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CRISIS～公安機動捜査隊特捜班～(角川文庫 か 50-52) 
KADOKAWA 
公安機動捜査隊特捜班-通称“特捜班”の稲見は、横浜のホテルが武装集団に占

拠されたとの報せを受け、事件を秘密裏に解決せよという任務に挑むが…。金城

一紀原案の設定をもとに、気鋭の作家が紡ぐ完全オリジナルストーリー。 

 
産経新聞 2017/07/01 

2017:3./ 249p 
978-4-04-105393-5 

本体 ¥560+税

*9784041053935*

 

ニーマイヤー104 歳の 終講義～空想・建築・格差社会～ 
オスカー・ニーマイヤー、アルベルト・リヴァ 編 
オスカー・ニーマイヤー、阿部 雅世 著 
平凡社 
現代を代表する建築家が遺した 後のメッセージ。広がる格差、底辺に押しやら

れる若者。社会は、建築は、解決のため何ができるのか。 

 
産経新聞 2017/07/02 

2017:5./ 90p 
978-4-582-54458-9 

本体 ¥1,400+税

*9784582544589*

 

おたんじょうびケーキ 
アン マサコ 著 
ブロンズ新社 
今日はあいちゃんのお誕生日。ケーキをこっそりなめると、ケーキのお城に連れて

いかれました。ろうそくが 4 本しかないので、5 歳になれないと王様に言われたあ

いちゃんは、もう 1 本のろうそくを探して、お菓子の世界を大冒険! 

 
産経新聞 2017/07/02 

2017:5./ 1 冊(ページ付

なし) 
978-4-89309-630-2 

本体 ¥1,400+税

*9784893096302*

 

ぷろぼの 
楡 周平 著 
文藝春秋 
業界大手パシフィック電器の大リストラ。首切り人事部長の悪辣なやり口に憤慨し

て、NPO「ぷろぼの」の特殊技能者達が立ち上がる! 痛快企業エンターテインメン

ト小説。『別册文藝春秋』連載を単行本化。 

 
産経新聞 2017/07/02 

2017:5./ 362p 
978-4-16-390651-5 

本体 ¥1,600+税

*9784163906515*

 

文豪と暮らし～彼らが愛した物・食・場所～ 
開発社 編 
創芸社 
夏目漱石のビスケット、太宰治の黒マントなど、文豪たちが愛してやまなかったも

のたちに目を向けると、彼らの素顔やライフスタイルが見えてくる-。近代に活躍し

た 47 名の文豪の愛した物・食・場所を写真とともに紹介する。 

 
産経新聞 2017/07/02 

2017:6./ 128p 
978-4-88144-232-6 

本体 ¥1,600+税

*9784881442326*
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柳家さん喬大人の落語～音声 DVD で聴ける!～ 
柳家 さん喬 著 
講談社 
当代きっての名手、柳家さん喬が初めて明かす、純愛、嫉妬、夫婦の情……『た

ちきり』『鰍沢』『芝浜』を録り下ろした音声ＤＶＤ付き 

 
産経新聞 2017/07/02 

2017:6./ 184p 
978-4-06-220285-5 

本体 ¥1,800+税

*9784062202855*

 

ダメなときほど「言葉」を磨こう(集英社新書 0887) 
萩本 欽一 著 
集英社 
苦境に立たされたとき、いつも「言葉」が救ってくれた－。当代随一のコメディアン

が、ピンチから抜け出すための「言葉遣い」を伝授。何気ないひとことに幸運の種

が潜んでいる。人生が好転する一冊。 

 
産経新聞 2017/07/02 

2017:6./ 173p 
978-4-08-720887-0 

本体 ¥700+税

*9784087208870*

 

神社めぐりをしていたらエルサレムに立っていた 
鶴田 真由 著 
幻冬舎 
「神々の物語」を辿っていると、なぜか「エルサレム」という言葉に度々出逢う。さら

に行く先々でも…!? 女優・鶴田真由が「神々の国、日本」から「聖書が生まれた

国」への旅を綴る。写真も掲載。 

 
産経新聞 2017/07/02 

2017:6./ 159p 図 版
16p 
978-4-344-03125-8 

本体 ¥1,300+税

*9784344031258*

 

オノマトペの謎～ピカチュウからモフモフまで～(岩波科学ライブラリー 261) 
窪薗 晴夫 編 
岩波書店 
日本語を豊かにしている擬音語や擬態語。8 つの素朴な疑問に答えながら、言語

学、心理学、認知科学など、さまざまな観点から、オノマトペの魅力と謎に迫る。 

 
産経新聞 2017/07/02、朝日新聞 2017/07/23 

2017:5./ 4p,165p 
978-4-00-029661-8 

本体 ¥1,500+税

*9784000296618*

 

アウトサイドで生きている 
櫛野 展正 著 
タバブックス 
話題の自撮りおばあちゃん、武装ラブライバー、昆虫の死骸で観音像をつくった

男、仮面だらけの謎の館、草を刈り続ける路上生活者…。18 人の表現者たちの

豊かな生きざまを追う。『美術手帖』他掲載に書き下ろしを加え書籍化。 

 
産経新聞 2017/07/08 

2017:4./ 301p 
978-4-907053-18-5 

本体 ¥1,800+税

*9784907053185*

 

ジャズ・アンバサダーズ～「アメリカ」の音楽外交史～(講談社選書メチエ 649) 
齋藤 嘉臣 著 
講談社 
冷戦下、国務省はアメリカの優位性を発信すべく、 高のミュージシャンを「ジャズ

大使」として世界各地に派遣した。熱い自由のリズムはやがて抵抗と連帯のパワ

ーへと転じてゆく…。20 世紀後半の国際政治を音楽から探る。 

 
産経新聞 2017/07/09 

2017:5./ 365p 
978-4-06-258652-8 

本体 ¥2,000+税

*9784062586528*
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ライト兄弟～イノベーション・マインドの力～ 
デヴィッド・マカルー、秋山 勝 著 
草思社 
1903 年 12 月 17 日、世界ではじめて有人の動力飛行に成功したライト兄弟。人

類を地上から解き放つ革新技術を実現させた兄弟の苦闘と家族の愛情に支えら

れた足跡を、膨大な資料を駆使して描いた評伝。 

 
産経新聞 2017/07/09 

2017:5./ 422p 図 版
48p 
978-4-7942-2278-7 

本体 ¥2,200+税

*9784794222787*

 

頭のよい子に育てるために 3 歳から 15 歳のあいだに今すぐ絶対やるべきこと～

新脳科学でわかった!～ 
川島 隆太 著 
アチーブメント出版 
子どもの脳にとって 高の習慣とは? 「米+おかず」の朝ご飯から、読み聞かせ、

外遊びまで、「脳トレ」先生こと川島隆太教授が、 新の脳科学研究をもとに、子ど

もの脳にいい習慣を説明する。 

 
産経新聞 2017/07/09 

2017:4./ 220p 
978-4-86643-009-6 

本体 ¥1,300+税

*9784866430096*

 

潮騒はるか 
葉室 麟 著 
幻冬舎 
時は安政の動乱期。夫殺しの疑いをかけられた女の、決死の逃避行に隠された

衝撃の真実とは? 己のまことを信じ、懸命に生きる人々の姿を描いた時代小説。

『ポンツーン』連載に加筆し単行本化。 

 
産経新聞 2017/07/09 

2017:5./ 218p 
978-4-344-03116-6 

本体 ¥1,600+税

*9784344031166*

 

天照大神は卑弥呼だった～邪馬台国北九州説の終焉～ 
大平 裕 著 
ＰＨＰ研究所 
卑弥呼は天照大神であり、天孫降臨は邪馬台国（やまと国）の九州南部（熊襲）平

定譚であった。邪馬台国北九州説は完全に崩壊する。 

 
産経新聞 2017/07/09 

2017:6./ 249p 
978-4-569-83827-4 

本体 ¥1,600+税

*9784569838274*

 

にっぽん猫島紀行(イースト新書 087) 
瀬戸内 みなみ 著 
イースト・プレス 
猫にとっての天国は都会にはない。むしろ少子高齢化が進む島々こそ、猫にとっ

てのパラダイスなのである。全国に広がる 10 の猫島を巡り、島々に暮らす猫とひ

との真実に迫る。「猫博士」山根明弘インタビューも収録。 

 
産経新聞 2017/07/09 

2017:6./ 238p 
978-4-7816-5087-6 

本体 ¥861+税

*9784781650876*

 

アッツ島とキスカ島の戦い～人道の将、樋口季一郎と木村昌福～ 
将口 泰浩 著 
海竜社 
1942 年、日本軍が占領したアッツ島とキスカ島。しかし、それから 1 年。両島は数

奇な運命をたどる-。玉砕のアッツと撤退のキスカ、両島の運命はなぜわかれたの

か。2 人の指揮官に焦点を当てて解説する。 

 
産経新聞 2017/07/09 

2017:6./ 230p 
978-4-7593-1549-3 

本体 ¥1,600+税

*9784759315493*
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隷属なき道～AI との競争に勝つ ベーシックインカムと一日三時間労働～ 
ルトガー・ブレグマン、野中 香方子 著 
文藝春秋 
人間が AI とロボットとの競争に負けると、「中流」は崩壊し、貧富の差は広がる。

人々にただでお金を配る、週の労働時間を 15 時間にする…。オランダの新星ブ

レグマンが、機械への「隷属なき道」を行くための処方箋を示す。 

 
産経新聞 2017/07/09、朝日新聞 2017/07/30 

2017:5./ 308p 
978-4-16-390657-7 

本体 ¥1,500+税

*9784163906577*

 

階段を下りる女(CREST BOOKS) 
ベルンハルト・シュリンク、松永 美穂 著 
新潮社 
名画とともに異国に消えた謎の女。消そうとして消せなかった彼女の過去。企業弁

護士として順調に歩んできた初老の男は、孤絶した海辺の家に暮らす彼女を探し

当て、果たせなかったふたりの物語を紡ぎ始め…。 

 
産経新聞 2017/07/15 

2017:6./ 235p 
978-4-10-590139-4 

本体 ¥1,900+税

*9784105901394*

 

海岸の女たち(創元推理文庫 M ア 18-1) 
トーヴェ・アルステルダール、久山 葉子 著 
東京創元社 
連絡を絶ったジャーナリストの夫。「あなた、父親になるのよ」 それを伝えたくて、

妻は単身ニューヨークからパリへ飛んだ。ただの舞台関係者だった妻は、異邦の

地で一人、底知れぬ闇と対峙することに…。 

 
産経新聞 2017/07/16 

2017:4./ 498p 
978-4-488-24104-9 

本体 ¥1,380+税

*9784488241049*

 

仕事に役立つ専門紙・業界紙 
吉井 潤 著 
青弓社 
専門紙・業界紙は、ビジネス、起業、就職活動を支援する情報の宝庫。約 400 の

専門紙・業界紙をベースに、読み方をわかりやすくガイドする。ビジネス支援サー

ビスでの専門紙・業界紙の収集と提供の経験も綴る。 

 
産経新聞 2017/07/16 

2017:5./ 225p 
978-4-7872-0064-8 

本体 ¥1,600+税

*9784787200648*

 

未来の年表～人口減少日本でこれから起きること～(講談社現代新書 2431) 
河合 雅司 著 
講談社 
大学倒産、介護離職増大、輸血用血液不足、空き家激増、火葬場不足-。少子高

齢という「静かなる有事」に立ち向かうために、日本の未来図を時系列に沿って、

かつ体系的に解き明かし、適切な対策を提示する。 

 
産経新聞 2017/07/16 

2017:6./ 206p 
978-4-06-288431-0 

本体 ¥760+税

*9784062884310*

 

人生が劇的に変わる睡眠法 
白濱 龍太郎 著 
プレジデント社 
人生を変える近道は、量、質ともに十分な睡眠! ある睡眠専門のクリニックを舞台

に、訪れた人たちの眠りの悩みと先生のアドバイスを会話形式で掲載。パフォー

マンスが上昇する、一流への睡眠戦略を伝える。 

 
産経新聞 2017/07/16 

2017:7./ 183p 
978-4-8334-5121-5 

本体 ¥1,300+税

*9784833451215*
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新渡戸三代 
小久保 純一 著 
文芸社 
新渡戸稲造とその父・祖父を描いた、現代人に生きる指針と勇気を与える、歴史ド

ラマ。 

 
産経新聞 2017/07/16 

2017:7./ 180p 
978-4-286-18219-3 

本体 ¥600+税

*9784286182193*

 

知盛の声がきこえる～『子午線の祀り』役者ノート～(ハヤカワ演劇文庫 40) 
嵐 圭史 著 
早川書房 
木下順二の名作に主演した著者は戯曲の豊穣な言葉を前に悪戦苦闘するも、次

第に役を掴んでいく。名作を紐解く傑作戯曲論。 

 
産経新聞 2017/07/22 

2017:7./ 203p 
978-4-15-140040-7 

本体 ¥1,000+税

*9784151400407*

 

評伝キャパ～その生涯と『崩れ落ちる兵士』の真実～ 
吉岡 栄二郎 著 
明石書店 
ロバート・キャパの評伝。亡命ユダヤ人青年が写真によってナチスと闘い、伝説の

1 枚「崩れ落ちる兵士」によって戦場に生き、斃れる宿命を負う。その生涯の光と

影を、キャパを愛した女性たち、日本人との交流などと共に描く。 

 
産経新聞 2017/07/23 

2017:3./ 590p 
978-4-7503-4487-4 

本体 ¥3,800+税

*9784750344874*

 

岡倉天心「茶の本」をよむ(講談社学術文庫 2427) 
田中 仙堂 著 
講談社 
明治の日本美術界の指導者、岡倉天心が英語で著し、1906 年にアメリカで刊行

した「茶の本」。日本人の美意識を西洋に啓蒙した代表作を、現代茶道の第一線

を担う著者が邦訳し、解説する。< 終章>から読むよう構成。 

 
産経新聞 2017/07/23 

2017:5./ 371p 
978-4-06-292427-6 

本体 ¥1,170+税

*9784062924276*

 

チャップリン暗殺指令 
土橋 章宏 著 
文藝春秋 
昭和初期、青年将校たちが首相暗殺などクーデターを計画。陸軍士官候補生の

新吉は、チャップリンの殺害を命じられた。傑作歴史長編。 

 
産経新聞 2017/07/23 

2017:6./ 253p 
978-4-16-390669-0 

本体 ¥1,400+税

*9784163906690*

 

死ぬときにはじめて気づく人生で大切なこと 33～終末期がん患者 2000 人に寄り

添った医師が知る～ 
大津 秀一 著 
幻冬舎 
終末期医療に携わる医師がたどりついた「本当に幸せな生き方」とは。仕事に固

執しすぎないこと、迷惑をかける意識を捨てること、嫌われることを恐れないこと

…。人生の終わりに気づく大切なことを伝える。 

 
産経新聞 2017/07/23 

2017:5./ 205p 
978-4-344-03120-3 

本体 ¥1,100+税

*9784344031203*
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爆買いされる日本の領土(角川新書 K-147) 
宮本 雅史 著 
KADOKAWA 
風光明媚な名所や水源地、安全保障上重要な港などで、外国人による大規模な

土地取得が進んでいる。北海道での実態など、知られざる現状をレポートし、我が

国の無防備ぶりと中国の日本侵攻の思惑に迫る。 

 
産経新聞 2017/07/23 

2017:7./ 255p 
978-4-04-082140-5 

本体 ¥800+税

*9784040821405*

 

よしもとで学んだ「お笑い」を刑務所で話す～自分を愛するコミュニケーション～ 
竹中 功 著 
にんげん出版 
吉本興業に約 35 年間勤め、刑務所などの矯正施設で「コミュニケーション」の講

義を行なう著者が、刑務所と吉本興業で学んだことや、豊かで楽しい生活が送れ

るコミュニケーション術を紹介する。 

 
産経新聞 2017/07/23 

2017:7./ 206p 
978-4-931344-43-3 

本体 ¥1,300+税

*9784931344433*

 

灯台はそそる(光文社新書 894) 
不動 まゆう 著 
光文社 
今日も一人で海に立つ小さな守り人・灯台。省エネにより崖っぷちに立たされる

今、灯火を守るファンを増やすため、“灯台女子”の著者が魅力と愛し方を余すと

ころなく綴る。 

 
産経新聞 2017/07/23 

2017:7./ 219p 図 版
16p 
978-4-334-03999-8 

本体 ¥920+税

*9784334039998*

 

超暇つぶし図鑑 
ARuFa 著 
宝島社 
「自宅を森に改装してみる」「別府温泉に行き、あえてユニットバスに入る旅」など、

Twitter フォロワー28 万人の ARuFa が、退屈な時間に試したいハイレベルな暇の

つぶし方を写真とともに多数収録。 

 
産経新聞 2017/07/29 

2017:5./ 223p 
978-4-8002-6887-7 

本体 ¥980+税

*9784800268877*

 

片づけたい～暮らしの文藝～ 
赤瀬川 原平 著 
河出書房新社 
片づけベタの苦悩、別れがたき品、掃除道具へのこだわり……片づけには、生き

かたが表れる。古今の作家たちが綴ったエッセイ 32 篇。 

 
産経新聞 2017/07/29 

2017:6./ 205p 
978-4-309-02584-1 

本体 ¥1,600+税

*9784309025841*

 

会津執権の栄誉 
佐藤 巖太郎 著 
文藝春秋 
相次ぐ当主の死、跡目争いによる家中の軋轢、そして奥羽の覇権を目指す伊達

政宗による侵略。会津の名家、芦名家の滅亡までを熱く、克明に描いた連作短編

集。『オール讀物』掲載に書き下ろしを追加して単行本化。 

 
産経新聞 2017/07/30 

2017:4./ 259p 
978-4-16-390635-5 

本体 ¥1,450+税

*9784163906355*
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アーサー・ペッパーの八つの不思議をめぐる旅(集英社文庫 ハ 21-1) 
フィードラ・パトリック、杉田 七重 著 
集英社 
亡き妻が遺した、八つの不思議なチャーム。そこに秘められた妻の過去を追ううち

に、アーサーは思いも寄らない冒険に乗り出していく……。笑いあり涙ありの、ハ

ートウォーミングな感動作! 

