+税

*9784766423099*
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中国の古橋～悠久の時を超えて～ 
榊 晃弘 著 
花乱社 
世界一美しいといわれる盧溝橋、中国現存 古とされる趙州橋などの代表的

な銘橋から、庶民の暮らしと往来を支えてきた風雨橋や吊り橋まで、それぞれ

の自然と風土に根差した中国の古橋を写真で紹介する。 

 
読売新聞 2016/04/17 

2016:3./ 158p 
978-4-905327-55-4 

本体 ¥5,200+税

*9784905327554*

 

求道心～誰も語れない将棋天才列伝～(SB 新書 335) 
加藤 一二三 著 
ＳＢクリエイティブ 
勝負師の思考法 

 
読売新聞 2016/04/17 

2016:3./ 206p 
978-4-7973-8412-3 

本体 ¥800+税

*9784797384123*

 

外道クライマー 
宮城 公博 著 
集英社インターナショナル 
「 も野蛮で原始的な登山」と呼ばれる沢登り。那智の滝登攀による逮捕をき

っかけに、日本や台湾、タイの未知の渓谷に挑む筆者と沢ヤたち。地球上に

残された 後の秘境、ゴルジュに挑む壮絶なる冒険記。 

 
読売新聞 2016/04/17 

2016:3./ 277p 
978-4-7976-7317-3 

本体 ¥1,600+税

*9784797673173*

 

女と味噌汁 改訂新版(集英社文庫 ひ 1-14) 
平岩 弓枝 著 
集英社 
新宿の花柳界に生きる芸者・千佳子には、なぜだか次々と、厄介なもめごとが

降りかかる。浮気や嫁姑問題、後輩の恋愛騒動…。料理の腕も活かしながら、

千佳子はそれらを解決していく。昭和の女の生き様を描く、平岩文学の傑作。 

 
読売新聞 2016/04/17 

2016:3./ 259p 
978-4-08-745426-0 

本体 ¥500+税

*9784087454260*

 

日常まるごと英語表現ハンドブック～英語習慣をつくる!～ 
田中 茂範、阿部 一 著 
コスモピア 
日常の何気ない動作や関連するつぶやきを英語で表現できるように、生活シ

ーンや話題ごとに表現を整理・網羅したハンドブック。 

 
読売新聞 2016/04/17 

2016:3./ 665p 
978-4-86454-083-4 

本体 ¥2,000+税

*9784864540834*

 

睡眠薬中毒～効かなくなってもやめられない～(PHP 新書 1036) 
内海 聡 著 
ＰＨＰ研究所 
「副作用はありません」はウソ。ゲートウェイ・ドラッグといわれ、依存性が高く、う

つ病に発展していく人もいる。危険なクスリ、睡眠薬の正体と、依存から脱する

ためにはどうしたらよいかをわかりやすく解説する。 

 
読売新聞 2016/04/17 

2016:3./ 189p 
978-4-569-82438-3 

本体 ¥780+税

*9784569824383*
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永谷脩の仕事～野球人に最も愛されたスポーツライター～(Sports Graphic 
Number PLUS) 
永谷 脩、石田 雄太 著 
文藝春秋 
野球選手、監督からの信頼が厚く、数々のインタビューで本音を引き出したス

ポーツライター永谷脩の仕事を集成。永谷が 33 年もの長きにわたって

『Number』に寄稿した 1000 本を超える作品から、珠玉の 53 篇を収録。 

 
読売新聞 2016/04/17 

2016:3./ 524p 
978-4-16-008217-5 

本体 ¥1,800+税

*9784160082175*

 

第一次世界大戦史～諷刺画とともに見る指導者たち～(中公新書 2368) 
飯倉 章 著 
中央公論新社 
第一次世界大戦の渦中、皇帝や政治家、軍人などの指導者は、どのような選

択と行動をし、それは戦況にいかなる影響をもたらしたのか。当時の諷刺画を

多数織り交ぜ、850 万人以上の戦死者を出した大戦の軌跡をたどる。 

 
読売新聞 2016/04/17 

2016:3./ 8p,266p 
978-4-12-102368-1 

本体 ¥840+税

*9784121023681*

 

小さな本の大きな世界 
長田 弘、酒井 駒子 著 
クレヨンハウス 
長田弘さんが昨年亡くなる直前まで、11 年間書き続けた新聞連載エッセイ

145 編。絵本作家、酒井駒子さんの絵とともに 1 冊にまとめられました。絵本、

童話、児童書、図鑑など、様々な本を通して「大きな世界」の広がりを感じさせ

てくれます。 

 
読売新聞 2016/04/17 

2016:4./ 301p 
978-4-86101-326-3 

本体 ¥3,200+税

*9784861013263*

 

はじめての連句～つくり方と楽しみ方～ 
坂本 砂南、鈴木 半酔 著 
木魂社 
「連句」という「言葉遊びゲーム」の概要をシンプルに解説した入門書。基本原

則(ルール)、大まかな俳諧史、実作の進め方、多様な楽しみ方、効能やマナ

ーを紹介。実作例、対談、作品鑑賞も掲載する。 

 
読売新聞 2016/04/17 

2016:4./ 171p 
978-4-87746-118-8 

本体 ¥1,700+税

*9784877461188*

 

くちづける～窪島誠一郎詩集～ 
窪島 誠一郎 著 
アーツアンドクラフツ 
棺に そっと くちづける 棺には 一生を終えた わたしの亡骸が 入っている

(「くちづける」より) 2015 年末にクモ膜下出血でたおれた著者が生と死、芸術、

社会と向きあった 36 篇を収めた詩集。 

 
読売新聞 2016/04/19 

2016:4./ 149p 
978-4-908028-12-0 

本体 ¥2,200+税

*9784908028120*

 

腑抜けども、悲しみの愛を見せろ(講談社文庫) 
本谷 有希子 著 
講談社 
読売新聞 2016/04/24 

2007:5./ 215p 
978-4-06-275741-6 

本体 ¥448+税

*9784062757416*
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芥川竜之介短篇集 
芥川 竜之介、ジェイ・ルービン 著 
新潮社 
「アクタガワは、突如現われた新人作家のような興奮を与えてくれる」英語圏で

高い評価を受けた芥川の名作・埋もれた傑作 18 篇を、物語が設定されている

時代順に収録。 

 
読売新聞 2016/04/24 

2007:6./ 317p 
978-4-10-304871-8 

本体 ¥1,600+税

*9784103048718*

 

芥川龍之介全集(全 8 巻)(ちくま文庫) 
芥川龍之介 著 
筑摩書房 
読売新聞 2016/04/24 

1987:4. 
978-4-480-02080-2 

本体 ¥6,920+税

*9784480020802*

 

鍵・瘋癲老人日記 改版(新潮文庫) 
谷崎 潤一郎 著 
新潮社 
読売新聞 2016/04/24 

2001:10./ 446p 
978-4-10-100515-7 

本体 ¥630+税

*9784101005157*

 

卍 改版(新潮文庫) 
谷崎 潤一郎 著 
新潮社 
読売新聞 2016/04/24 

1969:4./ 199p 
978-4-10-100508-9 

本体 ¥490+税

*9784101005089*

 

蜘蛛の糸・杜子春 改版(新潮文庫) 
芥川 竜之介 著 
新潮社 
読売新聞 2016/04/24 

1985:1./ 151p 
978-4-10-102503-2 

本体 ¥320+税

*9784101025032*

 

猫と庄造と二人のおんな 改版(新潮文庫) 
谷崎 潤一郎 著 
新潮社 
読売新聞 2016/04/24 

2000:5./ 149p 
978-4-10-100505-8 

本体 ¥400+税

*9784101005058*

 

羅生門・鼻 改版(新潮文庫) 
芥川 竜之介 著 
新潮社 
読売新聞 2016/04/24 

2005:10./ 301p 
978-4-10-102501-8 

本体 ¥370+税

*9784101025018*
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痴人の愛 改版(新潮文庫) 
谷崎 潤一郎 著 
新潮社 
読売新聞 2016/04/24 

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

本体 ¥670+税

*9784101005010*

 

細雪<下> 改版(新潮文庫) 
谷崎 潤一郎 著 
新潮社 
読売新聞 2016/04/24 

1997:4./ 420p 
978-4-10-100514-0 

本体 ¥710+税

*9784101005140*

 

芥川龍之介全集<1> 羅生門・鼻・芋粥(ちくま文庫) 
芥川龍之介 著 
筑摩書房 
読売新聞 2016/04/24 

1986:9./ 430p 
978-4-480-02081-9 

本体 ¥800+税

*9784480020819*

 

芥川龍之介全集<2> 蜘蛛の糸・地獄変・奉教人の死(ちくま文庫) 
芥川龍之介 著 
筑摩書房 
読売新聞 2016/04/24 

1986:10./ 467p 
978-4-480-02082-6 

本体 ¥800+税

*9784480020826*

 

芥川龍之介全集<3>(ちくま文庫) 
芥川龍之介 著 
筑摩書房 
読売新聞 2016/04/24 

1986:12./ 515p 
978-4-480-02083-3 

本体 ¥840+税

*9784480020833*

 

芥川龍之介全集<4>(ちくま文庫) 
芥川龍之介 著 
筑摩書房 
読売新聞 2016/04/24 

1987:1./ 439p 
978-4-480-02084-0 

本体 ¥800+税

*9784480020840*

 

芥川龍之介全集<5> 六の宮の姫君・お富の貞操・大導寺信輔の半生(ちくま

文庫) 
芥川龍之介 著 
筑摩書房 
読売新聞 2016/04/24 

1987:2./ 504p 
978-4-480-02085-7 

本体 ¥840+税

*9784480020857*

 

芥川龍之介全集<6> 河童・歯車・或阿呆の一生(ちくま文庫） 
芥川龍之介 著 
筑摩書房 
読売新聞 2016/04/24 

1987:3./ 491p 
978-4-480-02086-4 

本体 ¥840+税

*9784480020864*
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細雪<上> 改版(新潮文庫) 
谷崎 潤一郎 著 
新潮社 
読売新聞 2016/04/24 

1997:4./ 284p 
978-4-10-100512-6 

本体 ¥550+税

*9784101005126*

 

細雪<中> 改版(新潮文庫) 
谷崎 潤一郎 著 
新潮社 
読売新聞 2016/04/24 

1989:1./ 313p 
978-4-10-100513-3 

本体 ¥630+税

*9784101005133*

 

河童・或阿呆の一生 改版(新潮文庫) 
芥川 竜之介 著 
新潮社 
読売新聞 2016/04/24 

1990:1./ 249p 
978-4-10-102506-3 

本体 ¥400+税

*9784101025063*

 

地獄変・偸盗 改版(新潮文庫 あ-1-2) 
芥川 龍之介 著 
新潮社 
読売新聞 2016/04/24 

2011:10./ 248p 
978-4-10-102502-5 

本体 ¥370+税

*9784101025025*

 

芥川龍之介全集<7>(ちくま文庫) 
芥川龍之介 著 
筑摩書房 
読売新聞 2016/04/24 

1989:7./ 564p 
978-4-480-02334-6 

本体 ¥1,000+税

*9784480023346*

 

芥川龍之介全集<8>(ちくま文庫) 
芥川龍之介 著 
筑摩書房 
読売新聞 2016/04/24 

1989:8./ 566p 
978-4-480-02335-3 

本体 ¥1,000+税

*9784480023353*

 

潤一郎ラビリンス<1> 初期短編集(中公文庫) 
谷崎 潤一郎、千葉 俊二 著 
中央公論社 
読売新聞 2016/04/24 

1998:5./ 278p 
978-4-12-203148-7 

本体 ¥838+税

*9784122031487*

 

潤一郎ラビリンス<2> マゾヒズム小説集(中公文庫) 
谷崎 潤一郎、千葉 俊二 著 
中央公論社 
読売新聞 2016/04/24 

1998:6./ 288p 
978-4-12-203173-9 

本体 ¥838+税

*9784122031739*
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潤一郎ラビリンス<3> 自画像(中公文庫) 
谷崎 潤一郎、千葉 俊二 著 
中央公論社 
読売新聞 2016/04/24 

1998:7./ 303p 
978-4-12-203198-2 

本体 ¥838+税

*9784122031982*

 

潤一郎ラビリンス<4> 近代情痴集(中公文庫) 
谷崎 潤一郎、千葉 俊二 著 
中央公論社 
読売新聞 2016/04/24 

1998:8./ 324p 
978-4-12-203223-1 

本体 ¥838+税

*9784122032231*

 

潤一郎ラビリンス<5> 少年の王国(中公文庫) 
谷崎 潤一郎、千葉 俊二 著 
中央公論社 
読売新聞 2016/04/24 

1998:9./ 297p 
978-4-12-203247-7 

本体 ¥838+税

*9784122032477*

 

潤一郎ラビリンス<6> 異国綺談(中公文庫) 
谷崎 潤一郎、千葉 俊二 著 
中央公論社 
読売新聞 2016/04/24 

1998:10./ 319p 
978-4-12-203270-5 

本体 ¥838+税

*9784122032705*

 

潤一郎ラビリンス<7> 怪奇幻想倶楽部(中公文庫) 
谷崎 潤一郎、千葉 俊二 著 
中央公論社 
読売新聞 2016/04/24 

1998:11./ 299p 
978-4-12-203294-1 

本体 ¥838+税

*9784122032941*

 

潤一郎ラビリンス<8> 犯罪小説集(中公文庫) 
谷崎 潤一郎、千葉 俊二 著 
中央公論社 
読売新聞 2016/04/24 

1998:12./ 291p 
978-4-12-203316-0 

本体 ¥838+税

*9784122033160*

 

潤一郎ラビリンス<9> 浅草小説集(中公文庫) 
谷崎 潤一郎、千葉 俊二 著 
中央公論社 
読売新聞 2016/04/24 

1999:1./ 308p 
978-4-12-203338-2 

本体 ¥838+税

*9784122033382*

 

潤一郎ラビリンス<10> 分身物語(中公文庫) 
谷崎 潤一郎、千葉 俊二 著 
中央公論新社 
読売新聞 2016/04/24 

1999:2./ 341p 
978-4-12-203360-3 

本体 ¥838+税

*9784122033603*
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潤一郎ラビリンス<11> 銀幕の彼方(中公文庫) 
谷崎 潤一郎、千葉 俊二 著 
中央公論新社 
読売新聞 2016/04/24 

1999:3./ 318p 
978-4-12-203383-2 

本体 ¥838+税

*9784122033832*

 

潤一郎ラビリンス<12> 神と人との間(中公文庫) 
谷崎 潤一郎、千葉 俊二 著 
中央公論新社 
読売新聞 2016/04/24 

1999:4./ 347p 
978-4-12-203405-1 

本体 ¥838+税

*9784122034051*

 

潤一郎ラビリンス<13> 官能小説集(中公文庫) 
谷崎 潤一郎、千葉 俊二 著 
中央公論新社 
読売新聞 2016/04/24 

1999:5./ 323p 
978-4-12-203426-6 

本体 ¥838+税

*9784122034266*

 

潤一郎ラビリンス<14> 女人幻想(中公文庫) 
谷崎 潤一郎、千葉 俊二 著 
中央公論新社 
読売新聞 2016/04/24 

1999:6./ 318p 
978-4-12-203448-8 

本体 ¥838+税

*9784122034488*

 

潤一郎ラビリンス<15> 横浜ストーリー(中公文庫) 
谷崎 潤一郎、千葉 俊二 著 
中央公論新社 
読売新聞 2016/04/24 

1999:7./ 330p 
978-4-12-203467-9 

本体 ¥838+税

*9784122034679*

 

潤一郎ラビリンス<16> 戯曲傑作集(中公文庫) 
谷崎 潤一郎、千葉 俊二 著 
中央公論新社 
読売新聞 2016/04/24 

1999:8./ 314p 
978-4-12-203487-7 

本体 ¥838+税

*9784122034877*

 

宇宙画の 150 年史～宇宙・ロケット・エイリアン～ 
ロン・ミラー 著 
河出書房新社 
ヴェルヌの『月世界旅行』挿絵からギーガーの『エイリアン』まで、人類の夢と叡

智が生んだ科学的「想像宇宙」を 320 作品で網羅! 

 
読売新聞 2016/04/24 

2015:12./ 223p 
978-4-309-25337-4 

本体 ¥3,800+税

*9784309253374*



 50  

 

夢のひとしずく能への思い 
粟谷 明生 著 
ぺりかん社 
子方(子役)時代から青年期、そして現在まで。人間国宝・粟谷菊生を父に持

ち、演能に邁進してきた著者が綴る粟谷明生版「能語り」。 

 
読売新聞 2016/04/24 

2016:1./ 285p 
978-4-8315-1430-1 

本体 ¥3,500+税

*9784831514301*

 

ルポ雇用なしで生きる～スペイン発「もうひとつの生き方」への挑戦～ 
工藤 律子 著 
岩波書店 
深刻な不況と高い失業率に苦しむスペインで、「雇用」なしでも豊かに暮らす

ための取り組みが盛んになっている。「時間銀行」や「地域通貨」などの試みを

紹介し、既存の経済・社会システムに依存しない生き方を探る。 

 
読売新聞 2016/04/24 

2016:2./ 11p,194p 
978-4-00-022944-9 

本体 ¥2,000+税

*9784000229449*

 

怪物的思考～近代思想の転覆者ディドロ～(講談社選書メチエ 619) 
田口 卓臣 著 
講談社 
自然を支配し、統制できると信じてきた啓蒙的な合理主義の限界が露呈する

今、常識的思考を心地よく覆すスリリングな思想史! 

 
読売新聞 2016/04/24 

2016:3./ 246p 
978-4-06-258622-1 

本体 ¥1,650+税

*9784062586221*

 

ガルブレイス～アメリカ資本主義との格闘～(岩波新書 新赤版 1593) 
伊東 光晴 著 
岩波書店 
リベラルで革新的な思想を持ち続けた経済学者ガルブレイス。20 世紀アメリカ

を代表する「経済学の巨人」は何と闘い続けたのか? 「経済学のパラダイムの

転換」などの要素を備えた彼の主要著作を読み解く。 

 
読売新聞 2016/04/24 

2016:3./ 13p,216p,8p 
978-4-00-431593-3 

本体 ¥800+税

*9784004315933*

 

学びとは何か～<探究人>になるために～(岩波新書 新赤版 1596) 
今井 むつみ 著 
岩波書店 
人の記憶や思考の仕方、心と脳の中での知識のあり方、新しい知識の獲得の

仕方などについて、認知科学で明らかにされてきたことを解説。そこから「よい

学び」を考えていくためのヒントを提供する。 

 
読売新聞 2016/04/24 

2016:3./ 14p,230p,7p 
978-4-00-431596-4 

本体 ¥800+税

*9784004315964*

 

私を通りすぎたスパイたち 
佐々 淳行 著 
文藝春秋 
警察官になったとたん「ラストボロフ事件」の捜査に尽力。CIA・FBI でスパイ特

訓を受け、北朝鮮スパイと闘争、英国 MI5 に監視され…。佐々淳行がさまざま

な形で遭遇したスパイたちを回想する。 

 
読売新聞 2016/04/24 

2016:3./ 278p 
978-4-16-390427-6 

本体 ¥1,500+税

*9784163904276*
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橋を渡る 
吉田 修一 著 
文藝春秋 
大切な人の不倫、不正、裏切り。正義によって裁くか、見ないふりをするか。や

さしさに流されてきた 3 人の男女が立ち止まるとき-。新次元の群像ドラマ。『週

刊文春』連載に加筆して単行本化。 

 
読売新聞 2016/04/24 

2016:3./ 435p 
978-4-16-390425-2 

本体 ¥1,800+税

*9784163904252*

 

偶然を生きる(角川新書 K-73) 
冲方 丁 著 
KADOKAWA 
人生の攻略法はこの認識にある――。 

 
読売新聞 2016/04/24 

2016:3./ 223p 
978-4-04-102972-5 

本体 ¥800+税

*9784041029725*

 

スーツケース起業家～それは、自由に旅して十分に稼ぐ、新しい生き方～ 
ナタリー・シッソン 著 
三五館 
もうオフィスも、上司も部下も要らない。必要なのは、スマホと真っ当なアイディ

アだけ!投資ほぼゼロ、ブログひとつで 10 万ドル以上の年収を稼ぐまでになっ

た著者が、新しい働き方&生き方を伝授する。 

 
読売新聞 2016/04/24 

2016:2./ 229p 
978-4-88320-659-9 

本体 ¥1,400+税

*9784883206599*

 

野武士、西へ～二年間の散歩～(集英社文庫 く 30-1) 
久住 昌之 著 
集英社 
月イチ散歩で大阪まで!ガイド見ない。地図見ない。ネット見ない。何が見える?
何が見えない?何を見つけた?道に迷いつつ、居酒屋で人生を思いながら、大

阪まで歩いた著者が、「二年間の散歩」を綴る。 

 
読売新聞 2016/04/24 

2016:3./ 348p 
978-4-08-745422-2 

本体 ¥700+税

*9784087454222*

 

恭一郎と七人の叔母 
小路 幸也 著 
徳間書店 
女系大家族に暮らす更屋恭一郎には、七人の叔母がいる。母を含めた八人

姉妹は、みなそれぞれに個性豊かで魅力的。彼女たちを間近で見ていた恭

一郎が語る、ちょっと懐かしく新しい家族小説。『読楽』掲載を加筆修正し単行

本化。 

 
読売新聞 2016/04/24 

2016:3./ 278p 
978-4-19-864126-9 

本体 ¥1,600+税

*9784198641269*

 

日本名作シナリオ選<上巻> 
日本シナリオ作家協会「日本名作シナリオ選」出版委員会 編 
日本シナリオ作家協会 
「日本シナリオ大系」に収録された日本映画史に名を刻む名作シナリオ全 127
本から、さらに傑作を厳選。上巻は、「無法松の一生」「羅生門」「東京物語」

「夫婦善哉」など全 11 本を掲載。 

 
読売新聞 2016/04/24 

2016:2./ 405p 
978-4-907881-03-0 

本体 ¥2,000+税

*9784907881030*
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日本名作シナリオ選<下巻> 
日本シナリオ作家協会「日本名作シナリオ選」出版委員会 編 
日本シナリオ作家協会 
「日本シナリオ大系」に収録された日本映画史に名を刻む名作シナリオ全 127
本から、さらに傑作を厳選。下巻は、「切腹」「にっぽん昆虫記」「砂の器」「新幹

線大爆破」「幸福の黄色いハンカチ」など全 10 本を掲載。 

 
読売新聞 2016/04/24 

2016:2./ 413p 
978-4-907881-04-7 

本体 ¥2,000+税

*9784907881047*

 

カラスの教科書(講談社文庫 ま 75-1) 
松原 始 著 
講談社 
カラス馬鹿一代を自称する気鋭の動物行動学者が、賢いのにとかく忌み嫌わ

れがちな真っ黒けの鳥の魅力を徹底追及したカラスの入門書。 

 
読売新聞 2016/04/24 

2016:3./ 361p 
978-4-06-293357-5 

本体 ¥720+税

*9784062933575*

 

肉筆で読む作家の手紙 
青木 正美 著 
本の雑誌社 
古本屋の店主が集めてきた作家の直筆手紙・葉書の中から作家の知られざる

エピソード、人間性を読み解いていくドキュメント。 

 
読売新聞 2016/04/24 

2016:3./ 301p 
978-4-86011-283-7 

本体 ¥2,000+税

*9784860112837*

 

安高団兵衛の記録簿～「時間」と競争したある農民の一生～ 
時里 奉明 著 
弦書房 
明治～昭和を生きた篤農家・安高団兵衛。あらゆることを記した〈記録魔〉団兵

衛の膨大な史料からみる当時の「代表的」日本人の生き方。 

 
読売新聞 2016/04/24 

2016:4./ 199p 
978-4-86329-132-4 

本体 ¥1,900+税

*9784863291324*

 

幕末!疾風伝 
天野 純希 著 
中央公論新社 
時は幕末。倒幕だ佐幕だ攘夷だ開国だ、と意識の高い周囲にうんざりした

日々を過ごしていた浪人・松浦佐太郎。だが、謎の志士に「勤皇」という思想を

吹き込まれ、覚醒する!?歴史小説の気鋭が放つ、傑作幕末青春物語。 

 
読売新聞 2016/04/24 

2016:3./ 307p 
978-4-12-004805-0 

本体 ¥1,500+税

*9784120048050*

 

マチネの終わりに 
平野 啓一郎 著 
毎日新聞出版 
深く愛し合いながら一緒になることが許されなかった蒔野聡史と小峰洋子。2
人はなぜ別れなければならなかったのか。そして、再び巡り逢えるのか。恋の