 
産経新聞 2017/07/30 

2017:4./ 463p 
978-4-08-760733-8 

本体 ¥960+税

*9784087607338*

 

国民憲法制定への道～中曽根康弘憲法論の軌跡～ 
世界平和研究所 編 
文藝春秋 
昭和 21 年の日本国憲法公布の翌年に初当選して以来、70 年間、一貫して憲法

改正を説いてきた。白寿を前にその憲法論を総括した集大成。憲法改正論議活

発化へ改めて波紋を投ずる。 

 
産経新聞 2017/07/30 

2017:5./ 383p 
978-4-16-008897-9 

本体 ¥2,400+税

*9784160088979*

 

名字でわかるあなたのルーツ～佐藤、鈴木、高橋、田中、渡辺のヒミツ～ 
森岡 浩 著 
小学館 
奈良の「高い橋」に因む朝廷の料理番「高橋」、水軍で知られる大阪発祥の一族

「渡辺」…。名字の由来を知れば、一族と地域、国家の歴史がわかる。約 2500 の

名字のルーツを解説する。ルーツを探す方法なども紹介。 

 
産経新聞 2017/07/30 

2017:7./ 223p 
978-4-09-379892-1 

本体 ¥1,200+税

*9784093798921*

 

紅(あか)と白～高杉晋作伝～ 
関 厚夫 著 
国書刊行会 
幕末という激動期を、疾風のごとく駆け抜け、27 歳という若さで天命をまっとうし

た、幕末の風雲児・高杉晋作。その短くも波瀾に満ちた生涯を活写したノンフィク

ション小説。『産経新聞』連載を単行本化。 

 
産経新聞 2017/07/30 

2017:6./ 382p 
978-4-336-06168-3 

本体 ¥2,000+税

*9784336061683*

 

江戸の瓦版～庶民を熱狂させたメディアの正体～(歴史新書 y 072) 
森田 健司 著 
洋泉社 
心中、敵討、火事、地震…。江戸庶民を夢中にさせた「瓦版」は、江戸市中の事

件の真相を知らせる非合法出版物だった。実物の瓦版を材料に、その実像と魅

力に迫る。ニュースサイト『THE PAGE』連載をもとに書籍化。 

 
産経新聞 2017/07/30 

2017:7./ 221p 
978-4-8003-1274-7 

本体 ¥1,000+税

*9784800312747*

 

せつない動物図鑑 
ブルック・バーカー、服部 京子 著 
ダイヤモンド社 
トカゲは自分のしっぽを食べる、シマウマはひとりで寝られない、カバは好きな子

におしっこをかける、アリが寝るのは 1 日に 16 分間だけ…。動物たちの「せつな

い真実」をイラストとともに紹介する。 

 
産経新聞 2017/07/30 

2017:7./ 183p 
978-4-478-10213-8 

本体 ¥1,000+税

*9784478102138*
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気のきいた短いメールが書ける本～そのまま使える!短くても失礼のないメール

術～ 
中川路 亜紀 著 
ダイヤモンド社 
仕事がサクサク進む、周りからの評価が一変する! 返信、アポ、お詫び、感謝、依

頼、催促など、迷うことなく「気のきいた短いメール」が書けるようになるビジネス文

章術を紹介する。「季節の言葉」の月別一覧表も掲載。 

 
産経新聞 2017/07/30 

2017:7./ 210p 
978-4-478-06953-0 

本体 ¥1,300+税

*9784478069530*

 

だれが「本」を殺すのか<上巻>(新潮文庫) 
佐野 真一 著 
新潮社 
朝日新聞 2017/07/02 

2004:5./ 510p 
978-4-10-131635-2 

本体 ¥667+税

*9784101316352*

 

だれが「本」を殺すのか<下巻>(新潮文庫) 
佐野 真一 著 
新潮社 
朝日新聞 2017/07/02 

2004:5./ 433p,34p 
978-4-10-131636-9 

本体 ¥667+税

*9784101316369*

 

自虐の詩<上> 
業田 良家 著 
竹書房 
幸せになりたいですか?人生の意味を問う、奇跡のどん底ラブストーリー4 コマ漫

画「自虐の詩」。単行本初収録作を含め、連載時の「幸江とイサオ」シリーズ全編

を掲載。 

 
朝日新聞 2017/07/02 

2007:8./ 310p 
978-4-8124-3214-3 

本体 ¥1,143+税

*9784812432143*

 

自虐の詩<下> 
業田 良家 著 
竹書房 
幸せになりたいですか?人生の意味を問う、奇跡のどん底ラブストーリー4 コマ漫

画「自虐の詩」。単行本初収録作を含め、連載時の「幸江とイサオ」シリーズ全編

を掲載。 

 
朝日新聞 2017/07/02 

2007:8./ 300p 
978-4-8124-3215-0 

本体 ¥1,143+税

*9784812432150*

 

時の雨 
高橋 順子 著 
青土社 
晩い結婚の歓びも束の間、強迫神経症を発病した小説家の夫。呪われた実生活

に材を得ながら、私詩であることを超え、詩の可能性を問いながら、存在の淵にい

ざなう記録。現代詩花椿賞受賞の詩人が新しい境地を切り拓く。 

 
朝日新聞 2017/07/02 

1996:11./ 93p 
978-4-7917-2085-9 

本体 ¥2,200+税

*9784791720859*
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文化財の価値を評価する～景観・観光・まちづくり～(文化とまちづくり叢書) 
垣内 恵美子、岩本 博幸 著 
水曜社 
文化の便益とは何か?受益者は誰か?文化財のより持続的な保護のあり方、市場

からの資源の調達の可能性について考察。文化財の価値を「見える化」する、新

しいまちづくり論。 

 
朝日新聞 2017/07/02 

2011:10./ 203p 
978-4-88065-269-6 

本体 ¥2,800+税

*9784880652696*

 

国宝消滅～イギリス人アナリストが警告する「文化」と「経済」の危機～ 
デービッド・アトキンソン 著 
東洋経済新報社 
今のままでは、何千年間も守られてきた日本の伝統文化が断絶してしまう…。国

宝をはじめとする日本の文化財をめぐるさまざまな問題と、それを解決するために

はどのような手を打たなくてはならないのかを記す。 

 
朝日新聞 2017/07/02 

2016:2./ 342p 
978-4-492-39629-2 

本体 ¥1,500+税

*9784492396292*

 

観光資源としての博物館 
中村 浩、青木 豊 著 
芙蓉書房出版 
多くの人を集める魅力ある施設をどう作るか。時代と地域のニーズに合った博物

館のあり方を「観光資源」の視点で提言。26 人の専門家が豊富な事例を紹介し、

これからの博物館づくりの課題も分析する。 

 
朝日新聞 2017/07/02 

2016:3./ 310p 
978-4-8295-0677-6 

本体 ¥2,500+税

*9784829506776*

 

九十歳。何がめでたい 
佐藤 愛子 著 
小学館 
人間は「のんびりしよう」なんて考えてはダメだということが、九十歳を過ぎてよくわ

かりました-。御年九十二歳、もはや満身創痍の佐藤愛子が、ヘトヘトでしぼり出し

た怒りの書。『女性セブン』連載を書籍化。 

 
朝日新聞 2017/07/02 

2016:8./ 223p 
978-4-09-396537-8 

本体 ¥1,200+税

*9784093965378*

 

蜜蜂と遠雷 
恩田 陸 著 
幻冬舎 
養蜂家の父とともに各地を転々とし自宅にピアノを持たない少年、かつての天才

少女、サラリーマン…。ピアノコンクールを舞台に、人間の才能と運命、音楽を描

いた青春群像小説。『星星峡』『ポンツーン』連載を単行本化。 

 
朝日新聞 2017/07/02 

2016:9./ 507p 
978-4-344-03003-9 

本体 ¥1,800+税

*9784344030039*

 

えんとつ町のプペル 
にしの あきひろ 著 
幻冬舎 
信じぬくんだ。たとえひとりになっても-。えんとつだらけの町。そこに住むひとは、

黒い煙にとじこめられて、青い空を知りません。えんとつそうじ屋の少年ルビッチ

は、ハロウィンの日にあらわれたゴミ人間のプペルと出会い…。 

 
朝日新聞 2017/07/02 

2016:10./ 1 冊(ページ

付なし) 
978-4-344-03016-9 

本体 ¥2,000+税

*9784344030169*
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火花(文春文庫 ま 38-1) 
又吉 直樹 著 
文藝春秋 
第一五三回芥川賞を受賞し、二〇一五年の話題をさらった「火花」が文庫化。受

賞記念エッセイ「芥川龍之介への手紙」を併録。 

 
朝日新聞 2017/07/02 

2017:2./ 180p 
978-4-16-790782-2 

本体 ¥580+税

*9784167907822*

 

騎士団長殺し<第 1 部> 顕れるイデア編 
村上 春樹 著 
新潮社 
私は狭い谷間の入り口近くの、山の上に住んでいた。夏には谷の奥の方でひっき

りなしに雨が降ったが、谷の外側はだいたい晴れていた。それは孤独で静謐な

日々であるはずだった。騎士団長が顕れるまでは…。 

 
朝日新聞 2017/07/02 

2017:2./ 507p 
978-4-10-353432-7 

本体 ¥1,800+税

*9784103534327*

 

人手不足なのになぜ賃金が上がらないのか 
玄田 有史 編 
慶應義塾大学出版会 
働き手にとって 重要な関心事である所得アップが実現しないのは、なぜ? 22 名

の気鋭が現代日本の労働市場の構造を驚きと納得の視点から明らかにする、経

済学アンソロジー。 

 
朝日新聞 2017/07/02 

2017:4./ 21p,310p 
978-4-7664-2407-2 

本体 ¥2,000+税

*9784766424072*

 

うんこかん字ドリル～日本一楽しい漢字ドリル～<小学 1 年生> 
古屋 雄作 著 
文響社 
子どもが夢中になって勉強する！全例文に「うんこ」を使った、まったく新しい漢字

ドリル、誕生ー新学習指導要領対応ー 

 
朝日新聞 2017/07/02 

2017:3./ 84p 
978-4-905073-81-9 

本体 ¥980+税

*9784905073819*

 

ベストセラーコード～「売れる文章」を見きわめる驚異のアルゴリズム～ 
ジョディ・アーチャー、マシュー・ジョッカーズ 著 
日経ＢＰ社 
ベストセラーが売れるのは偶然か、それとも黄金の法則が存在するのか? 約 5000
冊の小説から得られたテキストデータを分析し、ベストセラー小説とそうでない小

説の違いを明らかにする。 

 
朝日新聞 2017/07/02 

2017:3./ 342p 
978-4-8222-5184-0 

本体 ¥2,000+税

*9784822251840*

 

うき世と浮世絵 
内藤 正人 著 
東京大学出版会 
「うき世の絵」とは、何を示す語であったのか。「うき世」の語の意味、絵師たちの意

識など、素通りされてきた問いから、現代のサブカルチャーにも通じるジャンルの

生命力の核に迫る。 

 
朝日新聞 2017/07/02 

2017:4./ 5p,206p,4p 
978-4-13-083071-3 

本体 ¥3,200+税

*9784130830713*
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きみは赤ちゃん(文春文庫 か 51-4) 
川上 未映子 著 
文藝春秋 
35 歳ではじめての出産。それは試練の連続だった! 作家の鋭い観察眼で、「出

産」という大事業の現実から、出産後の夫婦の問題までをセキララに描いた異色

エッセイ。 

 
朝日新聞 2017/07/02 

2017:5./ 351p 
978-4-16-790857-7 

本体 ¥640+税

*9784167908577*

 

マッティは今日も憂鬱～フィンランド人の不思議～ 
カロリーナ・コルホネン、柳澤 はるか 著 
方丈社 
なぜか日本人にそっくり!? 褒められるのが苦手、自己アピールが苦手…。平穏と

静けさと個人的領域をとても大事にするマッティ。典型的なフィンランド人であるマ

ッティが遭遇する、気まずいシチュエーションの数々を描く。 

 
朝日新聞 2017/07/02 

2017:4./ 1 冊(ページ付

なし) 
978-4-908925-12-2 

本体 ¥1,500+税

*9784908925122*

 

中国人の本音～日本をこう見ている～(平凡社新書 845) 
工藤 哲 著 
平凡社 
実際のところ中国人は日本をどう見ているか。知られざる「抗日」の現場やメディア

の裏側など、北京特派員が徹底取材。 

 
朝日新聞 2017/07/02 

2017:5./ 270p 
978-4-582-85845-7 

本体 ¥840+税

*9784582858457*

 

落語魅捨理(ミステリ)全集～坊主の愉しみ～ 
山口 雅也 著 
講談社 
骨董好きの道楽坊主・無門道絡と巡る江戸。「品川心中」「時そば」など、名作古

典落語をベースに当代一の謎(リドル)マスター山口雅也が描く、愉快痛快奇天烈

な江戸噺 7 篇。『メフィスト』他掲載に書き下ろしを加え単行本化。 

 
朝日新聞 2017/07/02 

2017:5./ 251p 
978-4-06-220584-9 

本体 ¥1,800+税

*9784062205849*

 

夫・車谷長吉 
高橋 順子 著 
文藝春秋 
この世のみちづれとなって-。11 通の絵手紙をもらったのが 初だった。直木賞受

賞、強迫神経症、お遍路、不意の死別。異色の私小説作家・車谷長吉を支えぬ

いた、妻であり詩人・高橋順子による回想。 

 
朝日新聞 2017/07/02 

2017:5./ 277p 
978-4-16-390647-8 

本体 ¥1,600+税

*9784163906478*

 

無くならない～アートとデザインの間～ 
佐藤 直樹 著 
晶文社 
ある日、木炭画を描き始めたら、描くのが止まらない…。デザインの世界で活躍し

てきた著者が、アートとデザインの関係について考える。晶文社『スクラップブック』

連載等をもとに書籍化。 

 
朝日新聞 2017/07/02 

2017:4./ 335p 
978-4-7949-6960-6 

本体 ¥2,500+税

*9784794969606*
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敗者の想像力(集英社新書 0882) 
加藤 典洋 著 
集英社 
日本の「戦後」認識にラディカルな一石を投じたベストセラー『敗戦後論』から 20
年。第二次大戦に敗れた日本が育んだ「想像力」を切り口に、敗北を礎石に据え

た新たな戦後論を提示する。 

 
朝日新聞 2017/07/02 

2017:5./ 270p 
978-4-08-720882-5 

本体 ¥780+税

*9784087208825*

 

沖縄の戦争遺跡～<記憶>を未来につなげる～ 
吉浜 忍 著 
吉川弘文館 
米軍との激しい地上戦が行われた沖縄。司令部壕、砲台、トーチカ、住民避難壕

(ガマ)、収容所など、今も残る数千件の戦争遺跡から厳選し、豊富な写真と現地

調査に基づく平易な解説で、沖縄戦の実態に迫る。戦跡めぐりに 適。 

 
朝日新聞 2017/07/02 

2017:6./ 8p,267p,13p 
978-4-642-08317-1 

本体 ¥2,400+税

*9784642083171*

 

高校図書館デイズ～生徒と司書の本をめぐる語らい～(ちくまプリマー新書 280) 
成田 康子 著 
筑摩書房 
札幌南高校の図書館を訪れる生徒たちが、司書の先生に問わず語りする。生徒

の人数分だけある、各々の青春と本とのかけがえのない話。 

 
朝日新聞 2017/07/02 

2017:6./ 213p 
978-4-480-68984-9 

本体 ¥840+税

*9784480689849*

 

ジョレス・メドヴェージェフ、ロイ・メドヴェージェフ選集<2> ウラルの核惨事 
ジョレス・メドヴェージェフ、ロイ・メドヴェージェフ、佐々木 洋、名越 陽子、ジョレ

ス・メドヴェージェフ 著 
現代思潮新社 
生化学者ジョレスと歴史学者ロイの双子兄弟の初めての日本語版選集。2 は、

1957 年、旧ソ連南ウラル地方で起こった放射性廃棄物貯蔵所の爆発事故に関す

るソ連当局の資料を解読して綴った「ウラルの核惨事」を収録。 

 
朝日新聞 2017/07/02 

2017:5./ 262p 
978-4-329-10003-0 

本体 ¥3,600+税

*9784329100030*

 

NHK ニッポン戦後サブカルチャー史 深掘り進化論 
宮沢 章夫、大森 望、泉 麻人、輪島 裕介、都築 響一、さやわか、NHK「ニッ

ポン戦後サブカルチャー史」制作班 著 
ＮＨＫ出版 
NHK「ニッポン戦後サブカルチャー史� DIG 深掘り進化論」から生まれた本。「ニ

ッポン女子高生史」「SF は何を夢見るか?」など 6 つのテーマから、耽溺という「技」

で戦後ニッポン、そして世界を読み解く。 

 
朝日新聞 2017/07/02 

2017:4./ 223p 
978-4-14-081686-8 

本体 ¥1,800+税

*9784140816868*

 

文化財保存 70 年の歴史～明日への文化遺産～ 
文化財保存全国協議会 編 
新泉社 
経済発展のもとで、破壊され消滅した遺跡、守り保存された遺跡の貴重な記録。

戦後の文化財保存運動が起こった 30 余りの遺跡を取りあげ、これからの文化遺

産のあり方を考える。 

 
朝日新聞 2017/07/02 

2017:5./ 387p 
978-4-7877-1707-8 

本体 ¥3,800+税

*9784787717078*
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京都の壁(京都しあわせ倶楽部) 
養老 孟司 著 
ＰＨＰ研究所 
千年の都・京都にはいくつかの壁が存在する。京都らしさ、日本らしさを体現した

これらの壁の正体とは？10 の視点から考察する。 

 
朝日新聞 2017/07/02 

2017:5./ 202p 
978-4-569-83822-9 

本体 ¥850+税

*9784569838229*

 

どつぼ超然(河出文庫 ま 17-1) 
町田 康 著 
河出書房新社 
余という一人称には、すべてを乗りこえている感じがある。これでいこう－超然者と

して「成長してゆく」余の姿を活写した傑作長編。 

 
朝日新聞 2017/07/02 

2017:6./ 352p 
978-4-309-41534-5 

本体 ¥790+税

*9784309415345*

 

シェイクスピアの時代のイギリス生活百科 
イアン・モーティマー、市川 恵里、樋口 幸子 著 
河出書房新社 
シェイクスピアが活躍した 16 世紀イングランドの、衣食住から法律、言葉、娯楽ま

で、当時の人々の暮らしを体験する旅へ出かけよう! 