仕方を忘れた大人に贈る恋愛小説。『毎日新聞』連載を単行本化。 

 
読売新聞 2016/04/26 

2016:4./ 406p 
978-4-620-10819-3 

本体 ¥1,700+税

*9784620108193*
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遠野物語 新版(角川ソフィア文庫) 
柳田 国男 著 
角川書店 
日本経済新聞 2016/04/03 

2004:5./ 268p 
978-4-04-308320-6 

本体 ¥520+税

*9784043083206*

 

風と光と二十の私と・いずこへ～他十六篇～(岩波文庫) 
坂口 安吾 著 
岩波書店 
日本経済新聞 2016/04/03 

2008:11./ 420p 
978-4-00-311823-8 

本体 ¥860+税

*9784003118238*

 

饗宴(ワイド版岩波文庫) 
プラトン、久保 勉 著 
岩波書店 
一堂に会した人々がワインの杯を重ねつつ次々にエロス(愛)賛美の演説を試

みる。 後に立ったソクラテスが、エロスはフィロソフィア(知恵の愛)にまで高ま

ると説く。プラトンの対話篇。 

 
日本経済新聞 2016/04/03 

2009:11./ 193p 
978-4-00-007316-5 

本体 ¥1,100+税

*9784000073165*

 

昭和詩鈔(冨山房百科文庫) 
萩原朔太郎 著 
冨山房 
日本経済新聞 2016/04/03 

1977:11./ 360p 
978-4-572-00110-8 

本体 ¥854+税

*9784572001108*

 

山田風太郎明治小説全集<8> エドの舞踏会(ちくま文庫) 
山田 風太郎 著 
筑摩書房 
日本経済新聞 2016/04/03 

1997:8./ 429p 
978-4-480-03348-2 

本体 ¥1,100+税

*9784480033482*

 

両手いっぱいの言葉～413 のアフォリズム～(新潮文庫) 
寺山 修司 著 
新潮社 
日本経済新聞 2016/04/03 

1997:10./ 277p 
978-4-10-143021-8 

本体 ¥590+税

*9784101430218*

 

海の熊野 
三石 学 編 
森話社 
神話の時代より黒潮に洗われながら、さまざまな文化を受け取り、そして発信し

てきた熊野。補陀落渡海や漂着神、海を舞台にした祭り、熊野漁民の活躍な

ど、「海の熊野」の文化を見つめ直す。 

 
日本経済新聞 2016/04/03 

2011:6./ 411p 
978-4-86405-025-8 

本体 ¥3,500+税

*9784864050258*
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暗黒の大陸～ヨーロッパの 20 世紀～ 
マーク・マゾワー、中田 瑞穂、網谷 龍介 著 
未来社 
ヨーロッパ大陸の 20 世紀は、進歩・繁栄につねに彩られた成功と必然の物語

だったのだろうか。政治、経済、社会、民族、福祉、性など多角的なテーマから

時代を分析し、ヨーロッパ現代史の暗部と栄光を語る。 

 
日本経済新聞 2016/04/03 

2015:12./ 522p,31p 
978-4-624-11205-9 

本体 ¥5,800+税

*9784624112059*

 

中世社会のはじまり(岩波新書 新赤版 1579) 
五味 文彦 著 
岩波書店 
中世社会の基本的な枠組みを提示し、中世のはじまりとなる院政時代を叙述。

後三条天皇の政治から、白河・鳥羽・後白河院政の各時期のあり方を、武士の

台頭とあわせて考察。職能などの文化面も取り上げる。 

 
日本経済新聞 2016/04/03 

2016:1./ 7p,242p,18p 
978-4-00-431579-7 

本体 ¥820+税

*9784004315797*

 

人類と家畜の世界史 
ブライアン・フェイガン、東郷 えりか 著 
河出書房新社 
1 万 5000 年前から人類は家畜と生きてきた。犬、羊、豚、牛、馬などを中心

に、家畜が世界各地でいかに歴史を変えてきたかを描く。 

 
日本経済新聞 2016/04/03 

2016:1./ 357p 
978-4-309-25339-8 

本体 ¥2,600+税

*9784309253398*

 

外食国際化のダイナミズム～新しい「越境のかたち」～ 
川端 基夫 著 
新評論 
外食海外進出ブームの実態を精緻に分析解明 

 
日本経済新聞 2016/04/03 

2016:1./ 14p,312p 
978-4-7948-1026-7 

本体 ¥2,800+税

*9784794810267*

 

1998 年の宇多田ヒカル(新潮新書 650) 
宇野 維正 著 
新潮社 
「史上 も CD が売れた年」に奇跡のように揃って登場した、宇多田ヒカル、椎

名林檎、aiko、浜崎あゆみ。その栄光と苦悩に「革新・逆襲・天才・孤独」をキ

ーワードに迫る。 

 
日本経済新聞 2016/04/03 

2016:1./ 223p 
978-4-10-610650-7 

本体 ¥740+税

*9784106106507*

 

小倉昌男 祈りと経営～ヤマト「宅急便の父」が闘っていたもの～ 
森 健 著 
小学館 
ヤマト「宅急便の父」が胸に秘めていた思い 

 
日本経済新聞 2016/04/03 

2016:1./ 270p 
978-4-09-379879-2 

本体 ¥1,600+税

*9784093798792*
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ゼロヴィル 
スティーヴ・エリクソン、柴田 元幸 著 
白水社 
語り手がさまざまな映画に言及し、映画に組み込まれ、映画を生きる……無意

識や闇が銀幕に映写されるがごとき、特異な「映画小説」。 

 
日本経済新聞 2016/04/03 

2016:2./ 462p 
978-4-560-08489-2 

本体 ¥3,400+税

*9784560084892*

 

健康長寿のための医学(岩波新書 新赤版 1588) 
井村 裕夫 著 
岩波書店 
糖尿病、認知症など具体的な病気の事例を通して、人生の早い時期から自分

の体について考える「ライフコース・ヘルスケア」、発症する前に<予防>する

「先制医療」を、近年の研究成果に基づき解説する。 

 
日本経済新聞 2016/04/03 

2016:2./ 11p,184p,7p 
978-4-00-431588-9 

本体 ¥760+税

*9784004315889*

 

母の母、その彼方に 
四方田 犬彦 著 
新潮社 
戦前の関西婦人会に令名を馳せ、幼児教育の理想を貫いた柳子。美食家の

美恵。宝塚に憧れるお転婆娘の昌子…。四方田家の女性たちを通して語る、

明治時代から戦後までの痛快物語。『考える人』連載に加筆して単行本化。 

 
日本経済新聞 2016/04/03 

2016:2./ 237p 
978-4-10-367108-4 

本体 ¥1,900+税

*9784103671084*

 

まく子 
西 加奈子 著 
福音館書店 
その少女には、とてつもなく大きな秘密があった。西加奈子、直木賞受賞後初

の書き下ろし。誰しもに訪れる「奇跡」の物語。 

 
日本経済新聞 2016/04/03 

2016:2./ 253p 
978-4-8340-8238-8 

本体 ¥1,500+税

*9784834082388*

 

「おじぎ」の日本文化(角川ソフィア文庫 N201-4) 
神崎 宣武 著 
KADOKAWA 
外国人にはいまだ奇妙に映る日本人の所作、「おじぎ」の不思議の謎を解く! 

 
日本経済新聞 2016/04/03 

2016:3./ 223p 
978-4-04-400008-0 

本体 ¥880+税

*9784044000080*

 

最新新幹線事情～歴史、技術、サービス、そして未来～(平凡社新書 805) 
梅原 淳 著 
平凡社 
新幹線の過去・現在・未来が一冊でわかる! 

 
日本経済新聞 2016/04/03 

2016:3./ 285p 
978-4-582-85805-1 

本体 ¥820+税

*9784582858051*
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携帯乳児 
紺野 仲右ヱ門 著 
日本経済新聞出版社 
私は生まれてくるべきではなかった。けれど、今お腹にいるこの子は…。新し

い命へと導かれる、損なわれた家族の再生の物語。刑務所で生まれた子供を

通して生の尊厳を問う、まったく新しい犯罪小説。 

 
日本経済新聞 2016/04/03 

2016:2./ 231p 
978-4-532-17138-4 

本体 ¥1,600+税

*9784532171384*

 

かかわらなければ路傍の人～塔和子の詩の世界～ 
川崎 正明 著 
編集工房ノア 
ああ 何億の人がいようとも かかわらなければ路傍の人(「胸の泉に」より) ハン

セン病隔離の島で一生を終えた詩人・塔和子。命の根源を求める魂の詩の成

りたちを、身近にかかわった著者が伝える。 

 
日本経済新聞 2016/04/03 

2016:2./ 260p 
978-4-89271-248-7 

本体 ¥2,000+税

*9784892712487*

 

決定の本質～キューバ・ミサイル危機の分析～<1> 第 2 版(NIKKEI BP 
CLASSICS) 
グレアム・アリソン、フィリップ・ゼリコウ 著 
日経ＢＰ社 
米ソ核戦争はどうやって回避されたのか。1962 年 10 月の危機の過程を 3 モ

デルで分析した政策決定論、国際関係論の名著。1 は、「合理的アクター」「組

織行動」を解説し、合理的アクター・モデルによる分析を掲載する。 

 
日本経済新聞 2016/04/03 

2016:3./ 417p 
978-4-8222-5128-4 

本体 ¥2,400+税

*9784822251284*

 

決定の本質～キューバ・ミサイル危機の分析～<2> 第 2 版(NIKKEI BP 
CLASSICS) 
グレアム・アリソン、フィリップ・ゼリコウ 著 
日経ＢＰ社 
米ソ核戦争はどうやって回避されたのか。1962 年 10 月の危機の過程を 3 モ

デルで分析した政策決定論、国際関係論の名著。2 は、「政府内政治」を解説

し、組織行動モデル、政府内政治モデルによる分析を掲載する。 

 
日本経済新聞 2016/04/03 

2016:3./ 475p 
978-4-8222-5129-1 

本体 ¥2,400+税

*9784822251291*

 

指紋と近代～移動する身体の管理と統治の技法～ 
高野 麻子 著 
みすず書房 
なぜ指先の紋様なのか。近代的統治の課題とは何だったのか。そこにはどの

ような暴力が内在しているのか。イギリス帝国の「指紋法」から日本帝国、さらに

グローバル化時代へと続く、生体認証技術の歴史的変遷を描く。 

 
日本経済新聞 2016/04/03、朝日新聞 2016/04/10 

2016:2./ 265p,22p 
978-4-622-07967-5 

本体 ¥3,700+税

*9784622079675*
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豊田章男が愛したテストドライバー 
稲泉 連 著 
小学館 
人を鍛え、クルマを鍛えよ-。世界 大の自動車メーカー、トヨタの開発現場に

立ち続けたテストドライバー・成瀬弘と、その後ろ姿を追い、今は社長の座につ

いた豊田章男が、長年にわたって築き上げた師弟の物語。 

 
日本経済新聞 2016/04/03、朝日新聞 2016/04/10 

2016:3./ 318p 
978-4-09-389765-5 

本体 ¥1,600+税

*9784093897655*

 

ターミナルから荒れ地へ～「アメリカ」なき時代のアメリカ文学～ 
藤井 光 著 
中央公論新社 
21 世紀の新しいアメリカ文学を知る、刺激的な読書案内。「イシグロで焦り、ア

メリカを感じる」「大陸横断文学の今昔」「伯父さんと戦争」などのエッセイを収

録する。作家・作品紹介および参考文献も掲載。 

 
日本経済新聞 2016/04/03、毎日新聞 2016/04/24 

2016:3./ 265p 
978-4-12-004833-3 

本体 ¥1,850+税

*9784120048333*

 

西村伊作の楽しき住家～大正デモクラシーの住い～ 
田中 修司 著 
はる書房 
亭主の見栄や家の対面のためではなく、家族全員の団欒のための住い…。こ

の、現在では当たり前の住いのあり方を日本で 初に主張し実践した西村伊

作。その実践活動の全貌に迫る評伝。 

 
日本経済新聞 2016/04/10 

2001:10./ 243p 
978-4-89984-021-3 

本体 ¥1,900+税

*9784899840213*

 

教皇フランシスコの挑戦～闇から光へ～ 
ポール・バレリー、南條 俊二 著 
春秋社 
2013 年、世界の驚きと歓喜のうちに誕生した新教皇フランシスコ。彼を待ち受

けるものは…。カトリック教会の裏も表も知り尽くした熟練のジャーナリストが、

新教皇の半生とこれからの課題を浮き彫りにするドキュメンタリー。 

 
日本経済新聞 2016/04/10 

2014:10./ 9p,328p 
978-4-393-33335-8 

本体 ¥2,800+税

*9784393333358*

 

浅草公園凌雲閣十二階～失われた<高さ>の歴史社会学～ 
佐藤 健二 著 
弘文堂 
民間学者・喜多川周之の遺した膨大な資料をもとに、関東大震災前の浅草に

たつ凌雲閣十二階とそこに集う有名無名の群衆を描く。 

 
日本経済新聞 2016/04/10 

2016:1./ 415p 
978-4-335-55174-1 

本体 ¥4,200+税

*9784335551741*

 

戦争と一人の作家～坂口安吾論～ 
佐々木 中 著 
河出書房新社 
安吾を徹底的に読み直すことでその限界をあきらかにしながら、あらゆる安吾

論を葬りさり、文学と思想の本質にせまる決定的な論考。 

 
日本経済新聞 2016/04/10 

2016:2./ 285p 
978-4-309-24750-2 

本体 ¥2,200+税

*9784309247502*
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1980 年代(河出ブックス 089) 
斎藤 美奈子、成田 龍一 著 
河出書房新社 
戦後の転換点にして〈いま〉の源流でもある 80 年代。それはどんな時代だった

か。鼎談・論考・コラムを組み合わせ多角的に問い直す。 

 
日本経済新聞 2016/04/10 

2016:2./ 397p 
978-4-309-62489-1 

本体 ¥1,800+税

*9784309624891*

 

ダグラス・ノース制度原論 
ダグラス・C.ノース、瀧澤 弘和、中林 真幸、水野 孝之 著 
東洋経済新報社 
『なぜ国家は衰退するのか』『劣化国家』など、現代世界を読み解くベストセラ

ーの原点。制度論の大家による人類と経済の成長論。 

 
日本経済新聞 2016/04/10 

2016:2./ 12p,286p,19p 
978-4-492-31474-6 

本体 ¥3,800+税

*9784492314746*

 

日本語を作った男～上田万年とその時代～ 
山口 謠司 著 
集英社インターナショナル 
明治にはまだ「日本語(標準語)」はなかった。近代言語学をはじめて日本に導

入し、仮名遣いの統一などを通じ近代日本語の成立にきわめて大きな役割を

果たした国語学者・上田万年の生涯を描く。 

 
日本経済新聞 2016/04/10 

2016:2./ 549p 
978-4-7976-7261-9 

本体 ¥2,300+税

*9784797672619*

 

戦後日中関係と同窓会 
佐藤 量 著 
彩流社 
中国に設置された日本人学校には、日本人だけでなく一部の中国人も通い、

同じ教室で学び、同じ学生寮で生活した。当事者へのインタビューや日中同

窓生の往復書簡などをもとに、戦前から戦後にかけての彼らの生活史を描く。 

 
日本経済新聞 2016/04/10 

2016:2./ 225p 
978-4-7791-2206-4 

本体 ¥3,600+税

*9784779122064*

 

アーサーとジョージ 
ジュリアン・バーンズ、真野 泰、山崎 暁子 著 
中央公論新社 
医師から作家に転じたアーサー・コナン・ドイルと、生真面目な事務弁護士ジョ

ージ・エイダルジ。連続家畜殺しの罪を着せられたジョージの嘆願に応じたア

ーサーは、ホームズばりの観察力で潔白を直感し、真相究明に乗り出す。 

 
日本経済新聞 2016/04/10 

2016:1./ 491p 
978-4-12-004810-4 

本体 ¥3,000+税

*9784120048104*

 

キリスト教と戦争～「愛と平和」を説きつつ戦う論理～(中公新書 2360) 
石川 明人 著 
中央公論新社 
キリスト教の信者は、なぜ「愛と平和」を祈りつつ「戦争」ができるのか? 聖書の

記述や、アウグスティヌス、ルターなど著名な神学者たちの言葉を紹介しなが

ら、キリスト教徒がどのように武力行使を正当化するのか検証する。 

 
日本経済新聞 2016/04/10 

2016:1./ 5p,235p 
978-4-12-102360-5 

本体 ¥820+税

*9784121023605*
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ビジュアル新生バチカン～教皇フランシスコの挑戦～(NATIONAL GEO-
GRAPHIC) 
デイブ・ヨダー、ロバート・ドレイパー、高作 自子 著 
日経ナショナルジオグラフィック社 
カトリック教会のイメージを次々と塗り替える、“庶民派”教皇フランシスコ。彼が

挑むカトリック教会の大改造に密着取材し、その素顔と日常、2000 年の歴史と

独自文化を持つバチカンに、撮り下ろし写真で迫る。 

 
日本経済新聞 2016/04/10 

2016:2./ 253p 
978-4-86313-345-7 

本体 ¥2,800+税

*9784863133457*

 

ウイルスは生きている(講談社現代新書 2359) 
中屋敷 均 著 
講談社 
『生物と無生物のあいだ』から 9 年、新たなる科学スミステリーの傑作が誕生し

た。成毛眞氏が絶賛した「ウイルスを巡る不思議な物語」 

 
日本経済新聞 2016/04/10 

2016:3./ 198p 
978-4-06-288359-7 

本体 ¥740+税

*9784062883597*

 

本のなかの旅(中公文庫 ゆ 5-1) 
湯川 豊 著 
中央公論新社 
吉田健一、開高健、ヘミングウェイ、大岡昇平…。なにかにつきうごかされるよ

うに、旅を重ねた 18 人が遺した本から、それぞれの旅にまつわる記憶を読み

解く珠玉のエッセイ集。 

 
日本経済新聞 2016/04/10 

2016:2./ 301p 
978-4-12-206229-0 

本体 ¥880+税

*9784122062290*

 

中国(チャイナ)4.0～暴発する中華帝国～(文春新書 1063) 
エドワード・ルトワック 著 
文藝春秋 
「平和的台頭」(中国 1.0)路線を採ってきた中国は、「対外強硬」(中国 2.0)にシ

フトし、「選択的攻撃」(中国 3.0)に転換した。来たる「中国 4.0」は? 危険な隣

国の真実を、世界 強の戦略家が明らかにする。 

 
日本経済新聞 2016/04/10 

2016:3./ 207p 
978-4-16-661063-1 

本体 ¥780+税

*9784166610631*

 

ザ・町工場～“女将”がつくる最強の職人集団～ 
諏訪 貴子 著 
日経ＢＰ社 
32 歳で継いだ父の会社・ダイヤ精機は、社員の 6 割以上が 50 代超という、い

びつな「超高齢組織」だった-。超精密加工の技を残すため、10 年余りにわた

って取り組んできた人材の採用と育成のストーリーを紹介する。 

 
日本経済新聞 2016/04/10 

2016:3./ 261p 
978-4-8222-5144-4 

本体 ¥1,600+税

*9784822251444*

 

3.11 震災は日本を変えたのか 
リチャード・J.サミュエルズ、プレシ南日子、廣内 かおり、藤井 良江 著 
英治出版 
東日本大震災が日本に与えた影響について、米国屈指の知日派が探求。現

地調査とインタビュー、文献研究をもとに、国家安全保障、エネルギー、地方

自治という 3 つの切り口から、震災後の政治の深層に迫る。 

 
日本経済新聞 2016/04/10 

2016:3./ 425p 
978-4-86276-196-5 

本体 ¥2,800+税

*9784862761965*
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覇者・鴻海の経営と戦略(Minerva Library<経営学> 1) 
喬 晋建 著 
ミネルヴァ書房 
鴻海からみる中国企業の労働問題と経営戦略 

 
日本経済新聞 2016/04/10 

2016:3./ 16p,416p 
978-4-623-07550-8 

本体 ¥6,500+税

*9784623075508*

 

毎日が一日だ 
いしい しんじ 著 
毎日新聞出版 
みえるもの。みえないもの。ふたつの世界を往来する、子どもたち。大人たち-
。作家いしいしんじの魅力がつまった詩情に満ちた 2 年間のダイアリー。『毎

日新聞』連載に加筆修正し単行本化。 

 
日本経済新聞 2016/04/10 

2016:3./ 269p 
978-4-620-32368-8 

本体 ¥1,800+税

*9784620323688*

 

英語と日本軍～知られざる外国語教育史～(NHK ブックス 1238) 
江利川 春雄 著 
ＮＨＫ出版 
日本軍の英語教育。そこに、近代日本の外国語教育が抱えてきた問題が端

的に表れている。英語を中心とする日本陸海軍の外国語教育について考察

し、敗戦を経て戦後へとつながる教育の実態を読み解く。 

 
日本経済新聞 2016/04/10 

2016:3./ 281p 
978-4-14-091238-6 

本体 ¥1,300+税

*9784140912386*

 

ジャズとエロス～ヴァイオリニストの音楽レシピ～(PHP 新書 1030) 
牧山 純子 著 
ＰＨＰ研究所 
ジャズヴァイオリニストの牧山純子が、自身の音楽歴を振り返りつつ、音楽の本

質に迫り、ジャズの旋律からエロスの神秘と謎まで紐解く。楽曲をストリーミング

試聴できる、2017 年 12 月末まで有効の QR コード付き。 

 
日本経済新聞 2016/04/10、読売新聞 2016/04/17 

2016:2./ 189p 
978-4-569-82799-5 

本体 ¥840+税

*9784569827995*

 

時間かせぎの資本主義～いつまで危機を先送りできるか～ 
ヴォルフガング・シュトレーク、鈴木 直 著 
みすず書房 
いま世界は銀行危機、国家債務危機、実体経済危機という三重の危機の渦

中にある。貨幣のマジックで危機を押さえ込む「時間かせぎ」はどこまで可能

か。欧米で大きな反響を呼んだ、現代資本主義論。 

 
日本経済新聞 2016/04/10、毎日新聞 2016/04/17 

2016:2./ 317p 
978-4-622-07926-2 

本体 ¥4,200+税

*9784622079262*

 

十二番目の天使 
オグ・マンディーノ、坂本 貢一 著 
求竜堂 
私の人生は素晴らしいものだった、ほんの二週間前まで。妻子を失い、絶望の

果てに自殺を決心した私の命をそのとき、ある天使が救ってくれた…。全米が

泣いたベストセラー小説。 

 
日本経済新聞 2016/04/17 

2001:4./ 268p 
978-4-7630-0106-1 

本体 ¥1,200+税

*9784763001061*
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漂民ダンケッチの生涯 
神坂 次郎 著 
文芸春秋 
紀州の地に幸薄く生れ、船乗りとなった伝吉を待ち受ける波乱の人生。遭難、

漂流、八丈島での暮らし、再びの遭難、漂流、そしてアメリカ船による救助…。

幕末、過酷な運命に弄ばれる青年を、紀州に住む著者が描く長篇歴史小説。 

 
日本経済新聞 2016/04/17 

2006:3./ 309p 
978-4-16-324480-8 

本体 ¥1,900+税

*9784163244808*

 

手紙(文春文庫) 
東野 圭吾 著 
文芸春秋 
日本経済新聞 2016/04/17 

2006:10./ 428p 
978-4-16-711011-6 

本体 ¥640+税

*9784167110116*

 

オレたちバブル入行組(文春文庫) 
池井戸 潤 著 
文芸春秋 
日本経済新聞 2016/04/17 

2007:12./ 362p 
978-4-16-772802-1 

本体 ¥660+税

*9784167728021*

 

いつもの朝に<上>(集英社文庫) 
今邑 彩 著 
集英社 
日本経済新聞 2016/04/17 

2009:3./ 377p 
978-4-08-746413-9 

本体 ¥630+税

*9784087464139*

 

いつもの朝に<下>(集英社文庫) 
今邑 彩 著 
集英社 
日本経済新聞 2016/04/17 

2009:3./ 395p 
978-4-08-746414-6 

本体 ¥650+税

*9784087464146*

 

告白(双葉文庫) 
湊 かなえ 著 
双葉社 
日本経済新聞 2016/04/17 

2010:4./ 317p 
978-4-575-51344-8 

本体 ¥619+税

*9784575513448*

 

孫子 新訂(岩波文庫) 
孫子、金谷 治 著 
岩波書店 
日本経済新聞 2016/04/17 

2000:4./ 194p,8p 
978-4-00-332071-6 

本体 ¥600+税

*9784003320716*
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ゲ－ムの達人<上> 
シドニィ・シェルダン、天馬竜行 著 
アカデミー出版サービス 
日本経済新聞 2016/04/17 

1988:1./ 356p 
978-4-900430-03-7 

本体 ¥590+税

*9784900430037*

 

ゲ－ムの達人<下> 
シドニィ・シェルダン、天馬竜行 著 
アカデミー出版サービス 
日本経済新聞 2016/04/17 

1987:12./ 840p 
978-4-900430-04-4 

本体 ¥686+税

*9784900430044*

 

情報は 1 冊のノートにまとめなさい 完全版 
奥野 宣之 著 
ダイヤモンド社 
分類・整理は一切不要!実際に情報を使うための「100 円ノート整理術」と、そこ

からさらに一歩踏み込んだ「ノートを使った知的生産」について解説する。新

手法を大幅増補した完全版。 

 
日本経済新聞 2016/04/17 

2013:11./ 263p 
978-4-478-02200-9 

本体 ¥1,400+税

*9784478022009*

 

学年ビリのギャルが 1 年で偏差値を 40 上げて慶應大学に現役合格した話 
坪田 信貴 著 
KADOKAWA 
一人の教師との出会いが、金髪ギャルとその家族の運命を変えた…。偏差値

30 だったギャルが、著者とともに慶應大学合格を目指して歩んだ日々を綴る。

坪田式人材育成のためのテクニックも収録。 

 
日本経済新聞 2016/04/17 

2013:12./ 318p 
978-4-04-891983-8 

本体 ¥1,500+税

*9784048919838*

 

あなたの人生を変える感動の条件～すべてはこの 1 時間から～(王様文庫 
B161-1) 
永松 茂久 著 
三笠書房 
「この本に出会えてよかった」反響の声、続々!話題沸騰のベストセラー、待望

の文庫化。「奇跡のような本当の物語」に誰もが涙する! 