 
朝日新聞 2017/07/02 

2017:6./ 517p 
978-4-309-22705-4 

本体 ¥3,800+税

*9784309227054*

 

おはなしして子ちゃん(講談社文庫 ふ 83-1) 
藤野 可織 著 
講談社 
小学校の理科準備室に閉じ込められた私。ホルマリン漬けの瓶に入った“あの子”
が、一晩中お話をせがんできて…。表題作をはじめ、キュートで不気味、残酷だけ

ど愛しいおはなし全 10 篇を収録。 

 
朝日新聞 2017/07/02 

2017:6./ 217p 
978-4-06-293689-7 

本体 ¥580+税

*9784062936897*

 

現代ニッポン論壇事情社会批評の 30 年史(イースト新書 085) 
北田 暁大、栗原 裕一郎、後藤 和智 著 
イースト・プレス 
柄谷行人、上野千鶴子、内田樹、高橋源一郎、宮台真司、小熊英二、古市憲寿

ら、著名論客を縦横無尽に批評。世代が異なる個性的な論客 3 人が、現代ニッポ

ンの言論空間を語り尽くす。 

 
朝日新聞 2017/07/02 

2017:6./ 228p 
978-4-7816-5085-2 

本体 ¥861+税

*9784781650852*

 

誰がアパレルを殺すのか 
杉原 淳一、染原 睦美 著 
日経ＢＰ社 
大きな転換期を迎えたアパレル業界。この産業を衰退に追いやった“犯人”は誰

か。サプライチェーンをくまなく取材し、不振の真因や、業界の裏と未来を明らか

にする。 

 
朝日新聞 2017/07/02、産経新聞 2017/07/16 

2017:5./ 252p 
978-4-8222-3691-5 

本体 ¥1,500+税

*9784822236915*
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劇場 
又吉 直樹 著 
新潮社 
一番会いたい人に会いに行く。こんな当たり前のことが、なんでできへんかったん

やろな-。かけがえのない大切な誰かを想う、切なくも胸にせまる恋愛小説。『新

潮』掲載を単行本化。 

 
朝日新聞 2017/07/02、朝日新聞 2017/07/16 

2017:5./ 207p 
978-4-10-350951-6 

本体 ¥1,300+税

*9784103509516*

 

永遠の道は曲りくねる 
宮内 勝典 著 
河出書房新社 
世界を放浪の末、有馬が辿り着いた沖縄の地。いま、運命は動き出す。《終わらぬ

悲劇の連鎖》と《生命の煌めき》を描く至極の超大作! 

 
朝日新聞 2017/07/02、東京・中日新聞 2017/07/23 

2017:5./ 419p 
978-4-309-02568-1 

本体 ¥1,850+税

*9784309025681*

 

なぜ世界中が、ハローキティを愛するのか?～“カワイイ”を世界共通語にしたキ

ャラクター～ 
クリスティン・ヤノ、久美 薫 著 
作品社 
なぜ「ハローキティ」は国境や文化を乗り越え、人種やジェンダーをも超えて愛さ

れたのか。サンリオの理念と戦略、海外での社会的背景の調査、そして世界のキ

ティファンへのインタビュー等を通じて、その謎と秘密を解き明かす。 

 
朝日新聞 2017/07/02、読売新聞 2017/07/23 

2017:3./ 522p 
978-4-86182-593-4 

本体 ¥3,600+税

*9784861825934*

 

デービッド・アトキンソン 新・観光立国論～イギリス人アナリストが提言する 21
世紀の「所得倍増計画」～ 
デービッド・アトキンソン 著 
東洋経済新報社 
長年アナリストとして活動をしてきたイギリス人の著者が、日本の人口減を吸収し

て、かつ GDP の絶対額を増やしていくための施策として「観光立国」が有効だと

主張。さまざまな数字に基づいて説明する。 

 
朝日新聞 2017/07/02、毎日新聞 2017/07/09 

2015:6./ 275p 
978-4-492-50275-4 

本体 ¥1,500+税

*9784492502754*

 

マインドフルネスストレス低減法 
J.カバットジン 著 
北大路書房 
今という瞬間に完全に注意を集中する「マインドフルネス瞑想法」。自分の内部と

外部のバランスを保つこの瞑想法の基礎理論、実践法、ストレス対処法を紹介。ま

た、健康と癒しについての 新の研究成果も取り上げる。 

 
朝日新聞 2017/07/09 

2007:10./ 387p 
978-4-7628-2584-2 

本体 ¥2,200+税

*9784762825842*

 

仏教瞑想論 
蓑輪 顕量 著 
春秋社 
体験の宗教・仏教、その瞑想の具体的なあり方を語る。東アジア世界の瞑想修行

と、現代アジアに展開する現在の瞑想の姿を描く。 

 
朝日新聞 2017/07/09 

2008:12./ 209p 
978-4-393-13378-1 

本体 ¥2,200+税

*9784393133781*
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東のエデン(ちくま文庫) 
杉浦日向子 著 
筑摩書房 
朝日新聞 2017/07/09 

1993:7./ 211p 
978-4-480-02755-9 

本体 ¥760+税

*9784480027559*

 

読む坐禅～静かに深く生きるために～ 
中野 東禅 著 
創元社 
坐禅に関心をもってはいるがなかなか実際に坐禅するまでに至っていない人に

向けて、坐禅のすごさを伝える本。40 年来の坐禅会での講義や実践を通して著

者が行き着いた理解を整理してまとめる。 

 
朝日新聞 2017/07/09 

2013:12./ 222p 
978-4-422-14028-5 

本体 ¥1,400+税

*9784422140285*

 

マインドフルネス入門講義 
大谷 彰 著 
金剛出版 
仏教瞑想の方法，精神疾患への臨床応用など，臨床技法としてのマインドフルネ

スと仏教瞑想との対話を試みた 良のテキストブック。 

 
朝日新聞 2017/07/09 

2014:10./ 243p 
978-4-7724-1388-6 

本体 ¥3,400+税

*9784772413886*

 

おともだち 
高野 文子 著 
筑摩書房 
「日本のおともだち」「アメリカのおともだち」の二部構成で全五作品を収録。どこか

なつかしく、そして新しい少女の世界を鮮やかに描く作品集。新装版で登場。 

 
朝日新聞 2017/07/09 

2015:6./ 174p 
978-4-480-88807-5 

本体 ¥1,600+税

*9784480888075*

 

脳と瞑想～ 先端脳外科医とタイの瞑想指導者が解き明かす苦しみをなくす脳

と心の科学～(サンガ新書 071) 
プラユキ・ナラテボー、篠浦 伸禎 著 
サンガ 
脳の覚醒下手術でトップクラスの実績を持ち、自らも日々瞑想をする脳外科医と、

タイで出家しテーラワーダ仏教の瞑想修行を重ねた日本人僧侶が、苦しみから抜

け出して幸せに生きるための意識の転換と、脳の使い方を語り合う。 

 
朝日新聞 2017/07/09 

2016:11./ 309p 
978-4-86564-067-0 

本体 ¥900+税

*9784865640670*

 

時間の非実在性(講談社学術文庫 2418) 
ジョン・エリス・マクタガート 著 
講談社 
過去・現在・未来、A 系列、B 系列とは何か? 「時間の哲学」の記念碑的な古典、

マクタガートの著名な論文「時間の非実在性」を全訳。訳者による段落ごとの詳細

な注解と論評、付論も収録。 

 
朝日新聞 2017/07/09 

2017:2./ 261p 
978-4-06-292418-4 

本体 ¥1,000+税

*9784062924184*
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我々みんなが科学の専門家なのか?(叢書・ウニベルシタス 1055) 
ハリー・コリンズ 著 
法政大学出版局 
専門家が安全と言っても不安で、リスクを説明されても納得できないのはなぜか。

科学論の第一人者が、原発、気候変動、ワクチン接種など、特に日常生活に関わ

る論争での事例とともに、「専門知」の適切な捉え方を提言する。 

 
朝日新聞 2017/07/09 

2017:4./ 6p,217p,7p 
978-4-588-01055-2 

本体 ¥2,800+税

*9784588010552*

 

暗い時代の人々 
森 まゆみ 著 
亜紀書房 
戦間期ファシズム下における戦時抵抗者たちの評伝。山本宣治や山川菊栄、竹

久夢二など、自らの信念を曲げずに希望の光を灯した 9 人を描き出す。 

 
朝日新聞 2017/07/09 

2017:4./ 294p 
978-4-7505-1499-4 

本体 ¥1,700+税

*9784750514994*

 

アール・ブリュット～野生芸術の真髄～ 
ミシェル・テヴォー、杉村 昌昭 著 
人文書院 
マージナルな人々が自然発生的かつ個人的発明から生み出した<生の芸術>ア

ール・ブリュット。作家たちの溢れる創造力の秘密を解き明かし、芸術界のみなら

ず思想界にも影響を与えたアール・ブリュット論の古典的名著。 

 
朝日新聞 2017/07/09 

2017:5./ 243p 図 版
16p 
978-4-409-10038-7 

本体 ¥4,800+税

*9784409100387*

 

色仏 
花房 観音 著 
文藝春秋 
江戸末期の京都。僧になるため上京した青年、烏は、ある女に出会い仏の道を捨

てる。食うために彼が始めたのは、生身の女のあられもない姿を彫り出すことだっ

た…。著者初の官能時代小説。『オール讀物』掲載を書籍化。 

 
朝日新聞 2017/07/09 

2017:5./ 243p 
978-4-16-390645-4 

本体 ¥1,500+税

*9784163906454*

 

ホサナ 
町田 康 著 
講談社 
愛犬家が集うバーベキューパーティーが全ての始まりだった。私と私の犬は、い

つしか不条理な世界に巻き込まれ…。栄光と救済。呪詛と祈り。迷える民にもたら

された現代の超約聖書ともいえる長編小説。「群像」掲載を単行本化。 

 
朝日新聞 2017/07/09 

2017:5./ 692p 
978-4-06-220580-1 

本体 ¥2,200+税

*9784062205801*

 

江戸の美術大図鑑 
狩野 博幸、並木 誠士、今橋 理子 著 
河出書房新社 
江戸徳川 250 年の至宝を、絵画、浮世絵、意匠(デザイン)、染織、漆芸……幅広

いジャンルからベストセレクション。オールカラー。 

 
朝日新聞 2017/07/09 

2017:6./ 255p 
978-4-309-25576-7 

本体 ¥4,800+税

*9784309255767*
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物語オランダの歴史～大航海時代から「寛容」国家の現代まで～(中公新書 
2434) 
桜田 美津夫 著 
中央公論新社 
世界 有力の共和国から、フランスへの併合、そして王国へ-。大航海時代から現

代まで、人物を中心に、オランダの政治、経済、絵画、日本との交流などを描く。 

 
朝日新聞 2017/07/09 

2017:5./ 4p,322p 
978-4-12-102434-3 

本体 ¥900+税

*9784121024343*

 

生きる職場～小さなエビ工場の人を縛らない働き方～ 
武藤 北斗 著 
イースト・プレス 
好きな日に働く、嫌いな仕事はやらない…。常識外れの働き方の先に、働く人の

幸せと、会社としての効率が両立しているとしたら-。「縛り」「疑い」「争う」ことに抗

い始めた小さなエビ工場の新しい働き方への挑戦の記録。 

 
朝日新聞 2017/07/09 

2017:4./ 213p 
978-4-7816-1520-2 

本体 ¥1,500+税

*9784781615202*

 

熟議民主主義の困難～その乗り越え方の政治理論的考察～ 
田村 哲樹 著 
ナカニシヤ出版 
熟議民主主義を阻むものは何か。その要因を詳細に分析し、熟議民主主義の意

義と可能性を擁護する。気鋭の政治学者、待望の新作。 

 
朝日新聞 2017/07/09 

2017:4./ 11p,268p 
978-4-7795-1172-1 

本体 ¥3,500+税

*9784779511721*

 

世界の廃墟・遺跡 60 
リチャード・ハッパー、渡邉 研司 著 
東京書籍 
サダムズ・パレス、軍艦島、アテネオリンピック施設…。かつては繁栄を見せたが、

戦い、自然災害、経済破綻、政治的策略など、さまざまな理由により人々が去っ

た、世界の廃墟・遺跡・遺構 60 を紹介する。 

 
朝日新聞 2017/07/09 

2017:7./ 262p 
978-4-487-81043-7 

本体 ¥2,800+税

*9784487810437*

 

知性の?覆～日本人がバカになってしまう構造～(朝日新書 615) 
橋本 治 著 
朝日新聞出版 
トランプ政権誕生、ヘイト・スピーチ…。吹き荒れる「反知性主義」の実態は思想で

はなく「気分」に過ぎないと看破し、もう一度本物の「知性」を建て直すための処方

箋を提示する。『小説 TRIPPER』連載を加筆・修正。 

 
朝日新聞 2017/07/09 

2017:5./ 228p 
978-4-02-273715-1 

本体 ¥760+税

*9784022737151*

 

マルカン大食堂の奇跡～岩手・花巻発!昭和なデパート大食堂復活までの市民と

ファンの 1 年間～ 
北山 公路 著 
双葉社 
花巻市のマルカン大食堂の存続を願い、特大ソフトクリームを愛する地元高校生

たちが先頭を切り署名活動を始めた。地元若手ベンチャー企業家も立ち上がり大

食堂は再オープン。若者たちの草の根運動をまとめたノンフィクション。 

 
朝日新聞 2017/07/09 

2017:5./ 189p 
978-4-575-31254-6 

本体 ¥1,300+税

*9784575312546*
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発酵文化人類学～微生物から見た社会のカタチ～ 
小倉 ヒラク 著 
木楽舎 
お酒、味噌、醤油、麹、イースト、藍に乳酸菌……話題の発酵デザイナーが、ミク

ロの世界から日本のルーツや社会現象を捉え直す！ 

 
朝日新聞 2017/07/09 

2017:5./ 383p 
978-4-86324-112-1 

本体 ¥1,600+税

*9784863241121*

 

奇妙で美しい石の世界(ちくま新書 1263) 
山田 英春 著 
筑摩書房 
石の模様の美しい写真とともに、石に魅了された人たちの数奇な人生や、歴史上

の逸話、旅先の話など、国内外のさまざまな物語を語る。 

 
朝日新聞 2017/07/09 

2017:6./ 190p 
978-4-480-06967-2 

本体 ¥920+税

*9784480069672*

 

お茶の科学～「色・香り・味」を生み出す茶葉のひみつ～(ブルーバックス B-
2016) 
大森 正司 著 
講談社 
緑茶、紅茶、烏龍茶…。同じ「チャ」の樹の葉からできたものなのに、なぜ風味がこ

んなに違う? 「お茶のおいしさ」とは何なのか? 茶のルーツをたどり、 新研究から

その秘密に迫る。一番おいしいお茶の淹れ方も伝授。 

 
朝日新聞 2017/07/09 

2017:5./ 279p 
978-4-06-502016-6 

本体 ¥1,000+税

*9784065020166*

 

ブロックチェーン入門(ベスト新書 555) 
森川 夢佑斗 著 
ベストセラーズ 
金融サービスが一気に変わる! ブロックチェーンとその背景にあるコンセプトや仕

組み、ビットコインなどの実用性について、「分散化」をキーワードとして解説する。 

 
朝日新聞 2017/07/09 

2017:5./ 215p 
978-4-584-12555-7 

本体 ¥824+税

*9784584125557*

 

まど・みちお詩集(岩波文庫 緑 209-1) 
谷川 俊太郎 編 
まど みちお 著 
岩波書店 
子どもの世界、自然の不思議、すべてのものや生きものがそのものとして在るこ

と、生かされてここにいることをうたい続けたまど・みちお。エッセイを含めた全 172
篇を収録する。 

 
朝日新聞 2017/07/09 

2017:6./ 391p 
978-4-00-312091-0 

本体 ¥740+税

*9784003120910*

 

ブラタモリ<8> 横浜 横須賀 会津 会津磐梯山 高尾山 
KADOKAWA 
NHK の人気街歩き番組「ブラタモリ」の、本編では語り切れなかったエピソード、

ロケの撮影風景の特別写真、街歩きに便利な地図などを掲載。8 は、横浜、横須

賀、会津、会津磐梯山、高尾山の旅を収録する。 

 
朝日新聞 2017/07/09 

2017:6./ 135p 
978-4-04-105808-4 

本体 ¥1,400+税

*9784041058084*
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芸術の都ロンドン大図鑑～英国文化遺産と建築・インテリア・デザイン～ 
フィリップ・デイヴィース、デレク・ケンダル、加藤 耕一 著 
西村書店 
ロンドンの知られざる歴史的建造物とそのインテリアを 1700 点以上の写真で紹

介！ 

 
朝日新聞 2017/07/09 

2017:6./ 455p 
978-4-89013-769-5 

本体 ¥6,500+税

*9784890137695*

 

マチビト～病院の廊下でちゃんと話せる大人になりたい!!～(ビッグコミックススペ

シャル) 
石原 まこちん 著 
小学館 
チープなハートでニートの独身男トシ。自堕落な生活を送っている 中に、一生

分かり合える気がしなかった父親が倒れる。昏睡状態の父を看病しながら、めくる

めく人生の荒波をトシは丸裸で突き進むはじめる。 

 
朝日新聞 2017/07/09 

2017:6./ 194p 
978-4-09-189668-1 

本体 ¥907+税

*9784091896681*

 

あるがままに自閉症です(角川文庫 ひ 25-3) 
東田 直樹 著 
KADOKAWA 
「障害があっても決して不幸にはならない」「自分にできることを一生懸命にやれ

ば、これから先も生きていける」 自閉症の著者が 18 歳の時に書いていたブログ

(2010 年 10 月?2011 年 8 月)に加筆・増補し文庫化。 

 
朝日新聞 2017/07/09、読売新聞 2017/07/23 

2017:6./ 189p 
978-4-04-105666-0 

本体 ¥560+税

*9784041056660*

 

ちゃぶ台返しの歌舞伎入門(新潮選書) 
矢内 賢二 著 
新潮社 
意味より「かたち」、大?にこそ宿るリアル-。歌舞伎独特の演技や用語をめぐっての

考察編と、4 つの代表的演目に焦点を絞った実践編で「芝居見物」の勘どころを

おさえ、歌舞伎の見方を伝授する。 

 
朝日新聞 2017/07/09、毎日新聞 2017/07/16 

2017:6./ 222p 
978-4-10-603811-2 

本体 ¥1,200+税

*9784106038112*

 

バブルの物語～人々はなぜ「熱狂」を繰り返すのか～ 新版 
ジョン・Ｋ．ガルブレイス、鈴木 哲太郎 著 
ダイヤモンド社 
すべての投資家は、自分だけは賢明だと信じている。暴落が訪れるその瞬間まで

-。発生と崩壊を繰り返す「陶酔的熱病=金融バブル」の本質を明らかにする、警告

の書。 

 
朝日新聞 2017/07/16 

2008:12./ 173p 
978-4-478-00792-1 

本体 ¥1,500+税

*9784478007921*

 

マネーゲーム 
久間十義 著 
河出書房新社 
朝日新聞 2017/07/16 

1988:1./ 249p 
978-4-309-00492-1 

本体 ¥1,262+税

*9784309004921*
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ファウスト 
J.W.v.ゲーテ、和田 孝三 著 
創英社 
ゲーテの「ファウスト」全文に平易な訳文を示し、詳しい注釈を施す。さらに、各台