 
日本経済新聞 2016/04/17 

2014:12./ 221p 
978-4-8379-6736-1 

本体 ¥590+税

*9784837967361*

 

働く君に贈る中村天風 45 の言葉～「今日」を限りに人生が一変する本～(知
的生きかた文庫 い 31-4) 
池田 光 著 
三笠書房 
東郷平八郎、松下幸之助、稲盛和夫……各界の指導者が心酔した「天風哲

学」の中から珠玉の言葉を厳選。今日を限りに人生が変わる! 

 
日本経済新聞 2016/04/17 

2015:10./ 221p 
978-4-8379-8370-5 

本体 ¥590+税

*9784837983705*
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ドローンランド 
トム・ヒレンブラント、赤坂 桃子 著 
河出書房新社 
ドローンですべてがデータ化される未来社会。サイバー空間を駆使し、欧州議

会議員殺害の謎を追う、ドローン国家版『1984』。 

 
日本経済新聞 2016/04/17 

2016:1./ 405p 
978-4-309-20695-0 

本体 ¥2,800+税

*9784309206950*

 

食の社会学～パラドクスから考える～ 
エイミー・グプティル、デニス・コプルトン、ベッツィ・ルーカル、伊藤 茂 著 
ＮＴＴ出版 
工業化される食品とオーガニック志向、グローバル化とローカル化、飽食と飢

餓、複雑化する食品供給網、安い食品の目に見えないコスト…。「食」をめぐる

さまざまなパラドクスを切り口に、現代の食料システムの問題点を暴く。 

 
日本経済新聞 2016/04/17 

2016:2./ 270p 
978-4-7571-4339-5 

本体 ¥2,800+税

*9784757143395*

 

日中関係と日本経済界～国交正常化から「政冷経熱」まで～(現代中国地域

研究叢書 17) 
李 彦銘 著 
勁草書房 
現在までの歴史的事実から日中関係を左右する重要なファクターである経済

界の主動的役割を解明し、経済的相互依存と政治関係を見る。 

 
日本経済新聞 2016/04/17 

2016:2./ 8p,322p 
978-4-326-34907-4 

本体 ¥5,200+税

*9784326349074*

 

コーヒーの科学～「おいしさ」はどこで生まれるのか～(ブルーバックス B-
1956) 
旦部 幸博 著 
講談社 
毎日のコーヒーがおいしくなる! 先端の科学が解き明かす味と香りの秘密や

家庭でもできる上手な淹れ方、意外な効能などを紹介。 

 
日本経済新聞 2016/04/17 

2016:2./ 317p 
978-4-06-257956-8 

本体 ¥1,080+税

*9784062579568*

 

「文系学部廃止」の衝撃(集英社新書 0823) 
吉見 俊哉 著 
集英社 
「文系学部廃止」の報に沸き立つわが国の教育界。理系偏重の学部再編を推

し進める「官僚の暴走」により、近代日本の教養の精神はここに潰えてしまうの

か?大学論の第一人者が驚愕の舞台裏を語る。 

 
日本経済新聞 2016/04/17 

2016:2./ 254p 
978-4-08-720823-8 

本体 ¥760+税

*9784087208238*

 

大山猫の物語 
クロード・レヴィ=ストロース、渡辺 公三、福田 素子、泉 克典 著 
みすず書房 
ほぼ半生紀をかけた L-S 神話研究の到達地平とは。主著「神話論理」に連な

る「小神話論理」と呼ばれる三部作、「仮面の道」「やきもち焼きの土器つくり」を

継ぐ、20 世紀 大の思想家のライフワークの終結をなす書。 

 
日本経済新聞 2016/04/17 

2016:3./ 340p,41p 
978-4-622-07912-5 

本体 ¥5,400+税

*9784622079125*
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これからのエリック・ホッファーのために～在野研究者の生と心得～ 
荒木 優太 著 
東京書籍 
16 人の在野研究者たちの「生」を、彼らの遺した文献から読み解き、アウトサイ

ドで学問するための方法を探し出す。在野での<あがき>方の心得 40 選。

『En-Soph』連載を加筆修正し再構成。 

 
日本経済新聞 2016/04/17 

2016:2./ 254p 
978-4-487-80975-2 

本体 ¥1,500+税

*9784487809752*

 

あっけらかんの国キューバ～革命と宗教のあいだを旅して～ 
越川 芳明 著 
猿江商會 
明治大の現役教授でありながら、現地の黒人信仰の司祭になってしまった著

者が「ことわざ」を頼りに読み解くキューバ人の素顔。アメリカとの国交回復で

注目を集める「キューバの魅力の奥深さを、正確に伝える希有な書物」として

村上龍氏も絶賛。 

 
日本経済新聞 2016/04/17 

2016:2./ 220p 
978-4-908260-04-9 

本体 ¥1,800+税

*9784908260049*

 

チェロと宮沢賢治～ゴーシュ余聞～(岩波現代文庫) 
横田 庄一郎 著 
岩波書店 
「セロ弾きのゴーシュ」は、音楽好きであった宮沢賢治の代表作。演奏の仕方

を誰から教わったのか、いつ演奏したのか。入念な取材と資料の博捜により、

楽器チェロと賢治の関わりを探り、賢治文学の新たな魅力に迫る。 

 
日本経済新聞 2016/04/17 

2016:3./ 5p,320p 
978-4-00-602276-1 

本体 ¥1,180+税

*9784006022761*

 

日常と不在を見つめて～ドキュメンタリー映画作家佐藤真の哲学～ 
里山社 編 
里山社 
00～90 年代を牽引したドキュメンタリー映画作家の単行本未収録原稿を含む

エッセイ傑作選&32 人の書き下ろし原稿とインタビュー。 

 
日本経済新聞 2016/04/17 

2016:3./ 367p 
978-4-907497-03-3 

本体 ¥3,500+税

*9784907497033*

 

図書館「超」活用術～最高の「知的空間」で、本物の思考力を身につける～ 
奥野 宣之 著 
朝日新聞出版 
集中力、発想力、思考力、教養力を得るための全てが図書館にあった!司書資

格ももつ著者が、図書館の活用法や、あまり知られていない図書館の仕組み

やサービス、使える図書館を探すための 7 つのチェックポイントを紹介する。 

 
日本経済新聞 2016/04/17 

2016:3./ 218p 
978-4-02-251364-9 

本体 ¥1,300+税

*9784022513649*

 

粉飾決算～問われる監査と内部統制～ 
浜田 康 著 
日本経済新聞出版社 
統治に潜むリスク、監査の課題、司法との認識のズレ、「責任逃れ」の連鎖…。

長銀、三洋電機の粉飾事件や、東芝事件の調査報告書から浮かび上がる構

造問題に、ガバナンス時代の会計ルールの在り方という視点から鋭く切り込

む。 

 
日本経済新聞 2016/04/17 

2016:2./ 468p 
978-4-532-32060-7 

本体 ¥2,400+税

*9784532320607*
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しなやかな社会の挑戦～CBRNE、サイバー攻撃、自然災害に立ち向かう～ 
「レジリエンス社会」をつくる研究会 著 
日経ＢＰコンサルティング 
未知の脅威、想定を超えた被害にも対応できる「レジリエンス=しなやかさ」を

学び、社会、組織、地域を守ろう。日本を災害・危機に負けない「しなやかな社

会」に近づけるための方法を探る。「しなやかな社会」シリーズ第 3 弾。 

 
日本経済新聞 2016/04/17 

2016:3./ 231p 
978-4-86443-100-2 

本体 ¥1,500+税

*9784864431002*

 

天使とは何か～キューピッド、キリスト、悪魔～(中公新書 2369) 
岡田 温司 著 
中央公論新社 
エンジェルとキューピッドは何が違うのか。キリストがかつて天使とみなされてい

たのはなぜか。堕天使はいかにして悪魔となったのか。キリスト教美術をゆた

かに彩る天使の姿を浮彫りにする。 

 
日本経済新聞 2016/04/17 

2016:3./ 3p,212p 
978-4-12-102369-8 

本体 ¥780+税

*9784121023698*

 

知って得する図書館の楽しみかた(ライブラリーぶっくす) 
吉井 潤 著 
勉誠出版 
若き図書館長・吉井潤がやさしく解説した、図書館ガイドブック。本の探し方

や、図書館で行われている行事、さまざまな取り組み、 近の図書館の施設と

設備などを紹介する。図書館勤務の様子も収録。 

 
日本経済新聞 2016/04/17 

2016:4./ 230p 
978-4-585-20044-4 

本体 ¥1,800+税

*9784585200444*

 

アンリ・マティス『ジャズ』再考～芸術的書物における切り紙絵と文字のインタ

ラクション～ 
大久保 恭子 著 
三元社 
20 点の挿画と直筆のテクストが印刷されたマティスの総合芸術作品「ジャズ」。

挿画の原画である切り紙絵作品に光をあて、芸術的書物「ジャズ」とは一体何

か、主題、手法、時代性など、あらゆる側面から問い直す。 

 
日本経済新聞 2016/04/17 

2016:3./ 280p,77p 図版

11 枚 
978-4-88303-402-4 

本体 ¥5,200+税

*9784883034024*

 

南方熊楠百話 
飯倉照平長谷川興蔵 著 
八坂書房 
日本経済新聞 2016/04/24 

1991:4./ 502p 
978-4-89694-604-8 

本体 ¥3,689+税

*9784896946048*

 

戦前期日本の金融システム 
寺西 重郎 著 
岩波書店 
戦前期日本の金融システムが果たした諸機能およびシステム変化のメカニズ

ムと方向を、集計量とミクロデータ分析および政治経済学的分析を併用しつ

つ、包括的に把握する。 

 
日本経済新聞 2016/04/24 

2011:12./ 18p,963p 
978-4-00-025825-8 

本体 ¥20,000+税

*9784000258258*
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マーケット進化論～経済が解き明かす日本の歴史～ 
横山 和輝 著 
日本評論社 
歴史を振り返ると日本では昔から市場をうまく使っていたことがわかる。資料を

ひもときながら、意外に賢い昔の日本人像を描き出す。 

 
日本経済新聞 2016/04/24 

2016:1./ 6p,263p 
978-4-535-55814-4 

本体 ¥1,900+税

*9784535558144*

 

鳥の不思議な生活～ハチドリのジェットエンジン,ニワトリの三角関係,全米記

憶力チャンピオン vs ホシガラス～ 
ノア・ストリッカー、片岡 夏実 著 
築地書館 
北米を代表するバードウォッチャーによる、鳥への愛にあふれた鳥類研究の

一冊。 

 
日本経済新聞 2016/04/24 

2016:1./ 302p 
978-4-8067-1508-5 

本体 ¥2,400+税

*9784806715085*

 

フューチャー・クライム～サイバー犯罪からの完全防衛マニュアル～ 
マーク・グッドマン 著 
青土社 
テクノロジーは犯罪の現場で も速く実用化される。オンライン口座から資産

が奪われ、ドローンが危険ドラッグを宅配し、自動小銃が 3D プリンターで作ら

れる…。ネット犯罪の権威が、犯罪の新時代の幕開けとその対処法を描く。 

 
日本経済新聞 2016/04/24 

2016:2./ 595p,11p 
978-4-7917-6909-4 

本体 ¥3,400+税

*9784791769094*

 

グローバル人材とは誰か～若者の海外経験の意味を問う～ 
加藤 恵津子、久木元 真吾 著 
青弓社 
若者は「内向き」か?インターネット調査とフィールドワークで、普通の若者にと

っての海外経験の意味をすくい取り、「グローバル人材」の育成だけではなく、

若者のキャリア形成の多様性を確保する必要性を指摘する。 

 
日本経済新聞 2016/04/24 

2016:3./ 318p 
978-4-7872-3397-4 

本体 ¥2,600+税

*9784787233974*

 

家康、江戸を建てる 
門井 慶喜 著 
祥伝社 
豊臣秀吉が徳川家康に要求した国替えの真意は、低湿地の土地と豊饒な所

領の交換であった。家臣団が激怒する中、なぜか家康は要求を受け入れ…。

ピンチをチャンスに変えた天下人の挑戦を描く。『小説 NON』連載を単行本

化。 

 
日本経済新聞 2016/04/24 

2016:2./ 400p 
978-4-396-63486-5 

本体 ¥1,800+税

*9784396634865*

 

レア～希少金属の知っておきたい 16 話～ 
キース・ベロニーズ、渡辺 正 著 
化学同人 
スマホや電池、ハイブリッド車など、快適な暮らしを支えるハイテク製品に欠か

せないレアメタル。レアメタルを主役に立てながらも、金属一般と人間社会のか

かわりを特異な視点で掘り下げて解説する。見返しに元素周期表あり。 

 
日本経済新聞 2016/04/24 

2016:3./ 8p,264p 
978-4-7598-1820-8 

本体 ¥2,000+税

*9784759818208*
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スポーツ都市戦略～2020 年後を見すえたまちづくり～ 
原田 宗彦 著 
学芸出版社 
いまやまちづくりや地域活性化にスポーツの力は欠かせない。持続的で効果

的なスポーツ政策を進めるために必要な戦略を説く一冊。 

 
日本経済新聞 2016/04/24 

2016:3./ 246p 
978-4-7615-2618-4 

本体 ¥2,300+税

*9784761526184*

 

新覇権国家中国×TPP 日米同盟 
鈴木 英夫 著 
朝日新聞出版 
日米が主導する TPP の真の狙いは、世界覇権を狙う中国への牽制-。TPP 交

渉当事者が、激化する米中経済戦争の動向を分析し、日本がとるべき戦略を

明示する。 

 
日本経済新聞 2016/04/24 

2016:2./ 270p 
978-4-02-331481-8 

本体 ¥1,600+税

*9784023314818*

 

ムーンショット! 
ジョン・スカリー、川添 節子 著 
パブラボ 
革新的なビジネスをどうやってつくりあげるか。ペプシコーラ、アップルなどの

CEO を歴任した著者が、急成長している企業の実例を示しながら、10 億ドル

規模のビジネスの立ち上げ方と戦略を解き明かす。 

 
日本経済新聞 2016/04/24 

2016:2./ 327p 
978-4-434-21617-6 

本体 ¥1,600+税

*9784434216176*

 

音楽に自然を聴く(平凡社新書 812) 
小沼 純一 著 
平凡社 
自然との共鳴から生まれた 500 年の音楽史 

 
日本経済新聞 2016/04/24 

2016:4./ 215p 
978-4-582-85812-9 

本体 ¥800+税

*9784582858129*

 

シニアマーケティングはなぜうまくいかないのか～新しい大人消費が日本を

動かす～ 
阪本 節郎 著 
日本経済新聞出版社 
今までの常識を捨てよう!なぜシニアマーケティングがつまずくのかを解説し、

いま日本に誕生しようとしている「新しい大人市場」という従来にない成長市場

を紹介する。 

 
日本経済新聞 2016/04/24 

2016:3./ 357p 
978-4-532-32045-4 

本体 ¥1,800+税

*9784532320454*

 

うめ婆行状記 
宇江佐 真理 著 
朝日新聞出版 
北町奉行所同心の夫を亡くした商家出のうめは、気ままな独り暮らしを楽しもう

としていた矢先、甥っ子の隠し子騒動に巻き込まれ、ひと肌脱ぐことに…。著

者の遺作となる、未完の長編時代小説。『朝日新聞』連載を単行本化。 

 
日本経済新聞 2016/04/24 

2016:3./ 281p 
978-4-02-251371-7 

本体 ¥1,500+税

*9784022513717*
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リフォームの爆発 
町田 康 著 
幻冬舎 
目的は不具合の解消。そこから理想と妥協の蟻地獄が始まった-。犬と猫と、熱

海で暮らす作家がリフォームをめぐる実態・実情を描く文学的ビフォア・アフタ

ー。『星星峡』『ポンツーン』連載を加筆・修正し改題。 

 
日本経済新聞 2016/04/24 

2016:3./ 239p 
978-4-344-02902-6 

本体 ¥1,500+税

*9784344029026*

 

亡き人へのレクイエム 
池内 紀 著 
みすず書房 
したしかった人、何度か会っただけなのに忘れがたい人、本を通して会った

人。ずっと大切な存在である人々について、時代と生活に思いを馳せながら、

歩いたあとを辿るように綴った 27 編。エッセイ「死について」も収録。 

 
日本経済新聞 2016/04/24 

2016:4./ 260p,4p 
978-4-622-07975-0 

本体 ¥3,000+税

*9784622079750*

 

植物はなぜ動かないのか～弱くて強い植物のはなし～(ちくまプリマー新書 
252) 
稲垣 栄洋 著 
筑摩書房 
自然界は弱肉強食の厳しい社会だが、弱そうに見えるたくさんの動植物たち

が、優れた戦略を駆使して自然を謳歌している。植物たちの豊かな生き方に

楽しく学ぼう。 

 
日本経済新聞 2016/04/24 

2016:4./ 197p 
978-4-480-68957-3 

本体 ¥820+税

*9784480689573*

 

なぜ関西のローカル大学「近大」が、志願者数日本一になったのか 増補版

(光文社知恵の森文庫 t や 11-1) 
山下 柚実 著 
光文社 
「世界初のマグロの完全養殖」と「志願者数日本一」という 2 つの快挙を成し遂

げた裏側には、周到な準備と徹底した改革があった-。近畿大学のユニークな

取り組みから、ビジネスのヒントが見えてくる渾身のノンフィクション。 

 
日本経済新聞 2016/04/24 

2016:4./ 276p 
978-4-334-78692-2 

本体 ¥660+税

*9784334786922*

 

不惑のスクラム 
安藤 祐介 著 
KADOKAWA 
号泣小説 No.1!ラグビーで繋がれる、かけがえのない縁と成長の物語。 

 
毎日新聞 2016/04/02 

2016:3./ 277p 
978-4-04-103902-1 

本体 ¥1,600+税

*9784041039021*

 

夏に凍える舟(HAYAKAWA POCKET MYSTERY BOOKS 1905) 
ヨハン・テオリン 著 
早川書房 
エーランド島でリゾートを経営するクロス一族の末っ子ヨーナスが、幽霊船と遭

遇。話を聞いた元船長イェルロフは、不吉な予感を覚える。一方その少し前、

復讐を誓うある男が島に帰りついていた…。エーランド島四部作、完結。 

 
毎日新聞 2016/04/02 

2016:3./ 534p 
978-4-15-001905-1 

本体 ¥2,000+税

*9784150019051*
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旅の終りは個室寝台車(河出文庫) 
宮脇 俊三 著 
河出書房新社 
「 長鈍行列車の旅」等、鉄道嫌いの編集者を伴った津々浦々の鉄道旅。昭

和の良き鉄道風景を活写する紀行文学の傑作。解説＝今尾恵介 

 
毎日新聞 2016/04/03 

2010:3./ 237p 
978-4-309-41008-1 

本体 ¥680+税

*9784309410081*

 

最長片道切符の旅(新潮文庫) 
宮脇 俊三 著 
新潮社 
毎日新聞 2016/04/03 

1983:4./ ３７２ｐ 
978-4-10-126802-6 

本体 ¥670+税

*9784101268026*

 

時刻表 2 万キロ(角川文庫) 
宮脇 俊三 著 
角川書店 
毎日新聞 2016/04/03 

1984:11./ 297p 
978-4-04-159801-6 

本体 ¥620+税

*9784041598016*

 

在日外国人～法の壁、心の溝～ 第 3 版(岩波新書 新赤版 1429) 
田中 宏 著 
岩波書店 
在日韓国・朝鮮人や留学生、労働者、難民などを取り囲む壁を打ち破るため

に、長年にわたり尽力してきた著者が、 新のデータとともに、入管法の大幅

「改正」や、高校の無償化など外国人学校をめぐる問題について語る。 

 
毎日新聞 2016/04/03 

2013:5./ 9p,273p 
978-4-00-431429-5 

本体 ¥820+税

*9784004314295*

 

ストロベリー・デイズ～日系アメリカ人強制収容の記憶～ 
デヴィッド・A.ナイワート、ラッセル秀子 著 
みすず書房 
第二次世界大戦時の日系アメリカ人強制収容に対して、誇りを持って耐え忍

んだ日系人たちの不屈の精神の記録。ワシントン州ベルビューにある日系人

社会に焦点を当て、収容体験者の細かな証言をありのままに紹介する。 

 
毎日新聞 2016/04/03 

2013:7./ 5p,348p,39p 
978-4-622-07771-8 

本体 ¥4,000+税

*9784622077718*

 

東アジアに平和の海を～立場のちがいを乗り越えて～ 
前田 朗、木村 三浩 著 
彩流社 
我々は、どのような国際関係を築いてゆくのか。竹島/独島問題、尖閣諸島問

題、領土・国民・ナショナリズム…。立場の異なる論者たちが、本音をぶつけあ

い、議論する。2013 年に開催した 3 回の座談会の記録。 

 
毎日新聞 2016/04/03 

2016:1./ 217p 
978-4-7791-2166-1 

本体 ¥2,200+税

*9784779121661*
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チェーホフ～七分の絶望と三分の希望～ 
沼野 充義 著 
講談社 
チェーホフとは何者だったのか?世界的短篇作家チェーホフの文学とその知ら

れざる素顔を、新資料を駆使して描く新しいチェーホフ論! 

 
毎日新聞 2016/04/03 

2016:1./ 381p 
978-4-06-219685-7 

本体 ¥2,500+税

*9784062196857*

 

6 シックス(集英社文庫 は 38-2) 
早見 和真 著 
集英社 
甲子園の優勝ピッチャー・星隼人。早稲田大学野球部に入り、4 年生の秋を

迎え…。東京六大学野球秋のリーグ戦を舞台に、野球に関わる人たちの選択

や葛藤、不安などを見事に描いた、リアルで切ない青春小説。 

 
毎日新聞 2016/04/03 

2015:11./ 293p 
978-4-08-745380-5 

本体 ¥620+税

*9784087453805*

 

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 

 
毎日新聞 2016/04/03 

2015:12./ 196p 
978-4-04-703566-9 

本体 ¥1,600+税

*9784047035669*

 

曝された生～チェルノブイリ後の生物学的市民～ 
アドリアナ・ペトリーナ、粥川 準二、森本 麻衣子、若松 文貴 著 
人文書院 
生命とリスクをどう計るか。2013 年版訳 

 
毎日新聞 2016/04/03 

2016:1./ 374p 
978-4-409-53050-4 

本体 ¥5,000+税

*9784409530504*

 

店主は、猫～台湾の看板ニャンコたち～ 
猫夫人 著 
ＷＡＶＥ出版 
食べ過ぎでぽっちゃりの食料品店の猫から、近所の人に愛されるアイドル猫ま

で。台湾の商店街で生きる、看板猫たちのフォトエッセイ。 

 
毎日新聞 2016/04/03 

2016:3./ 173p 
978-4-87290-793-3 

本体 ¥1,600+税

*9784872907933*

 

排除と抵抗の郊外～フランス<移民>集住地域の形成と変容～ 
森 千香子 著 
東京大学出版会 
フランスにおける「エスニック・マイノリティへの差別、排除とその背後にあるレイ