詞や各場面の意味、ゲーテが何を語ろうとしたのか、思想的背景、各場面の?が

り、全体の構想などについても解説する。 

 
朝日新聞 2017/07/16 

2012:10./ 569p 
978-4-88142-581-7 

本体 ¥3,800+税

*9784881425817*

 

ストーナー 
ジョン・ウィリアムズ、東江 一紀 著 
作品社 
ストーナーは、数々の苦難に見舞われつつも、運命をつねに静かに受け入れ、か

ぎられた条件のもとで可能なかぎりのことをして、黙々と働き、生きてゆく-。生きづ

らさを抱えた不器用な男の日常を温かなまなざしで描く長編小説。 

 
朝日新聞 2017/07/16 

2014:9./ 333p 
978-4-86182-500-2 

本体 ¥2,600+税

*9784861825002*

 

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

日記・手記、関係者へのインタビューなどで金融行政の 前線を再現。日銀・大

蔵省の動向や、米国の圧力を詳述する。 

 
朝日新聞 2017/07/16 

2015:9./ 8p,420p 
978-4-00-024479-4 

本体 ¥2,800+税

*9784000244794*

 

社会人大学人見知り学部卒業見込 完全版(角川文庫 わ 13-1) 
若林 正恭 著 
KADOKAWA 
単行本未収録連載 100 ページ以上！ 雑誌『ダ・ヴィンチ』読者支持第一位とな

ったオードリー若林の「社会人」シリーズ、完全版となって文庫化！ 彼が抱える

社会との違和感、自意識との戦いの行方は……？ 

 
朝日新聞 2017/07/16 

2015:12./ 356p 
978-4-04-102614-4 

本体 ¥640+税

*9784041026144*

 

バブル～日本迷走の原点～ 
永野 健二 著 
新潮社 
超低金利を背景にリスク感覚が欠如した狂乱の時代。日本人の価値観が壊れ、

社会が壊れ、そして政・官・財が一体となった日本独自の「戦後システム」が壊れ

た…。「失われた 20 年」を経て見えてくるバブルの真実に迫る。 

 
朝日新聞 2017/07/16 

2016:11./ 287p 
978-4-10-350521-1 

本体 ¥1,700+税

*9784103505211*

 

裸足で逃げる～沖縄の夜の街の少女たち～(at プラス叢書 16) 
上間 陽子 著 
太田出版 
沖縄の風俗業界で働く女性たちの調査の記録。家族や恋人や知らない男たちか

ら暴力を受けて育った少女たちが、そこから逃げて、自分の居場所をつくりあげる

までを綴る。『at プラス』掲載に書き下ろしを加えて書籍化。 

 
朝日新聞 2017/07/16 

2017:2./ 260p 
978-4-7783-1560-3 

本体 ¥1,700+税

*9784778315603*
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口訳万葉集<上>(岩波現代文庫) 
折口 信夫 著 
岩波書店 
古代の人々の思いが籠った歌を直に味わう-。独自の世界を立ち上げた詩人学

者・折口信夫による、「万葉集」全歌の口述による現代語訳。上には、巻第一から

巻第七までを収録。持田叙子の解説付き。 

 
朝日新聞 2017/07/16 

2017:3./ 3p,492p 
978-4-00-602287-7 

本体 ¥1,400+税

*9784006022877*

 

口訳万葉集<中>(岩波現代文庫) 
折口 信夫 著 
岩波書店 
古代の人々の思いが籠った歌を直に味わう-。独自の世界を立ち上げた詩人学

者・折口信夫による、「万葉集」全歌の口述による現代語訳。中には、巻第八から

巻第十二までを収録。安藤礼二の解説付き。 

 
朝日新聞 2017/07/16 

2017:4./ 3p,489p 
978-4-00-602288-4 

本体 ¥1,400+税

*9784006022884*

 

PTA という国家装置 
岩竹 美加子 著 
青弓社 
敗戦後に GHQ が指導した教育民主化の理念と、戦前にあった学校後援会など

旧態の組織とがない交ぜになった性格をもつ PTA。歴史的な背景、国の教育行

政や地域組織との関連、共同体論や社会関係資本等との関係から考察する。 

 
朝日新聞 2017/07/16 

2017:4./ 230p 
978-4-7872-3414-8 

本体 ¥2,000+税

*9784787234148*

 

悲しみについて(津島佑子コレクション) 
津島 佑子 著 
人文書院 
１９８５年の春、その人は息子を失った。そして絶望の果てに、夢と記憶のあわい

から、この「連作」を紡ぎはじめた。彼女は何を信じ、何に抗いつづけているのか。

いまこそ聞き届けられるべき、不滅の物語。 

 
朝日新聞 2017/07/16 

2017:6./ 328p 
978-4-409-15029-0 

本体 ¥2,800+税

*9784409150290*

 

特高と國體の下で～離散、特高警察、そして内戦～ 
孫 栄健 著 
言視舎 
ある在日韓国人一世が歩んだ、壮絶な韓国・日本現代史。朝鮮の人々がなぜ日

本にやってこざるをえなかったか、日本による植民地支配の内実と構造について

具体的に理解できる一冊。 

 
朝日新聞 2017/07/16 

2017:4./ 303p 
978-4-86565-090-7 

本体 ¥2,200+税

*9784865650907*

 

琉球文学論 
島尾 敏雄 著 
幻戯書房 
７７年の大学での一度は封印された講義録。琉球弧の文学を読み解くだけでな

く、日本列島の文化の中に位置づけた琉球文化案内。 

 
朝日新聞 2017/07/16 

2017:4./ 269p 
978-4-86488-121-0 

本体 ¥3,200+税

*9784864881210*
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ある日うっかり PTA 
杉江 松恋 著 
KADOKAWA 
金髪、ヒゲ、サングラスのフリーライターがひょんなことから、息子が通う公立小学

校の PTA 会長に就任! 3 年の任期を経て今、感じることとは-。ドタバタ奮闘ルポ。

『季刊レポ』連載を書籍化。 

 
朝日新聞 2017/07/16 

2017:4./ 207p 
978-4-04-105257-0 

本体 ¥1,300+税

*9784041052570*

 

新・日米安保論(集英社新書 0884) 
柳澤 協二、伊勢崎 賢治、加藤 朗 著 
集英社 
アメリカとの従属的関係にしがみつく必要はあるのか?激変する情勢の下両国の

安全保障を、歴代内閣のご意見番であった元防衛官僚、武装解除のエキスパー

ト、安全保障の専門家が徹底的に語り合う。 

 
朝日新聞 2017/07/16 

2017:5./ 254p 
978-4-08-720884-9 

本体 ¥760+税

*9784087208849*

 

城～日本の原風景～ 
森田 敏隆、宮本 孝廣 著 
光村推古書院 
圧倒的な美しさで迫る日本の城の写真集。日本城郭協会選定「日本 100 名城」を

含む、全国 130 の城を英訳付きで紹介する。「続日本 100 名城」のリスト、主要人

名解説、主要事件解説付き。 

 
朝日新聞 2017/07/16 

2017:5./ 303p 
978-4-8381-0560-1 

本体 ¥2,800+税

*9784838105601*

 

表参道のセレブ犬とカバーニャ要塞の野良犬 
若林 正恭 著 
KADOKAWA 
航空券予約サイトで見つけた、たった 1 席の空席。何者かに背中を押されたかの

ように 2016 年夏、ひとりキューバへと旅立ったオードリー若林正恭。慣れない葉

巻をくわえ、芸人としてカストロの演説に想いを馳せる旅エッセイ。 

 
朝日新聞 2017/07/16 

2017:7./ 206p 
978-4-04-069316-3 

本体 ¥1,250+税

*9784040693163*

 

日本人は死んだらどこへ行くのか(PHP 新書 1095) 
鎌田 東二 著 
ＰＨＰ研究所 
臨死体験、生まれ変わり、ご先祖様、怨霊……。日本人の「死の安心」はどこにあ

るかを『古事記』から現代まで通観し解明する、驚愕の書。 

 
朝日新聞 2017/07/16 

2017:5./ 253p 
978-4-569-83596-9 

本体 ¥860+税

*9784569835969*

 

フロスト始末<下>(創元推理文庫 M ウ 8-9) 
R.D.ウィングフィールド、芹澤 恵 著 
東京創元社 
デントン署を去る日が刻一刻と迫るなか、フロスト警部が抱える未解決事件の数

は、一向に減る気配を見せない。法律を無視し、犯人との大立ち回りまで演じるフ

ロストが 後につける始末とは…。人気警察小説シリーズ 終作。 

 
朝日新聞 2017/07/16 

2017:6./ 468p 
978-4-488-29109-9 

本体 ¥1,300+税

*9784488291099*
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フロスト始末<上>(創元推理文庫 M ウ 8-8) 
R.D.ウィングフィールド、芹澤 恵 著 
東京創元社 
強姦・脅迫・失踪と、次々起こる厄介な事件をまとめて担当させられたフロスト警

部。彼が捜査に追われている裏で、マレット署長はフロストをよその署に異動させ

ようと企んでいた…。人気警察小説シリーズ 終作。 

 
朝日新聞 2017/07/16 

2017:6./ 453p 
978-4-488-29108-2 

本体 ¥1,300+税

*9784488291082*

 

口訳万葉集<下>(岩波現代文庫 B(文芸) 289) 
岩波書店 
古代の人々の思いが籠った歌を直に味わう-。独自の世界を立ち上げた詩人学

者・折口信夫による、「万葉集」全歌の口述による現代語訳。下には、巻第十三か

ら巻第二十までを収録。夏石番矢の解説付き。 

 
朝日新聞 2017/07/16 

2017:6./ 3p,465p 
978-4-00-602289-1 

本体 ¥1,400+税

*9784006022891*

 

信じてはいけない～民主主義を壊すフェイクニュースの正体～(朝日新書 619) 
平 和博 著 
朝日新聞出版 
デマや中傷、陰謀論など、偽情報「フェイクニュース」。現実の政治に影響を及ぼ

し、私たちの生活を破壊さえし始めたそれは、誰が、何の目的で作っているのか? 
朝日新聞 IT 専門記者が情報社会の深奥に踏み込む。 

 
朝日新聞 2017/07/16 

2017:6./ 239p 
978-4-02-273719-9 

本体 ¥760+税

*9784022737199*

 

武満徹～世界に橋をかけた音楽家～(日本の音楽家を知るシリーズ) 
小野 光子 著 
ヤマハミュージックメディア 
第二次世界大戦中に音楽の道を歩む決心をし、ほぼ独学で作曲家になった武満

徹。「西も東もない音楽」を目指して、人間的な豊かさを探求し、国内外の人と交

流し続けた彼の生き方を、豊富な写真とともに紹介する。 

 
朝日新聞 2017/07/16 

2017:6./ 111p 
978-4-636-94330-6 

本体 ¥1,800+税

*9784636943306*

 

社員をサーフィンに行かせよう～パタゴニア経営のすべて～ 新版 
イヴォン・シュイナード、井口 耕二 著 
ダイヤモンド社 
アウトドア衣料メーカー「パタゴニア」の創業者/オーナーが、100 年後も存在する

ために、従来の常識に挑み、信頼できる新しいビジネスの形を世界に訴えかける

自社の歴史と理念を語る。大幅加筆した新版。 

 
朝日新聞 2017/07/16 

2017:6./ 414p 
978-4-478-06972-1 

本体 ¥2,000+税

*9784478069721*

 

伊福部昭～日本楽壇とゴジラ音楽の巨匠～(日本の音楽家を知るシリーズ) 
小林 淳 著 
ヤマハミュージックメディア 
「ゴジラ」の作曲家であり、日本楽壇、日本作曲界の泰斗でもある伊福部昭。これ

まで知られていなかった素顔、生き方、創作の裏側、作品の聴きどころやそれにま

つわるエピソードなどを、写真や図版を交えて紹介する。 

 
朝日新聞 2017/07/16 

2017:7./ 111p 
978-4-636-94333-7 

本体 ¥1,800+税

*9784636943337*
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ルポルタージュ<1> 
売野機子 著 
幻冬舎 
恋愛なき近未来の日本で育まれる、儚くも美しい大人のピュアラブストーリー!新・

恋愛漫画の女王、売野機子が放つ「恋愛」の 深部! 

 
朝日新聞 2017/07/16 

2017:6. 
978-4-344-84004-1 

本体 ¥630+税

*9784344840041*

 

ひたすら面白い小説が読みたくて(中公文庫 こ 60-1) 
児玉 清 著 
中央公論新社 
文章からにじみ出る物語への愛と、書き手への敬意-。芸能界きっての読書家とし

て知られた俳優・児玉清が、文庫判の小説作品 42 編のために執筆した解説を、

国内作品・海外作品の 2 部に分けて収録する。 

 
朝日新聞 2017/07/16、読売新聞 2017/07/23 

2017:5./ 413p 
978-4-12-206402-7 

本体 ¥820+税

*9784122064027*

 

大不平等～エレファントカーブが予測する未来～ 
ブランコ・ミラノヴィッチ、立木 勝 著 
みすず書房 
世界の市民間の所得の不平等=グローバルな不平等の拡大について、新理論「ク

ズネッツ波形」を用いて、過去における不平等の推移と併せて解説。21 世紀の世

界的不平等の行方と経済情勢を予測する。 

 
朝日新聞 2017/07/16、読売新聞 2017/07/23 

2017:6./ 9p,244p,41p 
978-4-622-08613-0 

本体 ¥3,200+税

*9784622086130*

 

<弱いロボット>の思考～わたし・身体・コミュニケーション～(講談社現代新書 
2433) 
岡田 美智男 著 
講談社 
自分ではゴミを拾えないゴミ箱ロボット、たどたどしく話すロボット…。人とロボットの

持ちつ持たれつの関係とは? 不完全で、放っておけないロボットとともに、コミュニ

ケーションの本質を考える。 

 
朝日新聞 2017/07/16、読売新聞 2017/07/23 

2017:6./ 257p 
978-4-06-288433-4 

本体 ¥800+税

*9784062884334*

 

サージェント・ペパー50 年～ザ・ビートルズ不滅のアルバム『サージェント・ペパ

ーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド』完全ガイド～ 
マイク・マッキナニー、ビル・ディメイン、ジリアン・G.ガー、野間 けい子 著 
河出書房新社 
ザ・ビートルズ「サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド」発売 50
周年記念。写真 225 点収録。オール４色。 

 
朝日新聞 2017/07/16、毎日新聞 2017/07/16 

2017:6./ 175p 
978-4-309-27853-7 

本体 ¥3,200+税

*9784309278537*

 

チャーリーとシャーロットときんいろのカナリア 
チャールズ・キーピング、ふしみ みさを 著 
ロクリン社 
いつも一緒だったシャーロットが引っ越してしまい、さびしいチャーリーは、よく 2
人でながめていた露店のカナリアを買おうと決心し…。ちいさなカナリアがもたらし

た、しあわせな奇跡のお話。 

 
朝日新聞 2017/07/20 

2017:4./ 1 冊(ページ付

なし) 
978-4-907542-44-3 

本体 ¥1,600+税

*9784907542443*
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叢書『アナール 1929-2010』～歴史の対象と方法～<1> 1929-1945 
E.ル=ロワ=ラデュリ、A.ビュルギエール 著 
藤原書店 
年代別に重要論文を精選。日本オリジナルの画期的企画!アナール派とは、理論

でも、学説でも、プログラムでもなく、何よりも雑誌として存在した－「歴史」におい

て諸学の総合を企図した伝説的雑誌の全貌 

 
朝日新聞 2017/07/23 

2010:11./ 396p 
978-4-89434-770-0 

本体 ¥6,800+税

*9784894347700*

 

はじめてのおつかい(こどものとも劇場) 
筒井 頼子、林 明子 著 
福音館書店 
朝日新聞 2017/07/23 

1999:8./ 31p 
978-4-8340-1592-8 

本体 ¥9,600+税

*9784834015928*

 

村山富市回顧録 
村山 富市、薬師寺 克行 編 
村山 富市 著 
岩波書店 
成田三原則、構造改革論争、社会主義協会派騒動、新党問題…。その誕生から

常に抗争を内部に孕んでいた社会党。党の 後の瞬間に委員長として立ち会っ

た村山富市が、当時を赤裸々に語る。 

 
朝日新聞 2017/07/23 

2012:5./ 12p,281p,5p 
978-4-00-002227-9 

本体 ¥2,700+税

*9784000022279*

 

聞き書野中広務回顧録 
野中 広務、牧原 出 編 
野中 広務 著 
岩波書店 
村山、橋本、小渕、森内閣を裏側で支え、「影の総理」「政界の狙撃手」と呼ばれ

た野中広務は、激動の政治状況の中でどのように決断し、闘ったのか。これまで

語られなかった新事実を交え、なまなましく語る証言記録。 

 
朝日新聞 2017/07/23 

2012:6./ 10p,385p 
978-4-00-001821-0 

本体 ¥2,800+税

*9784000018210*

 

新しい国へ～美しい国へ完全版～(文春新書 903) 
安倍 晋三 著 
文藝春秋 
長引く景気低迷、押し寄せる外交・安全保障の危機、さらには少子高齢社会の訪

れによる社会保障の拡充。この国のリーダーは今なにをすべきなのか? 「美しい

国へ」に、新たな政権構想を附した完全版。 

 
朝日新聞 2017/07/23 

2013:1./ 254p 
978-4-16-660903-1 

本体 ¥800+税

*9784166609031*

 

他二篇 

贈与論～他二篇～(岩波文庫 34-228-1) 
マルセル・モース、森山 工 著 
岩波書店 
贈与や交換は、社会の中でどのような意味を担っているのか。古今東西の贈与体

系を比較し、その全体的社会的性格に迫る。「トラキア人における古代的な契約

形態」「ギフト、ギフト」の 2 編も収録。 

 
朝日新聞 2017/07/23 

2014:7./ 489p 
978-4-00-342281-6 

本体 ¥1,200+税

*9784003422816*
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政治家失言・放言大全～問題発言の戦後史～ 
木下 厚 著 
勉誠出版 
数々の問題発言は、日本政治の<本音>なのか?終戦直後から原発・歴史認識問

題まで、政治を揺るがし、国民の議論を呼んだ約 500 の失言・放言を徹底して集

成。発言の背景・その後の経緯まで詳細に解説する。 

 
朝日新聞 2017/07/23 

2015:1./ 9p,781p 
978-4-585-22103-6 

本体 ¥3,500+税

*9784585221036*

 