シズム」の問題を、パリ郊外、なかでも 2015 年のテロ事件の舞台ともなったセ

ーヌ・サン・ドニ県を起点に考察する。 

 
毎日新聞 2016/04/03 

2016:3./ 6p,325p 
978-4-13-056109-9 

本体 ¥4,600+税

*9784130561099*
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屋根裏の仏さま(CREST BOOKS) 
ジュリー・オオツカ、岩本 正恵、小竹 由美子 著 
新潮社 
「写真花嫁」としてアメリカに渡った日本の娘たち。子を産み育て、働き、ようや

く築いた平穏な暮らしも、日米開戦とともにすべてが潰え…。「わたしたち」を主

語に、一人ひとりのエピソードを綴る、痛ましくも美しい中篇小説。 

 
毎日新聞 2016/04/03 

2016:3./ 171p 
978-4-10-590125-7 

本体 ¥1,700+税

*9784105901257*

 

『論語』と孔子の生涯(中公叢書) 
影山 輝國 著 
中央公論新社 
「論語」の解釈は一通りではない! 六朝時代、梁の皇侃が著した「論語義疏」

を手がかりに「論語」の豊かな内実を解き明かし、あわせて孔子の生涯を丁寧

にたどる。役立つコラムも満載。 

 
毎日新聞 2016/04/03 

2016:3./ 302p 
978-4-12-004816-6 

本体 ¥1,900+税

*9784120048166*

 

国士舘物語 
栗山 圭介 著 
講談社 
シティボーイになるために上京した僕が入学したのは、国士舘大学体育学部

体育学科。僕の、特別すぎる四年間が幕をあけた。 

 
毎日新聞 2016/04/03、産経新聞 2016/04/17 

2016:3./ 332p 
978-4-06-219982-7 

本体 ¥1,600+税

*9784062199827*

 

台湾と日本のはざまを生きて～世界人、羅福全の回想～ 
羅 福全、陳 柔縉、小金丸 貴志 著 
藤原書店 
日本統治下の台湾に生まれ、幼少期を日本で過ごす。その後、アメリカ留学、

台湾独立運動参加、アジア各国の地域開発に携わり…。世界を舞台に活躍し

ながら、台湾の自由と民主を求め続けた世界人、羅福全の半生を明かす。 

 
毎日新聞 2016/04/03、読売新聞 2016/04/10 

2016:2./ 342p 図版 16p 
978-4-86578-061-1 

本体 ¥3,600+税

*9784865780611*

 

プリズンホテル<1> 夏(集英社文庫) 
浅田 次郎 著 
集英社 
毎日新聞 2016/04/10 

2001:6./ 315p 
978-4-08-747329-2 

本体 ¥560+税

*9784087473292*

 

プリズンホテル<2> 秋(集英社文庫) 
浅田 次郎 著 
集英社 
毎日新聞 2016/04/10 

2001:7./ 435p 
978-4-08-747339-1 

本体 ¥730+税

*9784087473391*
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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。 

 
毎日新聞 2016/04/10 

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

本体 ¥430+税

*9784101010090*

 

三四郎 改版(新潮文庫) 
夏目 漱石 著 
新潮社 
毎日新聞 2016/04/10 

1988:1./ 298p 
978-4-10-101004-5 

本体 ¥340+税

*9784101010045*

 

プリズンホテル<3> 冬(集英社文庫) 
浅田 次郎 著 
集英社 
毎日新聞 2016/04/10 

2001:9./ 310p 
978-4-08-747358-2 

本体 ¥560+税

*9784087473582*

 

プリズンホテル<4> 春(集英社文庫) 
浅田 次郎 著 
集英社 
毎日新聞 2016/04/10 

2001:11./ 403p 
978-4-08-747378-0 

本体 ¥690+税

*9784087473780*

 

伊豆の踊子・温泉宿～他四篇～ 改版(岩波文庫) 
川端 康成 著 
岩波書店 
毎日新聞 2016/04/10 

2003:9./ 240p 
978-4-00-310811-6 

本体 ¥600+税

*9784003108116*

 

坊っちゃん 改版(新潮文庫) 
夏目 漱石 著 
新潮社 
毎日新聞 2016/04/10 

2003:4./ 216p 
978-4-10-101003-8 

本体 ¥310+税

*9784101010038*

 

明暗 改版(新潮文庫 な-1-19) 
夏目 漱石 著 
新潮社 
毎日新聞 2016/04/10 

2010:1./ 685p 
978-4-10-101019-9 

本体 ¥750+税

*9784101010199*
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街道をゆく<1> 甲州街道、長州路ほか(朝日文庫) 
司馬 遼太郎 著 
朝日新聞社 
毎日新聞 2016/04/10 

1999:7./ 268p 
978-4-02-260171-1 

本体 ¥500+税

*9784022601711*

 

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

別に精選し紹介する、画期的評論・アンソロジー。 

 
毎日新聞 2016/04/10 

2015:8./ 265p 
978-4-86488-080-0 

本体 ¥2,300+税

*9784864880800*

 

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。 

 
毎日新聞 2016/04/10 

2015:10./ 8p,277p 
978-4-00-029176-7 

本体 ¥2,500+税

*9784000291767*

 

佐野碩－人と仕事～1905-1966～ 
菅 孝行 編 
藤原書店 
数か国語を駆使して激動の 20 世紀世界を越境しながら活躍し、「メキシコ演

劇の父」と呼ばれる佐野碩。国際的演劇人の全体像を、本人の論稿や各国の

専門家の批評、資料で立体的に明かす。 

 
毎日新聞 2016/04/10 

2015:12./ 790p 
978-4-86578-055-0 

本体 ¥9,500+税

*9784865780550*

 

日本人はどこから来たのか? 
海部 陽介 著 
文藝春秋 
世界各地の遺跡の年代調査比較、DNA 分析、石器の比較研究…。国立科

学博物館気鋭の人類学者の重層的な調査により、これまでほとんど語られたこ

とのない、祖先たちのアフリカから日本列島へ至る大移動の歴史を描き出す。 

 
毎日新聞 2016/04/10 

2016:2./ 213p 
978-4-16-390410-8 

本体 ¥1,300+税

*9784163904108*

 

歌舞劇ヤクシャガーナ～南インドの劇空間、綺羅の呪力。～ 
森尻 純夫 著 
而立書房 
舞踊・台詞・詠唱によって展開する歌舞劇ヤクシャガーナ。長期にわたる現地

フィールドワークから、南インドの民俗芸能の実際を紹介 

 
毎日新聞 2016/04/10 

2016:3./ 270p 
978-4-88059-392-0 

本体 ¥2,400+税

*9784880593920*
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佐藤優さん、神は本当に存在するのですか?～宗教と科学のガチンコ対談～ 
竹内 久美子、佐藤 優 著 
文藝春秋 
「知の巨人の佐藤さんが本気で神を信じるの?!」「竹内さん、世界中に宗教が

ある理由は?」 動物行動学 VS 神学、決着はつくか。キリストと遺伝子から、テ

ロと浮気までわかる、異色の対談。 

 
毎日新聞 2016/04/10 

2016:3./ 255p 
978-4-16-390420-7 

本体 ¥1,500+税

*9784163904207*

 

世界の電気料金を比べてみたら 電力小売自由化研究ノート 
海外電力調査会 編 
日本電気協会新聞部 
2016 年 4 月から始まる電力の小売全面自由化を前に、先行国の動向を徹底

調査。世界の電力小売自由化事情や、様々な電気料金メニュー、電力会社の

賢い選び方、電力ビジネスの新しい動きなどを解説する。 

 
毎日新聞 2016/04/10 

2016:2./ 245p 
978-4-905217-53-4 

本体 ¥1,200+税

*9784905217534*

 

8 号室～コムナルカ住民図鑑～ 
ゲオルギイ・コヴェンチューク、片山 ふえ 著 
群像社 
ソ連時代の都会暮らしを象徴する共同アパート=コムナルカ。仕事も世代も異

なる人々の生活が否応なく見えてしまう空間で日々繰り広げられる奇妙でほろ

苦い人間模様を、生き生きと言葉でスケッチしていく画家のエッセイ集。 

 
毎日新聞 2016/04/10 

2016:3./ 109p 
978-4-903619-63-7 

本体 ¥1,200+税

*9784903619637*

 

サンチョ・パンサの帰郷～石原吉郎詩集～(思潮ライブラリー) 
石原 吉郎 著 
思潮社 
しずかな肩には 声だけがならぶのでない 声よりも近く 敵がならぶのだ(「位

置」より) 失語と沈黙のはざまで書き記しえたもの-。名篇ぞろいの石原吉郎の

第 1 詩集を、1963 年初版時の体裁で復刻。 

 
毎日新聞 2016/04/10 

2016:3./ 144p 
978-4-7837-3515-1 

本体 ¥2,400+税

*9784783735151*

 

KUHANA!～JAZZ×kids～ 
秦 建日子 著 
河出書房新社 
三重の小学校にジャズバカの先生がやってきた。ジャズ部を作った子供たち

はやがて…ちょっと泣けて、元気倍増の物語。今秋映画化。 

 
毎日新聞 2016/04/10 

2016:4./ 203p 
978-4-309-02459-2 

本体 ¥1,400+税

*9784309024592*

 

英国人写真家の見た明治日本～この世の楽園・日本～(講談社学術文庫) 
ハーバート・Ｇ．ポンティング、長岡 祥三 著 
講談社 
毎日新聞 2016/04/17 

2005:5./ 330p 
978-4-06-159710-5 

本体 ¥1,100+税

*9784061597105*
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武士の娘(ちくま文庫) 
杉本鉞子、大岩美代 著 
筑摩書房 
毎日新聞 2016/04/17 

1994:1./ 384p 
978-4-480-02782-5 

本体 ¥950+税

*9784480027825*

 

骸骨の聖母サンタ・ムエルテ～現代メキシコのスピリチュアル・アート～ 
加藤 薫 著 
新評論 
民衆による「新しい美術」の創造の現場を活写! 

 
毎日新聞 2016/04/17 

2012:3./ 12p,156p 
978-4-7948-0892-9 

本体 ¥2,000+税

*9784794808929*

 

2666 
ロベルト・ボラーニョ 著 
白水社 
途方もない野心と圧倒的なスケールで描く、戦慄の黙示録的世界。鬼才が

後に遺した、記念碑的大巨篇! 

 
毎日新聞 2016/04/17 

2012:9./ 868p 
978-4-560-09261-3 

本体 ¥6,600+税

*9784560092613*

 

メキシコ麻薬戦争～アメリカ大陸を引き裂く「犯罪者」たちの叛乱～ 
ヨアン・グリロ、山本 昭代 著 
現代企画室 
メキシコとアメリカの歴史的な関係を背景に、近年のグローバル化と新自由主

義の進展のひずみの中で急拡大した「メキシコ麻薬戦争」の内実を、綿密な調

査に基づき明らかにするルポルタージュ。 

 
毎日新聞 2016/04/17 

2014:3./ 417p 
978-4-7738-1404-0 

本体 ¥2,200+税

*9784773814040*

 

神話・狂気・哄笑～ドイツ観念論における主体性～(Νυξ 叢書 01) 
マルクス・ガブリエル、スラヴォイ・ジジェク、大河内 泰樹、斎藤 幸平、飯泉 

佑介、池松 辰男、岡崎 龍、岡崎 佑香 著 
堀之内出版 
神話・狂気・哄笑は世界に何をもたらすのか。ドイツ観念論の古典再解釈を通

じ、現代思想の潮流を批判。「存在論」を再び哲学の中心に据え、世界を新た

な理解へと導く。「なぜ世界は存在しないのか」ダイジェスト版も収録。 

 
毎日新聞 2016/04/17 

2015:11./ 356p 
978-4-906708-54-3 

本体 ¥3,500+税

*9784906708543*

 

焼野まで 
村田 喜代子 著 
朝日新聞出版 
大震災直後、子宮ガンを告知された。火山灰の降り積もる地で、放射線宿酔

のなかにガン友達の声、祖母・大叔母が表れる。3・11 の災厄と病の狭間で、

比類ない感性がとらえた魂の変容。『小説トリッパー』連載に加筆。 

 
毎日新聞 2016/04/17 

2016:2./ 248p 
978-4-02-251358-8 

本体 ¥1,600+税

*9784022513588*
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世界の名前(岩波新書 新赤版 1598) 
岩波書店辞典編集部 編 
岩波書店 
世界の人々はどのように子どもに名前をつけている? どこでも名前は「姓」と

「名」の組合せ? 古代から現代にいたる世界の地域、言語、神話、物語につい

て、名前の仕組みやこめられた意味を 100 のエッセイで紹介する。 

 
毎日新聞 2016/04/17 

2016:3./ 7p,243p 
978-4-00-431598-8 

本体 ¥800+税

*9784004315988*

 

大学生が知っておきたい生活のなかの法律 
細川 幸一 著 
慶應義塾大学出版会 
「法学」ではない、教養としての法律入門 

 
毎日新聞 2016/04/17 

2016:4./ 4p,104p 
978-4-7664-2320-4 

本体 ¥1,800+税

*9784766423204*

 

フジテレビはなぜ凋落したのか(新潮新書 661) 
吉野 嘉高 著 
新潮社 
視聴率の暴落、初の営業赤字、世論の反発…。かつての王者・フジテレビに

一体何が起きたのか。情報番組のプロデューサー等を務めた元社員が、自ら

の経験や関係者への取材をもとに、巨大メディア企業の栄枯盛衰を描く。 

 
毎日新聞 2016/04/17 

2016:3./ 223p 
978-4-10-610661-3 

本体 ¥740+税

*9784106106613*

 

僕の名はアラム(新潮文庫 む-6-2) 
ウィリアム・サローヤン 著 
新潮社 
僕の名はアラム、9 歳。世界は想像しうるあらゆるたぐいの壮麗さに満ちていた

…。アルメニア移民の子として生まれた著者が、故郷の町を舞台に描いた代

表作を新訳。 

 
毎日新聞 2016/04/17 

2016:4./ 262p 
978-4-10-203106-3 

本体 ¥520+税

*9784102031063*

 

生と死を巡って～未来を祀るふくしまを祀る～ 
和合 亮一 著 
イースト・プレス 
2015 年真夏に福島稲荷神社で開催された鎮魂と再生を祈る、新しい福島発

の文化イベント「未来の祀り ふくしま」に日本の知性が参集した。イベントの様

子と、“あの日”からの「ありのままのふくしま」を言葉と写真で綴る。 

 
毎日新聞 2016/04/17 

2016:3./ 134p 
978-4-7816-1415-1 

本体 ¥1,852+税

*9784781614151*

 

備中高梁におけるキリスト教会の成立～新島襄の伝道と新しい思想の受容

～ 
八木橋 康広 著 
ミネルヴァ書房 
旧習残る地方風土に根づいた軌跡を探究する 

 
毎日新聞 2016/04/17 

2016:4./ 9p,280p,4p 
978-4-623-07554-6 

本体 ¥4,500+税

*9784623075546*
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年上の義務(光文社新書 814) 
山田 玲司 著 
光文社 
「愚痴らない」「威張らない」「ご機嫌でいる」…これができない人が陰でバカに

されている! 人気漫画家が、各界の有名人へのインタビューを続ける中で導

いた、大人が果たすべきたった 3 つの義務を伝授する。 

 
毎日新聞 2016/04/17 

2016:4./ 179p 
978-4-334-03917-2 

本体 ¥740+税

*9784334039172*

 

アルメニア人の歴史～古代から現代まで～ 
ジョージ・ブルヌティアン、小牧 昌平、渡辺 大作 著 
藤原書店 
ヨーロッパとアジアの間の回廊アルメニア。ゾロアスター、キリスト教、イスラーム

などの宗教が交錯するコーカサスの地における、諸民族・諸帝国の支配から

の独立に向けた苦闘と、世界に離散した「ディアスポラ」の歴史を描く。 

 
毎日新聞 2016/04/17、読売新聞 2016/04/24 

2016:1./ 525p 図版 16p 
978-4-86578-057-4 

本体 ¥8,800+税

*9784865780574*

 

女坂(新潮文庫) 
円地文子 著 
新潮社 
毎日新聞 2016/04/24 

1993:2./ 254p 
978-4-10-112702-6 

本体 ¥430+税

*9784101127026*

 

アメリカの反知性主義 
リチャード・ホーフスタッター、田村 哲夫 著 
みすず書房 
アメリカの知的伝統とは?知識人は民主主義の実現に貢献する力になれるの

か?政治・宗教・実業・教育・文学…。建国から現代まで、アメリカ史の地下水脈

を問うピュリッツァー賞受賞作。 

 
毎日新聞 2016/04/24 

2003:12./ 138p,11p 
978-4-622-07066-5 

本体 ¥5,200+税

*9784622070665*

 

ベスト&ブライテスト<上巻> 栄光と興奮に憑かれて(Nigensha Simultaneous 
World Issues) 
デイヴィッド・ハルバースタム、浅野 輔 著 
二玄社 
ハルバースタムの名声を確立した傑作の復刊 

 
毎日新聞 2016/04/24 

2009:12./ 335p 
978-4-544-05306-7 

本体 ¥1,700+税

*9784544053067*

 

ベスト&ブライテスト<中巻> ベトナムに沈む星条旗(Nigensha Simultaneous 
World Issues) 
デイヴィッド・ハルバースタム、浅野 輔 著 
二玄社 
ハルバースタムの名声を確立した傑作の復刊 

 
毎日新聞 2016/04/24 

2009:12./ 336p 
978-4-544-05307-4 

本体 ¥1,700+税

*9784544053074*
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ベスト&ブライテスト<下巻> アメリカが目覚めた日(Nigensha Simultaneous 
World Issues) 
デイヴィッド・ハルバースタム、浅野 輔 著 
二玄社 
ハルバースタムの名声を確立した傑作の復刊 

 
毎日新聞 2016/04/24 

2009:12./ 349p 
978-4-544-05308-1 

本体 ¥1,700+税

*9784544053081*

 

オペラ座の怪人(光文社古典新訳文庫 KA カ 2-1) 
ガストン・ルルー 著 
光文社 
異形の怪人エリックは、愛する歌姫クリスティーヌに秘密の特訓を施して鮮烈

なデビューをさせる一方、邪魔者には残忍な手を使うことも厭わない。とうとうク

リスティーヌを誘拐し、追っ手を手玉にとったが…。 

 
毎日新聞 2016/04/24 

2013:7./ 570p 
978-4-334-75274-3 

本体 ¥1,314+税

*9784334752743*

 

暢気な電報(銀河叢書) 
木山 捷平 著 
幻戯書房 
ほのぼのとした筆致の中に浮かびあがる人生の哀歓。雑誌や新聞に発表され

たままになっていたユーモアとペーソスに満ちた小説集。 

 
毎日新聞 2016/04/24 

2016:1./ 297p 
978-4-86488-091-6 

本体 ¥3,400+税

*9784864880916*

 

戦争と広告～第二次大戦、日本の戦争広告を読み解く～(角川選書 568) 
森 正人 著 
KADOKAWA 
戦争広告は、いかに“嘘”をついたのか――? 

 
毎日新聞 2016/04/24 

2016:2./ 265p 
978-4-04-703583-6 

本体 ¥1,700+税

*9784047035836*

 

カラヴァッジョ伝記集(平凡社ライブラリー 838) 
平凡社 
画家の神話を形成した資料を再評価する 

 
毎日新聞 2016/04/24 

2016:3./ 237p 
978-4-582-76838-1 

本体 ¥1,300+税

*9784582768381*

 

ミャオ族の刺?とデザイン 
苗族刺?博物館 著 
大福書林 
中国・貴州省の少数民族、ミャオ族の刺繍は、芸術的なセンスと、卓抜な技術

で知られる。家族を守る魔除けであった刺繍が、芸術にまで昇華―美しくも奇

抜な刺繍を紹介する資料性の高い 1 冊。 

 
毎日新聞 2016/04/24 

2016:3./ 155p 
978-4-908465-01-7 

本体 ¥2,800+税

*9784908465017*
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保健室の恋バナ+α(岩波ジュニア新書 827) 
金子 由美子 著 
岩波書店 
思春期の恋はウキウキ以上に、とまどいも多い。10 代の「性と愛」、そして「ココ

ロとカラダ」はどうあるべきか。保健室で中学生と向き合ってきた著者が、さまざ

まなエピソードをふまえ、恋の悩みに答えます。 

 
毎日新聞 2016/04/24 

2016:3./ 5p,217p,3p 
978-4-00-500827-8 

本体 ¥840+税

*9784005008278*

 

ブラジル雑学事典 
田所 清克 著 
春風社 
ユニークで面白い《ブラジル学》への誘い 

 
毎日新聞 2016/04/24 

2016:4./ 8p,438p 
978-4-86110-496-1 

本体 ¥5,000+税

*9784861104961*

 

消費増税は、なぜ経済学的に正しいのか～「世代間格差拡大」の財政的研

究～ 
井堀 利宏 著 
ダイヤモンド社 
世代間の公平性という観点から、消費税増税などの増収策や社会保障給付

の効率化・削減を優先課題として、財政再建の早期実現と社会保障制度の抜

本的な改革を主張。社会保障制度と選挙制度の具体的な改革案も提案する。 

 
毎日新聞 2016/04/24 

2016:3./ 17p,317p 
978-4-478-06761-1 

本体 ¥1,800+税

*9784478067611*

 

スノーデン・ショック～民主主義にひそむ監視の脅威～ 
デイヴィッド・ライアン、田島 泰彦、大塚 一美、新津 久美子 著 
岩波書店 
スノーデンはアメリカ国家安全保障局のデータ監視がオーウェル「一九八四

年」をはるかに凌ぐことを暴露した。打ち続くテロに対抗する「安全国家」の出

現を見据え、デジタル時代の自由と民主主義を考える。 

 
毎日新聞 2016/04/24 

2016:4./ 18p,159p,35p 
978-4-00-001084-9 

本体 ¥1,900+税

*9784000010849*

 

憲法の涙～リベラルのことは嫌いでも、リベラリズムは嫌いにならないでくだ

さい 2～ 
井上 達夫 著 
毎日新聞出版 
立憲主義とは何か。民主主義とは何か。日本を代表する法哲学者・井上達夫

が欺瞞に満ちた「改憲」「護憲」論議をぶった斬る! 読書界を震撼させた「リベ・

リベ」、第 2 弾。 

 
毎日新聞 2016/04/24 

2016:3./ 167p 
978-4-620-32375-6 

本体 ¥1,350+税

*9784620323756*

 

ミュージックスとの付き合い方～民族音楽学の拡がり～(放送大学叢書 031) 
徳丸 吉彦 著 
左右社 
人間はなぜ音楽をつくり演奏しているのか。音楽を扱う能力である音楽性とは

どのようなものか。音楽という営みの全体像に迫り、西洋中心主義的な音楽観

を 180 度覆す、第一人者による民族音楽学入門。 

 
毎日新聞 2016/04/24 

2016:4./ 325p 
978-4-86528-143-9 

本体 ¥2,100+税

*9784865281439*
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スマホ時代の親たちへ～「わからない」では守れない!～(大空教育新書 
C003) 
藤川 大祐 著 
大空出版 
平成 25 年を境に子どもたちのスマホ所持率が激増し、その結果、「平成 25 年

問題」と呼ぶべき一連の問題が起きている。子育て中の保護者に向けて、ネッ

トいじめ、犯罪被害等の問題を解説し、スマホとの付き合い方を紹介する。 

 
毎日新聞 2016/04/24 

2016:4./ 173p 
978-4-903175-64-5 

本体 ¥800+税

*9784903175645*

 

ツバキ文具店 
小川 糸 著 
幻冬舎 
伝えられなかった大切な人ヘの想い。あなたに代わって、お届けします-。ラブ

レター、絶縁状、天国からの手紙…。鎌倉で代書屋を営む鳩子の元に、今日

も風変りな依頼が舞い込みます。『GINGER L.』連載を単行本化。 

 
毎日新聞 2016/04/24 

2016:4./ 269p 
978-4-344-02927-9 

本体 ¥1,400+税

*9784344029279*

 

左京～菅美緒句集～ 
菅 美緒 著 
ふらんす堂 
自然界の物の存在の不思議、詞の不思議を改めて思う。その不思議を探って

いきたい。 

 
毎日新聞 2016/04/25 

2016:4./ 165p 
978-4-7814-0852-1 

本体 ¥2,700+税

*9784781408521*

 

夢のソンダージュ 
夏石 番矢 著 
沖積舎 
私はまた大学生に戻った 二人部屋に引っ越す 荷物はなにもない 相方は留

守 外に出ると 寒い公園 丘から ボールがしきりに飛んでくる(「夢 2」より) 
2002 年 5 月から 2015 年 10 月までの 200 の夢を綴る。 

 
毎日新聞 2016/04/25 

2016:5./ 247p 
978-4-8060-0702-9 

本体 ¥3,500+税

*9784806007029*

 