安倍首相の「歴史観」を問う 
保阪 正康 著 
講談社 
安倍首相はかつての軍事指導者に酷似している-。現代史研究の第一人者が、

戦争と統制に突き進む現政権と、日本社会にはびこる歴史修正主義に異議を申

し立てる。慰安婦問題を「戦場と性」の視点から再考する書き下ろしも掲載。 

 
朝日新聞 2017/07/23 

2015:7./ 270p 
978-4-06-219608-6 

本体 ¥1,600+税

*9784062196086*

 

かがみの孤城 
辻村 深月 著 
ポプラ社 
部屋に閉じこもっていたこころの目の前で、鏡が光り始めた。輝く鏡をくぐり抜けた

先の世界には、似た境遇の 7 人が。秘めた願いを叶えるため、7 人は城で隠され

た鍵を探す-。『asta*』連載を大幅に加筆修正して単行本化。 

 
朝日新聞 2017/07/23 

2017:5./ 554p 
978-4-591-15332-1 

本体 ¥1,800+税

*9784591153321*

 

人工知能の哲学～生命から紐解く知能の謎～ 
松田 雄馬 著 
東海大学出版部 
「知能」というとらえどころのないもの、「生命」という観点を中心とすることにより、現

在の「人工知能」を基盤とした社会づくりに警鐘を鳴らす。 

 
朝日新聞 2017/07/23 

2017:4./ 14p,232p 
978-4-486-02141-4 

本体 ¥3,000+税

*9784486021414*

 

時間線をのぼろう(創元 SF 文庫 SF シ 3-1) 
ロバート・シルヴァーバーグ、伊藤 典夫 著 
東京創元社 
過去への旅が可能となった未来。歴史の監視と復旧が任務の時間警察と、歴史

的な場へ客を案内する時間旅行部からなる時間局が設置された。時間旅行部員

の青年ジャドは遙か過去で絶世の美女と恋に落ちるが…。時間 SF の金字塔。 

 
朝日新聞 2017/07/23 

2017:6./ 373p 
978-4-488-64905-0 

本体 ¥1,000+税

*9784488649050*

 

宝くじで 1 億円当たった人の末路 
鈴木 信行 著 
日経ＢＰ社 
「友達がゼロの人」「子供を作らなかった人」「家を買わなかった人」…。普通の会

社員が下した選択を待ち受ける 23 の末路を探る。『日経ビジネスオンライン』掲載

に「結論」と「解説」を加筆し書籍化。 

 
朝日新聞 2017/07/23 

2017:3./ 357p 
978-4-8222-3692-2 

本体 ¥1,400+税

*9784822236922*
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“蒙古の怪人”キラー・カーン自伝(G SPIRITS BOOK Vol.6) 
キラー・カーン 著 
辰巳出版 
全盛期の真っ只中に現役引退を決意したのか?日本や海外で対戦した有名レス

ラーたちの面白エピソード満載！ファン必携の一冊 

 
朝日新聞 2017/07/23 

2017:4./ 255p 
978-4-7778-1781-8 

本体 ¥1,380+税

*9784777817818*

 

そろそろ、人工知能の真実を話そう 
ジャン=ガブリエル・ガナシア、伊藤 直子、小林 重裕 著 
早川書房 
「AI の能力が人間を凌ぎ、機械的支配が進んで世界が大きく変容する」というの

はインチキだ! シンギュラリティが実際に到来するか冷静に見極め、その背後にあ

る文化的・宗教的なダイナミックスをえぐり出す、警告の書。 

 
朝日新聞 2017/07/23 

2017:5./ 190p 
978-4-15-209696-8 

本体 ¥1,300+税

*9784152096968*

 

ソヴィエト・ファンタスチカの歴史(世界浪曼派) 
ルスタム・カーツ、ロマン・アルビトマン 編 
ルスタム・カーツ、梅村 博昭 著 
共和国/editorial republica 
革命後のソ連文学史は、ファンタスチカ(SF+幻想文学)による権力闘争の歴史だ

った-。雪どけ、ペレストロイカ…。本国ロシアでは社会学者や報道関係者が「事

実」として引用した、反革命的メタメタフィクションの日本語版。 

 
朝日新聞 2017/07/23 

2017:6./ 277p 
978-4-907986-41-4 

本体 ¥2,600+税

*9784907986414*

 

バルカン～「ヨーロッパの火薬庫」の歴史～(中公新書 2440) 
マーク・マゾワー 著 
中央公論新社 
南東ヨーロッパに位置するバルカン半島。19 世紀、ギリシャ、セルビア、ブルガリ

アなどが独立を果たすが、新興国家に待ち受けていたのは、欧州列強の思惑と

民族対立だった。ユーゴ紛争とともに 20 世紀が終わるまでを描く。 

 
朝日新聞 2017/07/23 

2017:6./ 4p,314p 
978-4-12-102440-4 

本体 ¥920+税

*9784121024404*

 

東大卒貧困ワーカー(新潮新書 722) 
中沢 彰吾 著 
新潮社 
働き方改革なんてイカサマだ！ ニッポン労働現場 前線。日給 1300 円、交通

費ピンハネ、徹夜 12 時間労働――これは現代の奴隷?! 派遣・非正規で働き続

けた、東大卒・元アナウンサーによる衝撃の徹底潜入ルポ。 

 
朝日新聞 2017/07/23 

2017:6./ 189p 
978-4-10-610722-1 

本体 ¥720+税

*9784106107221*

 

サトコとナダ<1>(星海社 COMICS) 
ユペチカ 著 
星海社 
ルームメイトはサウジアラビアの女の子!?初めてのアメリカ、イスラム文化、ひとつ

屋根の下で繰り広げられる魅惑の異文化交流ライフ 

 
朝日新聞 2017/07/23 

2017:7./ 127p 
978-4-06-369572-4 

本体 ¥640+税

*9784063695724*
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コミュニティ事典 
吉原 直樹 編 
春風社 
総４１７項目、執筆者２８４名による専門知・実践知の集大成。自治体別コミュニテ

ィ・防災担当窓口一覧など資料編も充実。 

 
朝日新聞 2017/07/23 

2017:7./ 23p,1,143p 
978-4-86110-538-8 

本体 ¥25,000+税

*9784861105388*

 

消えゆく太平洋戦争の戦跡 
「消えゆく太平洋戦争の戦跡」編集委員会 編 
山川出版社 
太平洋、東南アジアに残る戦争遺跡の多くが今消滅の危機にある。過去を伝える

戦跡の現状を類書を圧倒する数のカラー写真で紹介。 

 
朝日新聞 2017/07/23 

2017:7./ 299p 
978-4-634-15117-8 

本体 ¥1,800+税

*9784634151178*

 

プライベートバンクの?と真実 
篠田 丈、クリスティアン・シーグフリード、ミヒャエル・クング、コンスタントティン・ワ

イダ・マルベルグ、マリオ・フリック 著 
幻冬舎メディアコンサルティング 
日本人が思っているプライベートバンクについての勘違いを明らかにするととも

に、ヨーロッパにおける伝統的プライベートバンクの本質について、スイス・プライ

ベートバンクの経営者が体験を基に解説する。 

 
朝日新聞 2017/07/23 

2017:5./ 221p 
978-4-344-91222-9 

本体 ¥1,500+税

*9784344912229*

 

インタビュー 
木村 俊介 著 
ミシマ社 
千人以上にロングインタビューをしてきた著者が、インタビューの下準備、節度な

どの基本から、依頼の仕方、聞き方などの技術までを網羅。その上で、「インタビュ

ーにはなにができるか」という可能性を探る。 

 
朝日新聞 2017/07/23 

2017:6./ 325p 
978-4-903908-96-0 

本体 ¥2,200+税

*9784903908960*

 

ある日の彫刻家～それぞれの時～ 
酒井 忠康 著 
未知谷 
佐藤忠良、保田春彦、保田井智之…。建築、インダストリアル・デザイン、染色、陶

芸などの分野を本領としている作家についてのエッセイや対談を収録。 

 
朝日新聞 2017/07/23 

2017:6./ 317p 
978-4-89642-527-7 

本体 ¥3,400+税

*9784896425277*

 

おどろきの金沢(講談社+α 新書 758-1C) 
秋元 雄史 著 
講談社 
人口 46 万人、観光客は 800 万人! 金沢が人気の理由は? 伝統対現代のバト

ル、旦那衆の遊びっぷり…。よそ者・金沢 21 世紀美術館特任館長が 10 年住ん

でわかった、金沢の本当の魅力を紹介する。 

 
朝日新聞 2017/07/23 

2017:6./ 183p 
978-4-06-272959-8 

本体 ¥860+税

*9784062729598*
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明治・妖(あやかし)モダン(朝日文庫 は 45-1) 
畠中 恵 著 
朝日新聞出版 
江戸が終わって 20 年。煉瓦街が広がりアーク灯が闇を照らす銀座に、ひっそりと

佇む派出所。巡査の滝と原田は、“かまいたち”被害の捜査など不思議な対応に

追われて…。 

 
朝日新聞 2017/07/23 

2017:7./ 292p 
978-4-02-264838-9 

本体 ¥580+税

*9784022648389*

 

晩夏の墜落<上>(ハヤカワ・ミステリ文庫 HM 450-1) 
ノア・ホーリー 著 
早川書房 
富豪を乗せた旅客機が墜落。原因はテロか？ 陰謀か？ 加熱する報道は生存

者に疑惑の目を向け始め……。巧みに構成されたサスペンス 

 
朝日新聞 2017/07/23 

2017:7./ 333p 
978-4-15-182701-3 

本体 ¥760+税

*9784151827013*

 

晩夏の墜落<下>(ハヤカワ・ミステリ文庫 HM 450-2) 
ノア・ホーリー 著 
早川書房 
メディア王や富豪が乗る飛行機が墜ちたのは偶然の事故か、意図的な事件か。

惨事を巡る報道は過熱し、死者達の過去は疑惑を生みだしていく。メディアからの

攻撃にさらされたスコットはある決断を下すが…。単行本も同時刊行。 

 
朝日新聞 2017/07/23 

2017:7./ 322p 
978-4-15-182702-0 

本体 ¥760+税

*9784151827020*

 

15 歳、ぬけがら 
栗沢 まり 著 
講談社 
朝日新聞 2017/07/29 

2017:6./ 243p 
978-4-06-220601-3 

本体 ¥1,300+税

*9784062206013*

 

よるのおと 
たむら しげる 著 
偕成社 
男の子が池のほとりを歩いておじいさんの家につくまでのほんの数十秒。その間

におこる小さなドラマとそこにひろがるゆたかな世界。 

 
朝日新聞 2017/07/29 

2017:6./ 32p 
978-4-03-232480-8 

本体 ¥1,400+税

*9784032324808*

 

靴屋のタスケさん 
角野 栄子、森 環 著 
偕成社 
1942 年、表通りに若い靴屋のタスケさんが越してきた。小学１年生のわたしは毎

日放課後に、その仕事を見にいくのが楽しみだった。 

 
朝日新聞 2017/07/29 

2017:6./ 71p 
978-4-03-528520-5 

本体 ¥1,200+税

*9784035285205*
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グリムのむかしばなし<1> 
グリム、ワンダ・ガアグ 編 
グリム、松岡 享子 著 
のら書店 
絵本作家ワンダ・ガアグの、生き生きとした再話とユーモアあふれる絵でおくるグリ

ムのむかしばなし。1 は、「ヘンゼルとグレーテル」「かえるの王子」「シンデレラ」な

ど 7 話を収録。 

 
朝日新聞 2017/07/29 

2017:7./ 175p 
978-4-905015-32-1 

本体 ¥1,600+税

*9784905015321*

 

情と理～カミソリ後藤田回顧録～<上>(講談社+α 文庫) 
後藤田 正晴、御厨 貴 著 
講談社 
朝日新聞 2017/07/30 

2006:6./ 439p 
978-4-06-281028-9 

本体 ¥950+税

*9784062810289*

 

情と理～カミソリ後藤田回顧録～<下>(講談社+α 文庫) 
後藤田 正晴、御厨 貴 著 
講談社 
朝日新聞 2017/07/30 

2006:6./ 401p 
978-4-06-281029-6 

本体 ¥950+税

*9784062810296*

 

指輪物語(シリーズもっと知りたい名作の世界) 
成瀬 俊一 著 
ミネルヴァ書房 
支配する指輪をめぐる冒険の旅へ、いざ!中つ国の運命を握る指輪をめぐって始

まった自由の民と闇の勢力の戦いを、面白エピソードも交えながら紹介。映画にも

なったファンタジー作品の不思議な世界を味わう。 

 
朝日新聞 2017/07/30 

2007:10./ 157p,25p 
978-4-623-04544-0 

本体 ¥2,400+税

*9784623045440*

 

ベン・トー～サバの味噌煮 290 円～(集英社スーパーダッシュ文庫) 
アサウラ 著 
集英社 
朝日新聞 2017/07/30 

2008:2./ 291p 
978-4-08-630405-4 

本体 ¥590+税

*9784086304054*

 

政治家の文章(岩波新書 青版) 
武田 泰淳 著 
岩波書店 
朝日新聞 2017/07/30 

1960:6./ 188p 
978-4-00-414038-2 

本体 ¥780+税

*9784004140382*

 

田中角栄回想録(集英社文庫) 
早坂茂三 著 
集英社 
朝日新聞 2017/07/30 

1993:5./ 311p 
978-4-08-748033-7 

本体 ¥486+税

*9784087480337*



 31  

 

小太郎の左腕(小学館文庫 わ 10-3) 
和田 竜 著 
小学館 
朝日新聞 2017/07/30 

2011:9./ 381p 
978-4-09-408642-3 

本体 ¥657+税

*9784094086423*

 

奇面館の殺人(講談社ノベルス ア I-12) 
綾辻 行人 著 
講談社 
奇面館主人に招かれた 6 人の男たちは全員、奇妙な仮面で「顔」を隠す。季節外

れの吹雪で館が孤立したとき、「奇面の間」に転がった凄惨な死体は何を語る? 
異様な状況下、名探偵・鹿谷門実が圧巻の推理を展開する。 

 
朝日新聞 2017/07/30 

2012:1./ 425p 
978-4-06-182738-7 

本体 ¥1,280+税

*9784061827387*

 

回顧七十年 改版(中公文庫 さ 4-2) 
斎藤 隆夫 著 
中央公論新社 
2・26 事件、日中戦争、そして対米開戦へと向かう中、陸軍を中心とする「革新」勢

力の台頭に対し、あくまでも言論で対抗した議会政治家・斎藤隆夫の自伝。2 篇

の政治演説も収録する。 

 
朝日新聞 2017/07/30 

2014:9./ 289p 
978-4-12-206013-5 

本体 ¥1,000+税

*9784122060135*

 

海部俊樹回想録～自我作古～ 
海部 俊樹、垣見 洋樹 編 
海部 俊樹 著 
樹林舎 
出世の階段、総理の日々、湾岸戦争、世界の首脳との交流、皇室とのかかわり、

海部おろし、漂流そして引退…。激動期の首相、海部俊樹の回想録。『中日新

聞』連載に書下ろしを加えて書籍化。 

 
朝日新聞 2017/07/30 

2015:12./ 231p 
978-4-931388-95-6 

本体 ¥1,400+税

*9784931388956*

 

人間じゃない～綾辻行人未収録作品集～ 
綾辻 行人 著 
講談社 
単行本未収録作品集。「人形館の殺人」の後日譚「赤いマント」、「どんどん橋、落

ちた」の番外編「洗礼」、「深泥丘奇談」の番外編「蒼白い女」など、自作とさまざま

にリンクする短編・中編全 5 編を収録する。 

 
朝日新聞 2017/07/30 

2017:2./ 240p 
978-4-06-220446-0 

本体 ¥1,550+税

*9784062204460*

 

動物奇譚集<1>(西洋古典叢書 G099) 
アイリアノス 著 
京都大学学術出版会 
前 2～3 世紀作の、各種生物にまつわる多彩な逸話集。彼らが示す美徳や悪徳

に注意を促し、人間の教訓に供する。本邦初訳。 

 
朝日新聞 2017/07/30 

2017:5./ 452p,3p 
978-4-8140-0093-7 

本体 ¥4,100+税

*9784814000937*
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動物奇譚集<2>(西洋古典叢書 G100) 
アイリアノス 著 
京都大学学術出版会 
前 2～3 世紀作の、各種生物にまつわる多彩な逸話集。彼らが示す美徳や悪徳

に注意を促し、人間の教訓に供する。本邦初訳。 

 
朝日新聞 2017/07/30 

2017:6./ 375p,40p 
978-4-8140-0094-4 

本体 ¥3,900+税

*9784814000944*

 

森林業～ドイツの森と日本林業～ 
村尾 行一 著 
築地書館 
世界をリードするドイツ森林運営の思想と、木材生産の実践、人材育成・林学教

育を解説。それを踏まえ、21 世紀の日本社会にふさわしい、生産・流通の徹底的

な情報化、乾燥管理、天然更新から焼畑林業までを提言する。 

 
朝日新聞 2017/07/30 

2017:4./ 327p 
978-4-8067-1537-5 

本体 ¥2,700+税

*9784806715375*

 

すごい物理学講義 
カルロ・ロヴェッリ、竹内 薫、栗原 俊秀 著 
河出書房新社 
物理学の学生でさえ感動する「世界一わかりやすい 先端物理学」をまとめた世

界的ベストセラー。量子重力理論が本当に理解できる! 

 
朝日新聞 2017/07/30 

2017:5./ 286p 
978-4-309-25362-6 

本体 ¥2,200+税

*9784309253626*

 

ジョルジュ・ペレック～制約と実存～(中公選書 028) 
塩塚 秀一郎 著 
中央公論新社 
特異な言語遊戯小説の制作者として、評価が歿後高まっているペレック。「日常」

「自伝」「遊戯」「物語」の各領域における代表的な作品を 1 点選び、ペレックの総

合的読解に挑み、作家の魅力へと縦横に迫る。 

 
朝日新聞 2017/07/30 

2017:5./ 451p 
978-4-12-110028-3 

本体 ¥2,600+税

*9784121100283*

 

宮辻薬東宮 
宮部 みゆき、辻村 深月、薬丸 岳、東山 彰良、宮内 悠介 著 
講談社 
居酒屋で後輩への評価が先輩と一致したとき、僕は「あの話」を語りたくなった-。
超人気作家 5 人が 2 年の歳月をかけて「つないだ」前代未聞のリレーミステリーア

ンソロジー。全編書き下ろし。 

 
朝日新聞 2017/07/30 

2017:6./ 233p 
978-4-06-220610-5 

本体 ¥1,500+税

*9784062206105*

 

カニバリズム論(ちくま学芸文庫 ナ 3-2) 
中野 美代子 著 
筑摩書房 
根源的タブーの人肉嗜食や纏足、宦官・・・。目を背けたくなるものを冷静に論ず

ることで逆説的に人間の真実に迫る血の滴る論文集。解説＿山田仁史 

 
朝日新聞 2017/07/30 

2017:6./ 321p 
978-4-480-09802-3 

本体 ¥1,200+税

*9784480098023*
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「司馬遼太郎」で学ぶ日本史(NHK 出版新書 517) 
磯田 道史 著 
ＮＨＫ出版 
戦国、幕末、明治、そして昭和前期。当代一の歴史家が、日本人の歴史観に も

影響を与えた国民作家に真正面から挑む。司馬文学の豊穣な世界から「歴史の

本質」を鮮やかに浮かび上がらせた決定版。 

 
朝日新聞 2017/07/30 

2017:5./ 187p 
978-4-14-088517-8 

本体 ¥780+税

*9784140885178*

 

躍動する青春～日本統治下台湾の学生生活～ 
鄭 麗玲、河本 尚枝 著 
創元社 
1895?1945 年、日本統治下の台湾で、彼らはどのような青春を過ごしたのか。調

査資料やインタビューをもとに、170 点以上の貴重な写真で、当時の学生たちの

自由ではつらつとした日常を紹介する。 

 
朝日新聞 2017/07/30 

2017:6./ 251p 
978-4-422-20272-3 

本体 ¥3,600+税

*9784422202723*

 

帝都復興の時代～関東大震災以後～(中公文庫 つ 25-2) 
筒井 清忠 著 
中央公論新社 
政治に翻弄された、関東大震災の復興官庁。後藤新平の動きを中心にその事情

を捉える一方、大震災以後の日本にあらわれた社会意識の変化を追い、大震災

と日本人について、歴史的視座からその深奥をとらえる。 

 
朝日新聞 2017/07/30 

2017:6./ 268p 
978-4-12-206423-2 

本体 ¥860+税

*9784122064232*

 

馬賊の「満洲」～張作霖と近代中国～(講談社学術文庫 2434) 
澁谷 由里 著 
講談社 
馬賊から軍閥の長、そして元帥へ。覇権に も近づいた張作霖とその舞台の激

動の歴史をたどるとともに、中国社会の多様性にねざす地域政権の上に馬賊を

位置づけ、近代へと変貌する中国と日中関係史を描き出す。 

 
朝日新聞 2017/07/30 

2017:6./ 266p 
978-4-06-292434-4 

本体 ¥940+税

*9784062924344*

 

道-MEN～北海道を喰いに来た乙女～(ダッシュエックス文庫 あ-9-22) 
アサウラ 著 
集英社 
20××年、日本から独立し断交している北海道で、日本の工作員と思しき少女・早

乙女めろんが捕縛される。北海道特殊機密部隊『道 MEN』が対応に当たるが、彼

女は自分の目的は食い倒れと言い張り…? 

 
朝日新聞 2017/07/30 

2017:6./ 355p 
978-4-08-631190-8 

本体 ¥640+税

*9784086311908*

 

烏に単は似合わない(文春文庫 あ 65-1) 
阿部 智里 著 
文藝春秋 
八咫烏の一族が支配する世界「山内」の世継ぎの后選びを巡る有力貴族の姫君

たちの壮絶バトル。壮大な和製ファンタジーの幕が開ける！ 

 
朝日新聞 2017/07/30、毎日新聞 2017/07/30 

2014:6./ 377p 
978-4-16-790118-9 

本体 ¥700+税

*9784167901189*
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弥栄の烏(八咫烏シリーズ 6) 
阿部 智里 著 
文藝春秋 
失った記憶をさがし求める日嗣の御子・若宮。真赭の薄は、浜木綿の決意に衝撃

をうける。宿敵・大猿との 終決戦、八咫烏の軍を率いる参謀・雪哉のとった作戦

とは-。 八咫烏の世界を描くファンタジー長編、シリーズ完結。 

 
朝日新聞 2017/07/30、毎日新聞 2017/07/30 

2017:7./ 349p 
978-4-16-390684-3 

本体 ¥1,500+税

*9784163906843*

 

レンズの下の聖徳太子(銀河叢書) 
赤瀬川 原平 著 
幻戯書房 
1960 年代の「千円札裁判」体験を基にした表題作を含む、尾辻克彦名で発表し

た、メタ私小説の超傑作 10 編を収録。 

 
東京・中日新聞 2017/07/02 

2017:3./ 315p 
978-4-86488-116-6 

本体 ¥3,200+税

*9784864881166*

 

『摩訶止観』を読む 
池田 魯參 著 
春秋社 
仏教の伝統的なスタンダードの三昧(静慮・調直定)法を懇切丁寧に解説した、瞑

想の指南書「摩訶止観」。その壮大で緻密な「止観」の体系を、要点を絞って簡潔

に解説する。 

 
東京・中日新聞 2017/07/02 

2017:3./ 6p,366p 
978-4-393-17165-3 

本体 ¥3,000+税

*9784393171653*

 

偽りの経済政策～格差と停滞のアベノミクス～(岩波新書 新赤版 1661) 
服部 茂幸 著 
岩波書店 
なぜ今も経済の停滞が続くのか、本当に雇用は回復したのか、デフレからの脱却

は成功したのか…。安倍政権と黒田日銀による経済政策を徹底検証。まやかしの

「成果」のからくりを暴き、アベノミクスを鋭く批判する。 

 
東京・中日新聞 2017/07/02 

2017:5./ 14p,208p 
978-4-00-431661-9 

本体 ¥820+税

*9784004316619*

 

漱石と日本の近代<下>(新潮選書) 
石原 千秋 著 
新潮社 
明治民法によって家の中にも権利の意識が持ち込まれ、家族を離れた愛など、新

たなテーマが見出されていった。漱石にとって も謎に満ち、惹かれた対象は「女

の心」だった…。後期 6 作品を中心に文豪像を発見する試み。 

 
東京・中日新聞 2017/07/02、読売新聞 2017/07/30 

2017:5./ 254p 
978-4-10-603806-8 

本体 ¥1,300+税

*9784106038068*

 

漱石と日本の近代<上>(新潮選書) 
石原 千秋 著 
新潮社 
漱石文学の主人公たちは皆、早く生まれすぎた“現代人”だったのかもしれない。

「それから」までの主要な前期 6 作品を取り上げ、漱石的主人公の誕生という新た

な解釈をもとに物語の奥に込められたテーマを浮き彫りにする。 

 
東京・中日新聞 2017/07/02、読売新聞 2017/07/30 

2017:5./ 232p 
978-4-10-603805-1 

本体 ¥1,300+税

*9784106038051*
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対論「炎上」日本のメカニズム(文春新書 1128) 
佐藤 健志、藤井 聡 著 
文藝春秋 
「炎上」はネットの中だけの現象ではない。小泉劇場、橋下劇場、小池劇場のよう

な政治手法も、社会の炎上の一形態である。時として社会を破壊する危険性のあ

る炎上のメカニズムと対策を、保守の論客 2 人が対論形式で探る。 

 
東京・中日新聞 2017/07/02、読売新聞 2017/07/30 

2017:6./ 232p 
978-4-16-661128-7 

本体 ¥920+税

*9784166611287*

 

京都ミステリーの現場にご一緒しましょ(京都しあわせ倶楽部) 
山村 紅葉 著 
ＰＨＰ研究所 
母の作品はミステリー小説であると同時に、信頼できる京都のガイドブックでもあっ

たのです-。ミステリーの女王・山村美紗原作の京都の名所・名店を、娘の山村紅

葉が母の思い出とともに綴る。 

 
東京・中日新聞 2017/07/09 

2015:11./ 200p,10p 
978-4-569-82852-7 

本体 ¥850+税

*9784569828527*

 

あとは野となれ大和撫子 
宮内 悠介 著 
KADOKAWA 
かつて中央アジアに存在した海。塩の沙漠となったそこは今、アラルスタンという

国だ。だが大統領が暗殺され残ったのはうら若き後宮の女子のみ。生きる場所を

守るため、ナツキたちは自分たちで臨時政府を立ち上げ!? 

 
東京・中日新聞 2017/07/09 

2017:4./ 381p 
978-4-04-103379-1 

本体 ¥1,600+税

*9784041033791*

 

木の国の物語～日本人は木造り文化をどう伝えてきたか～ 
中嶋 尚志 著 
里文出版 
ヒノキで建てられた法隆寺や古い街並みの木造り文化に触れると、心のやすらぎ

を覚えるのはなぜか? 陸地の約 68%を森林が覆うという好条件下に育まれた日

本の木造り文化は、どのように守られてきたのかを解明する。 

 
東京・中日新聞 2017/07/09 

2017:6./ 225p 
978-4-89806-453-5 

本体 ¥1,600+税

*9784898064535*

 

一枚の切符～あるハンセン病者のいのちの綴り方～ 
崔 南龍 著 
みすず書房 
瀬戸内海の国立療養所に暮らす在日韓国人二世のハンセン病者の記録。国民

年金からの排除、隔離法廷など、病と民族による二重の差別との闘いや、療養所

の歴史的な実態と生活を詳細に綴る。 

 
東京・中日新聞 2017/07/09、朝日新聞 2017/07/16 

2017:5./ 304p 
978-4-622-08601-7 

本体 ¥2,600+税

*9784622086017*

 

戦争の日本古代史～好太王碑、白村江から刀伊の入寇まで～(講談社現代新

書 2428) 
倉本 一宏 著 
講談社 
好太王碑が語る対高句麗戦惨敗の衝撃、壬申の乱と北東アジア情勢、藤原仲麻

呂独裁政権の新羅征討計画、藤原道長らを襲った「刀伊の入寇」…。帝国日本の

源流を探る研究者が、「戦争」を軸に古代日本の対外関係を通観する。 

 
東京・中日新聞 2017/07/09、日本経済新聞 2017/07/15 

2017:5./ 302p 
978-4-06-288428-0 

本体 ¥880+税

*9784062884280*
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反戦後論 
浜崎 洋介 著 
文藝春秋 
郊外、大東亜戦争、象徴天皇、三島由紀夫、小林秀雄、福田恆存、柄谷行人、

坂口安吾…。「政治と文学」というテーマで、常に語られてきた戦後思想。気鋭の

批評家が、戦後思想に新たな問題を提起する論考集。 

 
東京・中日新聞 2017/07/16 

2017:5./ 285p 
978-4-16-390648-5 

本体 ¥1,800+税

*9784163906485*

 

「男はつらいよ」を旅する(新潮選書) 
川本 三郎 著 
新潮社 
「男はつらいよ」は旅の映画である-。寅が訪ね歩いたのは今や決定的に失われた

風景、人情、ニッポン。全作品を見続けた著者が旅に出て、寅の跡を辿り、<失わ

れた日本>を描き出すシネマ紀行文。『新潮 45』連載を単行本化。 

 
東京・中日新聞 2017/07/16 

2017:5./ 286p 
978-4-10-603808-2 

本体 ¥1,400+税

*9784106038082*

 

アダム・スミス～競争と共感、そして自由な社会へ～(講談社選書メチエ 648) 
高 哲男 著 
講談社 
なぜ今、アダム・スミスなのか-。自由競争の理念を掲げ豊かさを追求する社会を

論じる「国富論」と他者への共感が社会形成にもたらす作用を説く「道徳感情

論」。両書の流れと呼応を俯瞰することで、その思想の全体像を紐解く。 

 
東京・中日新聞 2017/07/16 

2017:5./ 285p 
978-4-06-258651-1 

本体 ¥1,750+税

*9784062586511*

 

水中文化遺産～海から蘇る歴史～ 
林田 憲三 編 
勉誠出版 
科学技術の進展が海陸の境界を消し去り、新たな発見が続出している。沈没船や

出土品が物語る交流と衝突の歴史、海辺の遺跡群から浮かぶ人々の営み…。

新の科学的知見を交えながら、水中文化遺産研究の 前線を伝える。 

 
東京・中日新聞 2017/07/16 

2017:6./ 250p,5p 
978-4-585-22162-3 

本体 ¥2,800+税

*9784585221623*

 

中村とうよう音楽評論家の時代 
田中 勝則 著 
二見書房 
「ミュージック・マガジン」の創刊者、編集長として世界の音楽の紹介に貢献した中

村とうようの人生を追ったドキュメンタリー。 

 
東京・中日新聞 2017/07/16 

2017:6./ 585p 
978-4-576-17100-5 

本体 ¥3,800+税

*9784576171005*

 

渋谷音楽図鑑 
牧村 憲一、藤井 丈司、柴 那典 著 
太田出版 
なぜ渋谷は音楽の街になったのか。渋谷に流れる都市型ポップスの系譜を、歴

史、人、音楽、ファッションから解き明かす。はっぴいえんど、山下達郎、フリッパ

ーズ・ギター等の代表曲も折り込み譜面と共に徹底解析。 

 
東京・中日新聞 2017/07/16 

2017:7./ 276p 
978-4-7783-1575-7 

本体 ¥2,400+税

*9784778315757*



 37  

 

みんなの朝ドラ(講談社現代新書 2427) 
木俣 冬 著 
講談社 
大きな変化を遂げた朝ドラが、時代の鏡として日本人の姿をどれくらい映し出して

いるか、つくられた時代とドラマの関係性を考察し、ヒット作の魅力を解き明かす。

スタッフの制作秘話も収録。 

 
東京・中日新聞 2017/07/23 

2017:5./ 298p 
978-4-06-288427-3 

本体 ¥840+税

*9784062884273*

 

ひとりぼっちの辞典 
勢古 浩爾 著 
清流出版 
ひとりぼっちで、何が悪い。ひとりぼっちだからこそ見えるものがある! あ行?わ行

のさまざまな言葉のなかから、「ひとり」に関する象徴的な一語を抽出し、それぞれ

解説する。 

 
東京・中日新聞 2017/07/23 

2017:5./ 223p 
978-4-86029-462-5 

本体 ¥1,500+税

*9784860294625*

 

JA に何ができるのか 
奥野 長衛、佐藤 優 著 
新潮社 
アメリカの TPP 離脱、農政改革、食の安全、従事者の高齢化…。JA 全中会長・奥

野長衛と作家・佐藤優との間で、2 度にわたり、「農業」をテーマに語り合った記

録。日本の農業が抱える問題をあぶり出し、その解決策を探る。 

 
東京・中日新聞 2017/07/23 

2017:6./ 173p 
978-4-10-475212-6 

本体 ¥1,200+税

*9784104752126*

 

長編マンガの先駆者たち～田河水泡から手塚治虫まで～ 
小野 耕世 著 
岩波書店 
田河水泡、藤子不二雄、手塚治虫…。熱烈な少年読者として戦後マンガを味わ

った著者が、鮮明な記憶にマンガ家たちの証言を織りこんでふり返る長編マンガ

論。 

 
東京・中日新聞 2017/07/30 

2017:5./ 10p,281p 
978-4-00-023890-8 

本体 ¥3,400+税

*9784000238908*

 

<ものまね>の歴史～仏教・笑い・芸能～(歴史文化ライブラリー 448) 
石井 公成 著 
吉川弘文館 
古来、日本ではものまねが好まれ、さまざまな芸能や文学の底流となってきた。人

間・神仏・動物その他を巧みにまね、花開いた芸態を、仏教芸能との関係を軸に

読み解き、今日に至るものまねの歴史を描く。 

 
東京・中日新聞 2017/07/30 

2017:6./ 7p,246p 
978-4-642-05848-3 

本体 ¥1,800+税

*9784642058483*

 

大田舎・東京～都バスから見つけた日本～ 
古市 憲寿 著 
文藝春秋 
数々の都バスに乗ることで、東京を「ちょっとだけ上から目線」で堪能してきた著者

が、その路線に乗ることで気付いた東京にまつわる秘密や物語を綴る。

『BRUTUS』連載を大幅加筆し、小池百合子都知事との対談等を加える。 

 
東京・中日新聞 2017/07/30 

2017:6./ 285p 
978-4-16-390512-9 

本体 ¥1,400+税

*9784163905129*
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JR に未来はあるか 
上岡 直見 著 
緑風出版 
本書は、鉄道交通問題研究の第一人者が、分割民営化後の JR の 30 年を総

括、様々な角度から問題点を洗いだし、JR の未来を展望する。 

 
東京・中日新聞 2017/07/30 

2017:6./ 261p 
978-4-8461-1710-8 

本体 ¥2,500+税

*9784846117108*

 

ゼンマイ 
戌井 昭人 著 
集英社 
「世の中なんて、不思議な出来事が簡単に起きるくらい、くだらねえもんだな」モロ

ッコへ、オトコ二人の珍道中。見つけたのは一人の女か、それとも人生か。野間文

芸新人賞受賞の新鋭による 新小説。 

 
東京・中日新聞 2017/07/30、読売新聞 2017/07/30 

2017:6./ 137p 
978-4-08-771113-4 

本体 ¥1,300+税

*9784087711134*

 

反時代的思索者～唐木順三とその周辺～ 
粕谷 一希 著 
藤原書店 
哲学・文学・歴史の狭間で、戦後の知的限界を超える美学=思想を打ち立てた唐

木順三。「故郷・信州」「京都学派」「筑摩書房」の 3 つの鍵から、戦後思潮に距離

を取り続けた唐木の思索の核心に迫り、「戦後」を問題化する。 

 
読売新聞 2017/07/02 

2005:6./ 316p 
978-4-89434-457-0 

本体 ¥2,500+税

*9784894344570*

 

沈黙 改版(新潮文庫) 
遠藤 周作 著 
新潮社 
神の存在、背教の心理、西洋と日本の思想的断絶など、キリスト信仰の根源的な

問題を衝き、〈神の沈黙〉という永遠の主題に切実な問いを投げかける長編。 

 
読売新聞 2017/07/02 

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

本体 ¥550+税

*9784101123158*

 

無用者の系譜(筑摩叢書) 
唐木順三 著 
筑摩書房 
読売新聞 2017/07/02 

1990:1./ 298p 
978-4-480-01023-0 

本体 ¥1,200+税

*9784480010230*

 

兄のトランク(ちくま文庫) 
宮沢清六 著 
筑摩書房 
読売新聞 2017/07/02 

1991:12./ 275p 
978-4-480-02574-6 

本体 ¥760+税

*9784480025746*

 

無常(ちくま学芸文庫) 
唐木 順三 著 
筑摩書房 
読売新聞 2017/07/02 

1998:8./ 317p 
978-4-480-08435-4 

本体 ¥1,000+税

*9784480084354*
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唐木順三ライブラリー<1> 現代史への試み 喪失の時代(中公選書 014) 
唐木 順三 著 
中央公論新社 
戦後の潮流から距離を置く「反時代」の人であり、哲学・文学・歴史を巨視的にとら

え、文人気質をもとに独自の評論活動を行った唐木順三の代表作を紹介する。1
は、「現代史への試み」、「喪失の時代」全編、小作品を収録。 

 
読売新聞 2017/07/02 

2013:6./ 492p 
978-4-12-110014-6 

本体 ¥2,300+税

*9784121100146*

 

唐木順三ライブラリー<2> 詩とデカダンス 無用者の系譜(中公選書 015) 
唐木 順三 著 
中央公論新社 
戦後の潮流から距離を置く「反時代」の人であり、哲学・文学・歴史を巨視的にとら

え、文人気質をもとに独自の評論活動を行った唐木順三の代表作を紹介する。2
は、「詩とデカダンス」「無用者の系譜」などを収録。 

 
読売新聞 2017/07/02 

2013:7./ 547p 
978-4-12-110015-3 

本体 ¥2,600+税

*9784121100153*

 

唐木順三ライブラリー<3> 中世の文学 無常(中公選書 016) 
唐木 順三 著 
中央公論新社 
戦後の潮流から距離を置く「反時代」の人であり、哲学・文学・歴史を巨視的にとら

え、文人気質をもとに独自の評論活動を行った唐木順三の代表作を紹介する。3
は、「中世の文学」「無常」などを収録。 

 
読売新聞 2017/07/02 

2013:9./ 573p 
978-4-12-110016-0 

本体 ¥2,800+税

*9784121100160*

 

ダイオウイカ、奇跡の遭遇 
窪寺 恒己 著 
新潮社 
成功率は 1 パーセント以下。不可能と思われたプロジェクトはいかにして成し遂げ

られたのか? 小笠原沖の深海で、幻のダイオウイカとのファーストコンタクトを果た

した科学者の執念の記録。 

 
読売新聞 2017/07/02 

2013:10./ 202p 
978-4-10-334691-3 

本体 ¥1,400+税

*9784103346913*

 

猫ピッチャー<1> 
そにし けんじ 著 
中央公論新社 
読売新聞 2017/07/02 

2014:2./ 141p 
978-4-12-004328-4 

本体 ¥800+税

*9784120043284*

 

世界で一番美しい海のいきもの図鑑 
吉野 雄輔、武田 正倫 著 
創元社 
多種多様な命に満ちた豊饒なる海の世界-。ハッとするような美しい色をした魚

や、この世のものとは思えない不思議な姿形をした生き物など、生命の神秘や一

瞬の輝きを捉えた厳選写真 375 点を収載。 

 
読売新聞 2017/07/02 

2015:6./ 231p 
978-4-422-43015-7 

本体 ¥3,600+税

*9784422430157*
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深海魚のレシピ～釣って、拾って、食ってみた～ 
平坂 寛 著 
地人書館 
道具を用意し場所を選べば、深海魚を釣ることも可能だ。珍生物ハンター平坂寛

の体当たりルポ第二弾！ 

 
読売新聞 2017/07/02 

2015:11./ 20p,169p 
978-4-8052-0891-5 

本体 ¥2,000+税

*9784805208915*

 

宇宙探偵マグナス・リドルフ(ジャック・ヴァンス・トレジャリー) 
ジャック・ヴァンス、浅倉 久志、酒井 昭伸 著 
国書刊行会 
ある時は沈毅なる哲学者、ある時は知謀に長けた数学者、しかしてその実体は、

宙を駆けるトラブルシューター! 宇宙の私立探偵マグナス・リドルフの活躍を描く、

宇宙ミステリ連作短篇。 

 
読売新聞 2017/07/02 

2016:6./ 429p 
978-4-336-05920-8 

本体 ¥2,400+税

*9784336059208*

 

宮沢賢治コレクション<2> 注文の多い料理店 
宮沢 賢治 著 
筑摩書房 
宮沢賢治生誕 120 年記念企画。賢治の世界を広く深く味わう作品集。第 2 巻は

生前唯一の童話集『注文の多い料理店』に加え、生前雑誌等発表の童話・劇を

収録。 

 
読売新聞 2017/07/02 

2017:1./ 335p 
978-4-480-70622-5 

本体 ¥2,500+税

*9784480706225*

 

天界の眼～切れ者キューゲルの冒険～(ジャック・ヴァンス・トレジャリー) 
ジャック・ヴァンス 著 
国書刊行会 
北の地に飛ばされたキューゲルは、憎き魔術師に復讐することができるのか? 行

く先々で大騒動を巻き起こす、自称切れ者キューゲルの奇想天外・荒唐無稽なる

大冒険を描く、サイエンス・ファンタジーの連作全 7 篇を収録。 

 
読売新聞 2017/07/02 

2016:11./ 324p 
978-4-336-05921-5 

本体 ¥2,400+税

*9784336059215*

 

宮沢賢治の食卓(コミック 025) 
魚乃目 三太 著 
少年画報社 
銀河鉄道の夜、風の又三郎などでおなじみ誰もが知っている宮沢賢治の作品とと

もに紡がれるエピソードを食べ物と共にお届けします。魚乃目三太の人情味ある

描写で描かれる伝記グルメ浪漫。 

 
読売新聞 2017/07/02 

2017:3./ 1 冊 
978-4-7859-5981-4 

本体 ¥680+税

*9784785959814*

 

万葉集から古代を読みとく(ちくま新書 1254) 
上野 誠 著 
筑摩書房 
万葉集全体を歴史学・民俗学・考古学の視点も駆使しながら解剖し、 古の歌集

が伝える古代史、文化史をさぐっていく野心的な入門書。 

 
読売新聞 2017/07/02 

2017:5./ 229p 
978-4-480-06962-7 

本体 ¥800+税

*9784480069627*
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神父さま、なぜ日本に?～ザビエルに続く宣教師たち～ 
女子パウロ会 著 
女子パウロ会 
戦後に来日した 15 人の宣教師は、なぜ遠い日本に宣教に来たのか? 日本語と

いう大きな壁を乗り越え、文化、生活習慣の全く違う日本で真の愛と平和への道を

伝え続けてきた彼らに話を聞き、その足跡をたどる。 

 
読売新聞 2017/07/02 

2017:5./ 215p 
978-4-7896-0783-4 

本体 ¥1,200+税

*9784789607834*

 

定年後～50 歳からの生き方、終わり方～(中公新書 2431) 
楠木 新 著 
中央公論新社 
第二の人生をどう充実させたらよいか。シニア社員、定年退職者、地域で活動す

る人たちへの取材を通じ、定年後に待ち受ける「現実」を明らかにし、真に豊かに

生きるためのヒントを提示する。 

 
読売新聞 2017/07/02 

2017:4./ 11p,221p 
978-4-12-102431-2 

本体 ¥780+税

*9784121024312*

 

だれの息子でもない(講談社文庫 か 143-1) 
神林 長平 著 
講談社 
市役所で働くぼくの仕事は、故人のネット内の人工人格=アバターを消去するこ

と。しかしある日、死んだはずの親父のアバターが現れ…。「あり得る未来」を描

く、「ぼく」と「親父」の冒険譚。 

 
読売新聞 2017/07/02 

2017:5./ 373p 
978-4-06-293661-3 

本体 ¥740+税

*9784062936613*

 

貘の耳たぶ 
芦沢 央 著 
幻冬舎 
自ら産んだ子を自らの手で「取り替え」た繭子。発覚に怯えながらも息子・航太へ

の愛情が深まる。一方、郁絵は「取り違えられた」子と知らず、息子・璃空を育てて

きた。それぞれの子が 4 歳を過ぎた頃、「取り違え」が発覚し…。 

 
読売新聞 2017/07/02 

2017:4./ 360p 
978-4-344-03099-2 

本体 ¥1,700+税

*9784344030992*

 

日本史モノ事典 新版 
平凡社 編 
平凡社 
民具から武具・建物・芸能等、古墳時代から戦後の日本に存在した〈モノ〉四千点

の形と名前がわかる便利な一冊。創作の参考資料にも。 

 
読売新聞 2017/07/02 

2017:6./ 445p 
978-4-582-12429-3 

本体 ¥2,800+税

*9784582124293*

 

テレビ番組海外展開 60 年史～文化交流とコンテンツビジネスの狭間で～ 
大場 吾郎 著 
人文書院 
1960 年代の草創期から現在まで、日本のテレビ番組の海外展開が辿った波瀾の

道のりを、膨大な資料探索、関係者への調査によって体系的に解き明かした、メ

ディア史における第一級の資料にして画期的労作。 

 
読売新聞 2017/07/02 

2017:6./ 422p 
978-4-409-23057-2 

本体 ¥3,800+税

*9784409230572*
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もっとヘンな論文 
サンキュータツオ 著 
KADOKAWA 
論文は、笑えるものほど素晴らしい! プロ野球選手と結婚するための方法論につ

いて、かぐや姫のおじいさんは一体何歳なのか問題、「坊っちゃん」は何時発の船

に乗ったのか…。「知りたい」を純粋につきつめた論文を紹介する。 

 
読売新聞 2017/07/02 

2017:5./ 255p 
978-4-04-400098-1 

本体 ¥1,200+税

*9784044000981*

 

ネパールの人身売買サバイバーの当事者団体から学ぶ～家族、社会からの排

除を越えて～ 
田中 雅子 著 
上智大学出版 
ネパールの人身売買サバイバーの当事者団体に着目し、人身売買の被害に遭っ

た人たちが、社会から排除された状態を乗り越え、再統合を果たしていく過程で

の役割を紹介。当事者を中心に据えた支援の重要性を説く。 

 
読売新聞 2017/07/02 

2017:5./ 183p 
978-4-324-10261-9 

本体 ¥1,250+税

*9784324102619*

 

スペース・オペラ(ジャック・ヴァンス・トレジャリー) 
ジャック・ヴァンス、浅倉 久志、白石 朗 著 
国書刊行会 
ヴァンス渾身の本格的スペース・オペラ巨篇!…ではなく宇宙を渡り歩く歌劇団が

繰り広げる波瀾万丈の珍道中を描く傑作長篇他短篇 4 篇。 

 
読売新聞 2017/07/02 

2017:5./ 461p 
978-4-336-05922-2 

本体 ¥2,400+税

*9784336059222*

 

奇想博物館(光文社文庫 に 6-44) 
日本推理作家協会 編 
伊坂 幸太郎 著 
光文社 
2010?2012 年に発表されたミステリー短編を厳選したアンソロジー。伊坂幸太郎、

今野敏、朱川湊人、道尾秀介、湊かなえなど第一線の作家による、ミステリーの醍

醐味を詰め込んだ全 15 編を収録する。 

 
読売新聞 2017/07/02 

2017:5./ 647p 
978-4-334-77472-1 

本体 ¥1,200+税

*9784334774721*

 

世界史モノ事典 新版 
平凡社 編 
平凡社 
紋章・武器・乗り物・衣装など古代から現代まで世界に存在した〈モノ〉三千点の形

と名前がわかる便利な一冊。創作の参考資料にも！ 

 
読売新聞 2017/07/02 

2017:6./ 437p 
978-4-582-12430-9 

本体 ¥2,800+税

*9784582124309*

 

平均思考は捨てなさい～出る杭を伸ばす個の科学～ 
トッド・ローズ、小坂 恵理 著 
早川書房 
平均思考がいかに障害となるかを歴史的経緯と 新研究、具体的な事例をもって

説く。また平均思考を排して成功した実際の学校や企業の例を通じ、個性を存分

に発揮することで人生で優位に立つヒントとなる 3 つの原理を紹介する。 

 
読売新聞 2017/07/02 

2017:5./ 292p 
978-4-15-209690-6 

本体 ¥2,200+税

*9784152096906*
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ゆるゆる深海生物図鑑 
そにし けんじ、石垣 幸二 著 
学研 
ゆるゆるなイラストと４コマ漫画を気楽に読むだけで、深海生物の驚きの生態や信

じられない深海世界がよくわかる新感覚の生物図鑑！深海に生息する魚やクラ

ゲ、タコなどを７０種以上収録！深海の環境についてもばっちり紹介！ 

 
読売新聞 2017/07/02 

2017:6./ 175p 
978-4-05-204589-9 

本体 ¥980+税

*9784052045899*

 

唐木順三～あめつちとともに～(ミネルヴァ日本評伝選) 
澤村 修治 著 
ミネルヴァ書房 
古田晁、臼井吉見らと筑摩書房を創業、哲学書や雑誌編集で昭和の知的世界に

足跡を残す一方、教育者として、評論家として知られる唐木順三。反時代の姿勢

を貫き、文化や伝統の意味を問い直した唐木順三の内実を追う。 

 
読売新聞 2017/07/02 

2017:6./ 15p,411p,11p 
978-4-623-08055-7 

本体 ¥4,000+税

*9784623080557*

 

猫的感覚～動物行動学が教えるネコの心理～(ハヤカワ文庫 NF 499) 
ジョン・ブラッドショー、羽田 詩津子 著 
早川書房 
イエネコの歴史からネコの不思議な生態、人間との共存と飼い方のヒント、未来像

までを動物行動学者が詳細に解説する総合ネコ読本 

 
読売新聞 2017/07/02 

2017:6./ 394p 
978-4-15-050499-1 

本体 ¥980+税

*9784150504991*

 

ぐるぐる?博物館 
三浦 しをん 著 
実業之日本社 
国立科学博物館、雲仙岳災害記念館、めがねミュージアム…。人類史の 前線

から、秘宝館まで、個性あふれる博物館を探検するルポエッセイを収録。『紡』他、

掲載に書き下ろしを加え単行本化。 

 
読売新聞 2017/07/02、朝日新聞 2017/07/30 

2017:6./ 250p 
978-4-408-53707-8 

本体 ¥1,600+税

*9784408537078*

 

カストロの尻 
金井 美恵子 著 
新潮社 
無数の映像や小説、夢や記憶の断片と共に繊細に紡がれた、前代未聞の物語-。
2 つの批評的エッセイに縁取られ、6 つのフォト・コラージュに彩られた小説群。

『新潮』掲載等を単行本化。 

 
読売新聞 2017/07/02、日本経済新聞 2017/07/15 

2017:5./ 313p 
978-4-10-305005-6 

本体 ¥2,000+税

*9784103050056*

 

僕が殺した人と僕を殺した人 
東山 彰良 著 
文藝春秋 
一九八四年、台湾で四人の少年たちは友情を育んでいた。三十年後、そのうち

一人が全米を震撼させる殺人鬼に。超弩級の青春ミステリ。 

 
読売新聞 2017/07/02、毎日新聞 2017/07/16 

2017:5./ 335p 
978-4-16-390643-0 

本体 ¥1,600+税

*9784163906430*
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同盟漂流<上>(岩波現代文庫) 
船橋 洋一 著 
岩波書店 
読売新聞 2017/07/09 

2006:2./ 421p 
978-4-00-603128-2 

本体 ¥1,200+税

*9784006031282*

 

同盟漂流<下>(岩波現代文庫) 
船橋 洋一 著 
岩波書店 
読売新聞 2017/07/09 

2006:3./ 465p,18p 
978-4-00-603129-9 

本体 ¥1,200+税

*9784006031299*

 

アルプス紀行 増訂新版(岩波文庫) 
ジョン・チンダル 著 
岩波書店 
読売新聞 2017/07/09 

1940:6./ 413p 
978-4-00-339221-8 

本体 ¥900+税

*9784003392218*

 

シアワセのレモンサワー 
東陽 片岡 著 
愛育社 
本当にわれわれは不幸なのか? ぜいたくを言っているだけなのではないか? シア

ワセのハードルを下げよう! 漫画家・東陽片岡が贈る大不景気時代の世渡り術。 

 
読売新聞 2017/07/09 

2011:3./ 221p 
978-4-7500-0391-7 

本体 ¥1,500+税

*9784750003917*

 

イスラム飲酒紀行(講談社文庫 た 116-4) 
高野 秀行 著 
講談社 
タブーを暴きたいわけじゃない。酒が飲みたいだけなんだ! カタール、パキスタ

ン、アフガニスタンなど、酒を禁じるイスラム圏における飲酒事情を、酒をこよなく

愛する男が描いたルポルタージュ。 

 
読売新聞 2017/07/09 

2014:7./ 331p 図 版
16p 
978-4-06-277876-3 

本体 ¥770+税

*9784062778763*

 

泥酔夫婦世界一周～異国の酒場で乾杯!～ 
松本 祐貴、松本 友紀子 著 
オークラ出版 
30 代の夫婦が仕事を辞めてハチャメチャな飲酒旅行へ。2013 年 1 月から 2014
年 5 月まで、41 カ国・地域を飲み歩き、酔っ払いとの出会いや食べ物のことなど

を綴った旅行記。 

 
読売新聞 2017/07/09 

2016:3./ 255p 
978-4-7755-2527-2 

本体 ¥1,343+税

*9784775525272*

 

京都の凸凹を歩く～高低差に隠された古都の秘密～ 
梅林 秀行 著 
青幻舎 
NHK「ブラタモリ」 多出演の著者が、地形の起伏で楽しむ街歩きを提案。京都

府内から、特徴的な凸凹地形とその土地のドラマを感じる 7 つの地域を厳選し、

古地図や絵画などの豊富な歴史的資料とともに楽しく紹介します。 

 
読売新聞 2017/07/09 

2016:5./ 150p 
978-4-86152-539-1 

本体 ¥1,600+税

*9784861525391*
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多摩川飲み下り(ちくま文庫 お 62-3) 
大竹 聡 著 
筑摩書房 
始点は奥多摩、終点は川崎。多摩川に沿って歩き下っては、飲み屋で飲んだり、

川原でツマミと缶チューハイ。28 回にわたる大冒険。解説 高野秀行 

 
読売新聞 2017/07/09 

2016:10./ 269p 
978-4-480-43387-9 

本体 ¥720+税

*9784480433879*

 

日米の衝突～ペリーから真珠湾、そして戦後～ 
ウォルター・ラフィーバー、土田 宏、生田目 学文 著 
彩流社 
日米関係は常に“衝突”の連続だった! 1850 年代から 1990 年代まで、文化の違

い、価値観の相違、さまざまな局面で顕在化した歴史を検証し、相互の理解と齟

齬、底流に潜む問題点を俯瞰する。 

 
読売新聞 2017/07/09 

2017:4./ 525p,74p 
978-4-7791-2299-6 

本体 ¥5,500+税

*9784779122996*

 

ちいさい言語学者の冒険～子どもに学ぶことばの秘密～(岩波科学ライブラリー 
259) 
広瀬 友紀 著 
岩波書店 
「これ食べたら死む?」 どうして多くの子どもが同じような「間違い」をするのだろう? 
言語獲得の冒険に立ち向かう子ども=ちいさい言語学者たちが見せる数々の珍プ

レーを通して、ことばの秘密に迫る。 

 
読売新聞 2017/07/09 

2017:3./ 10p,109p,5p 
978-4-00-029659-5 

本体 ¥1,200+税

*9784000296595*

 

点と線から面へ(ちくま学芸文庫 カ 44-1) 
ヴァシリー・カンディンスキー 著 
筑摩書房 
抽象芸術の旗手カンディンスキーによる理論的主著。絵画の構成要素を徹底的

に分析し、「生きた作品」の構築を試みる。デザインの本質を突く一冊。 

 
読売新聞 2017/07/09 

2017:4./ 253p 
978-4-480-09790-3 

本体 ¥1,000+税

*9784480097903*

 

うんこ漢字ドリル～日本一楽しい漢字ドリル～<小学 3 年生> 
古屋 雄作 著 
文響社 
子どもが夢中になって勉強する！全例文に「うんこ」を使った、まったく新しい漢字

ドリル、誕生ー新学習指導要領対応ー 

 
読売新聞 2017/07/09 

2017:3./ 106p 
978-4-905073-83-3 

本体 ¥980+税

*9784905073833*

 

写真でわかる世界の防犯～驚きのアイデアで犯罪を「あきらめさせる」～ 
小宮 信夫 著 
小学館 
心理的・物理的に犯罪を行い難い環境を作り、犯罪の機会を滅殺することに力点

を置く「犯罪機会論」を、世界 92 カ国の史跡・建築・学校・公園などの写真ととも

にわかりやすく解説する。 

 
読売新聞 2017/07/09 

2017:4./ 128p 
978-4-09-840178-9 

本体 ¥1,800+税

*9784098401789*
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京都の凸凹を歩く<2> 名所と聖地に秘められた高低差の謎 
梅林 秀行 著 
青幻舎 
NHK「ブラタモリ」準レギュラーの著者が、地形の起伏で楽しむ街歩きを提案。京

都市内から、特徴的な凸凹地形とその土地のドラマを感じる 6 つの地域を厳選

し、古地図や絵画などの豊富な歴史的資料とともに楽しく紹介します。 

 
読売新聞 2017/07/09 

2017:5./ 182p 
978-4-86152-600-8 

本体 ¥1,600+税

*9784861526008*

 

酒談義(中公文庫 よ 5-11) 
吉田 健一 著 
中央公論新社 
少しばかり飲むというの程つまらないことはない-。酒豪で鳴らした文士が、自身の

経験をふまえて、飲み方から各種酒の味、思い出の酒場、禁酒の勧めまでをユー

モラスに綴る。全著作から精選した究極の酒エッセイを集成。 

 
読売新聞 2017/07/09 

2017:4./ 229p 
978-4-12-206397-6 

本体 ¥800+税

*9784122063976*

 

戦後日本のジャズ文化～映画・文学・アングラ～(岩波現代文庫) 
マイク・モラスキー 著 
岩波書店 
黒澤明、裕次郎からアニメまで。五木寛之、中上健次、筒井康隆、村上春樹、ジャ

ズ喫茶からジャズ革命論まで。ジャズはいかに受容され多くの表現者たちの源泉

となってきたか。戦後カルチャーの空隙を突く異色のジャズ文化論。 

 
読売新聞 2017/07/09 

2017:5./ 17p,446p 
978-4-00-603305-7 

本体 ¥1,340+税

*9784006033057*

 

球道恋々 
木内 昇 著 
新潮社 
明治 39 年。母校の野球部から突然コーチの依頼が舞い込んだ銀平。後輩を指

導するうちに野球熱が再燃し、作家・押川のティームに所属するが、大新聞が野

球害毒論を唱えだし-。『小説新潮』連載を単行本化。 

 
読売新聞 2017/07/09 

2017:5./ 541p 
978-4-10-350955-4 

本体 ¥2,100+税

*9784103509554*

 

台湾北部タイヤル族から見た近現代史～日本植民地時代から国民党政権時代

の「白色テロ」へ～ 
菊池 一隆 著 
集広舎 
勇猛な民族として知られる台湾原住民タイヤル族。中でも指導的立場にあり、歴

史の荒波に翻弄されながらも自らの尊厳を守る闘いを行ってきた北部タイヤル族

に焦点を当て、彼らの視点から見た台湾の近現代史を描く。 

 
読売新聞 2017/07/09 

2017:3./ 346p,7p 
978-4-904213-46-9 

本体 ¥2,750+税

*9784904213469*

 

林檎の木から、遠くはなれて 
トレイシー・シュヴァリエ、野沢 佳織 著 
柏書房 
1850 年代、ゴールドラッシュに沸くアメリカ。夢を求めて西へ、西へ。旅する青年と

林檎の木-。オハイオ州ブラックスワンプで林檎の果樹園を営む一家を描いた、著

者 8 作目の長編小説。 

 
読売新聞 2017/07/09 

2017:5./ 368p 
978-4-7601-4839-4 

本体 ¥2,200+税

*9784760148394*
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ドナルド・キーン～知の巨人、日本美を語る!～(和樂ムック) 
小学館 
世界的日本文学研究の第一人者ドナルド・キーンが、自ら日本人として、次世代

の日本人たちに向けて厳しく、激しく、ユーモラスに、日本美について語り尽くす。

瀬戸内寂聴らとの対話集等も収録。『和樂』掲載をまとめる。 

 
読売新聞 2017/07/09 

2017:6./ 161p 
978-4-09-105469-2 

本体 ¥2,400+税

*9784091054692*

 

音楽と沈黙<1> 
ローズ・トレメイン、渡辺 佐智江 著 
国書刊行会 
伝説の王クレスチャン 4 世の苦悩、そして官能に溺れる王妃キアステンが夢見る

人生－17 世紀デンマークを舞台にした歴史ロマン大作。 

 
読売新聞 2017/07/09 

2017:5./ 332p 
978-4-336-06178-2 

本体 ¥2,200+税

*9784336061782*

 

音楽と沈黙<2> 
ローズ・トレメイン、渡辺 佐智江 著 
国書刊行会 
美貌のリュート奏者ピーターと侍女エミリアの運命の恋－ページをめくる手がとまら

ない驚異のベストセラー小説、ついに翻訳刊行! 

 
読売新聞 2017/07/09 

2017:5./ 333p 
978-4-336-06179-9 

本体 ¥2,200+税

*9784336061799*

 

修養(角川ソフィア文庫 G115-1) 
新渡戸 稲造 著 
KADOKAWA 
当代一流の国際人であり教養人だった新渡戸が記した、実践的人生論。礼節や

心構えのほか、日常的な事例をふまえた啓蒙的内容が満載。百年読み継がれて

なお、現代日本人に多くの示唆を与える教養本を現代表記にした文庫決定版。 

 
読売新聞 2017/07/09 

2017:6./ 475p 
978-4-04-400223-7 

本体 ¥1,080+税

*9784044002237*

 

あるかしら書店 
ヨシタケ シンスケ 著 
ポプラ社 
「なんでもある」書店の店主が、お客の「ありますか?」にかならず「ありますよ」と本

を差し出してくれる。本っていいよねと言いたくなるような一冊。 

 
読売新聞 2017/07/09 

2017:6./ 102p 
978-4-591-15444-1 

本体 ¥1,200+税

*9784591154441*

 

箸もてば 
石田 千 著 
新講社 
ひとくちめのビールが喉もとすぎる。会えなくなったひとにも会える-。食べることは

日々の命の賛歌。食べ物を巡る、四季折々の恵みの出会いと喜びを、滋味深い

文章で綴る。『清流』『OriOri』連載他を書籍化。 

 
読売新聞 2017/07/09 

2017:5./ 205p 
978-4-86081-555-4 

本体 ¥1,700+税

*9784860815554*
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石、転がっといたらええやん。 
岸田 繁 著 
ロッキング・オン 
バンドのこと、音楽のこと、電車のこと、京都のこと、酒に珍味にコモドオオトカゲの

こと…。くるり・岸田繁の思考の欠片が詰まった一冊。『ロッキング・オン・ジャパン』

連載エッセイに加筆・修正。 

 
読売新聞 2017/07/09 

2017:5./ 429p 
978-4-86052-126-4 

本体 ¥1,350+税

*9784860521264*

 

ドローン探偵と世界の終わりの館 
早坂 吝 著 
文藝春秋 
ドローン遣いの名探偵・飛鷹六騎が挑む連続殺人。奇妙な死体と北欧神話が示

すのは…。廃墟ヴァルハラで繰り広げられる命懸けの知恵比べ! 『別冊文藝春

秋』連載に加筆し単行本化。 

 
読売新聞 2017/07/09 

2017:7./ 263p 
978-4-16-390680-5 

本体 ¥1,200+税

*9784163906805*

 

昭和天皇をポツダム宣言受諾に導いた哲学者～西晋一郎、昭和十八年の御進

講とその周辺～ 
山内 廣隆 著 
ナカニシヤ出版 
尊皇の哲学者は、なぜ昭和天皇に敗戦を見据えた御進講を行ったのか？ 新発

見史料を基に、講義の内容と終戦の決断への影響を解明 

 
読売新聞 2017/07/09 

2017:7./ 8p,171p 
978-4-7795-1162-2 

本体 ¥1,800+税

*9784779511622*

 

超絶記録!西山夘三のすまい採集帖(LIXIL BOOKLET) 
ＬＩＸＩＬ出版 
住み方調査の結果を元に「食寝分離論」を提唱した建築学者・建築家の西山夘

三。少年期の漫画作品や住み方調査、すまい採集帖のスケッチ、西山勝夫による

エッセイ「父の思い出」などを収録。見返しにも記事あり。 

 
読売新聞 2017/07/09 

2017:6./ 1 冊 
978-4-86480-518-6 

本体 ¥1,800+税

*9784864805186*

 

戦国武将の辞世～遺言に秘められた真実～(朝日新書 618) 
加藤 廣 著 
朝日新聞出版 
戦国武将のたしなみともいえる辞世。織田信長、武田信玄、豊臣秀吉、徳川家康

など 27 人の武将は、人生の 期に何を遺したのか? そこに隠された真の意味

を、人物エピソードとともに読み解く。 

 
読売新聞 2017/07/09、産経新聞 2017/07/16 

2017:5./ 215p 
978-4-02-273718-2 

本体 ¥760+税

*9784022737182*

 

枕草子のたくらみ～「春はあけぼの」に秘められた思い～(朝日選書 957) 
山本 淳子 著 
朝日新聞出版 
清少納言が中宮定子に捧げた作品「枕草子」。定子の死後、その敵方であった藤

原道長の権勢極まる世で潰されることなく、作品として生き残ることができたのはな

ぜか。その謎を解明する。 

 
読売新聞 2017/07/09、朝日新聞 2017/07/16 

2017:4./ 8p,312p 
978-4-02-263057-5 

本体 ¥1,500+税

*9784022630575*
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水族館哲学～人生が変わる 30 館～(文春文庫 な 76-1) 
中村 元 著 
文藝春秋 
廃館寸前の水族館を独自の斬新な手法で蘇らせてきた著者による、ユニークな

水族館ガイド。数多ある中から 30 館を厳選し、常識的な枠を超えた「展示」の本

当の魅力や見所を写真とともに紹介する。データ:2017 年 5 月現在。 

 
読売新聞 2017/07/09、日本経済新聞 2017/07/15 

2017:7./ 220p 
978-4-16-790895-9 

本体 ¥890+税

*9784167908959*

 

風の痕跡 
岩成 達也 著 
書肆山田 
光とは いつも 羽根なのだ(「名前」より) 闇を感受しようとする一人の人間の発

語。過ぎて行く風がはこぶ深い問いかけ。2016 年刊「森へ」をめぐる 2 編も収録し

た詩集。 

 
読売新聞 2017/07/11 

2017:4./ 111p 
978-4-87995-953-9 

本体 ¥2,400+税

*9784879959539*

 

父の配慮～小笠原眞詩集～ 
小笠原 眞 著 
ふらんす堂 
自宅で 期を迎えることが 父の切実な願いであった その願いを叶えるべく ぼく

たちは努力をし そしてそれが 後の親孝行だと 静かに悟った(「父の配慮」より) 
27 篇を収録した第 6 詩集。 

 
読売新聞 2017/07/11 

2017:4./ 140p 
978-4-7814-0962-7 

本体 ¥2,000+税

*9784781409627*

 

具現 
貞久 秀紀 著 
思潮社 
ふり返り 想い起こすものが 草がちな ゆく道なかにはじめから 鳥のすがたでい

た(「ゆく道なか」より) 『現代詩手帖』に連載された作品を中心に、見えるものをと

おして見えるものの具現を試みる 38 篇を収めた詩集。 

 
読売新聞 2017/07/11 

2017:6./ 105p 
978-4-7837-3568-7 

本体 ¥2,400+税

*9784783735687*

 

ぶらんこ乗り(新潮文庫) 
いしい しんじ 著 
新潮社 
読売新聞 2017/07/16 

2004:7./ 269p 
978-4-10-106921-0 

本体 ¥520+税

*9784101069210*

 

赤軍記者グロースマン～独ソ戦取材ノート 1941-45～ 
アントニー・ビーヴァー、リューバ・ヴィノグラードヴァ 著 
白水社 
スタリングラート攻防戦からクールスク会戦、トレブリーンカ絶滅収容所、ベルリン

攻略戦まで、グロースマンが 前線で見聞した「戦争の非情な真実」を記す。 

 
読売新聞 2017/07/16 

2007:5./ 520p,15p 
978-4-560-02624-3 

本体 ¥3,400+税

*9784560026243*
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ナラタージュ(角川文庫) 
島本 理生 著 
角川書店 
読売新聞 2017/07/16 

2008:2./ 411p 
978-4-04-388501-5 

本体 ¥600+税

*9784043885015*

 

しあわせ/かくてありけり(講談社文芸文庫) 
野口富士男 著 
講談社 
読売新聞 2017/07/16 

1992:7./ 293p 
978-4-06-196183-8 

本体 ¥951+税

*9784061961838*

 

【CD】銀河鉄道の夜(新潮 CD) 
新潮社 
読売新聞 2017/07/16 

1997:10. 
978-4-10-830008-8 

本体 ¥3,000+税

*9784108300088*

 

人生と運命<１> 
ワシーリー・グロスマン 著 
みすず書房 
スターリングラード攻防戦を舞台に、物理学者一家をめぐって展開する叙事詩的

歴史小説。ナチズムとスターリニズム、絶滅収容所とラーゲリの鏡像関係を見抜

き、体制を支えた心性に迫る。 

 
読売新聞 2017/07/16 

2012:1./ 529p 
978-4-622-07656-8 

本体 ¥4,300+税

*9784622076568*

 

人生と運命<２> 
ワシーリー・グロスマン 著 
みすず書房 
スターリングラード攻防戦を舞台に、物理学者一家をめぐって展開する叙事詩的

歴史小説。赤軍記者として解放直後のトレブリンカ収容所を取材した著者が、恐

怖と狂気の独ソ戦の内実を描く。 

 
読売新聞 2017/07/16 

2012:2./ 461p 
978-4-622-07657-5 

本体 ¥4,500+税

*9784622076575*

 

人生と運命<３> 
ワシーリー・グロスマン 著 
みすず書房 
スターリングラード攻防戦を舞台に、物理学者一家をめぐって展開する叙事詩的

歴史小説。死闘が決した人間と欧州の運命、凄惨な独裁体制下の生と愛を描く。

完結編。 

 
読売新聞 2017/07/16 

2012:3./ 434p 
978-4-622-07658-2 

本体 ¥4,500+税

*9784622076582*

 

不忠臣蔵(集英社文庫 い 13-14) 
井上 ひさし 著 
集英社 
読売新聞 2017/07/16 

2012:12./ 445p 
978-4-08-745017-0 

本体 ¥760+税

*9784087450170*
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ドクトル・ジヴァゴ 
ボリース・パステルナーク、工藤 正廣 著 
未知谷 
医師で詩人のジヴァゴは第一次大戦に従軍後、幸せな結婚生活を築くが、謎め

いた面影が記憶にとどまっていたラーラに偶然出会い通うようになる。ある日、ジヴ

ァゴは内戦下の義勇軍に軍医として拉致され…。長編小説。 

 
読売新聞 2017/07/16 

2013:4./ 745p 
978-4-89642-403-4 

本体 ¥8,000+税

*9784896424034*

 

万物は流転する 
ワシーリー・グロスマン、齋藤 紘一 著 
みすず書房 
1953 年、スターリンが死んだ。29 年間、囚人だったイワンは、地方都市でささやか

な職を得て、白髪が目立つが美しい女性アンナと愛しあうようになる。だが彼女に

はある過去が…。 

 
読売新聞 2017/07/16 

2013:12./ 296p 
978-4-622-07784-8 

本体 ¥3,800+税

*9784622077848*

 

Red 
島本 理生 著 
中央公論新社 
妻、母として充実した毎日を送っていたはずの女は、かつての恋人と再会し、激し

く身体を重ねた記憶に導かれるように、快楽の世界へと足を踏み入れていく…。

『読売プレミアム』連載を大幅に加筆、修正。 

 
読売新聞 2017/07/16 

2014:9./ 415p 
978-4-12-004654-4 

本体 ¥1,700+税

*9784120046544*

 

帝国の慰安婦～植民地支配と記憶の闘い～ 
朴 裕河 著 
朝日新聞出版 
帝国軍人を慰安し続けた高齢の元朝鮮人慰安婦たちのために、日韓はいまどう

すべきか。元慰安婦たちの証言を丹念に拾い、対立する日韓の主張の矛盾を突

く一方、「帝国」下の女性という普遍的な論点を指摘する。 

 
読売新聞 2017/07/16 

2014:11./ 324p,10p 
978-4-02-251173-7 

本体 ¥2,100+税

*9784022511737*

 

システィーナの聖母～ワシーリー・グロスマン後期作品集～ 
ワシーリー・グロスマン、齋藤 紘一 著 
みすず書房 
スターリン体制を批判し、社会から追いやられた日々にも、自由といのちの輝きを

表現しつづけた作家の短篇・随想・旅行記を初集成。1953 年以後の作品から表

題作を含む短篇 9 篇、中篇 1 篇を収録する。 

 
読売新聞 2017/07/16 

2015:5./ 388p 
978-4-622-07899-9 

本体 ¥4,600+税

*9784622078999*

 

ニッチを探して(新潮文庫 し-29-13) 
島田 雅彦 著 
新潮社 
下町酒場、公園の炊き出し、路上から段ボールハウスへ。背任の容疑をかけら

れ、妻と娘を残して失踪した元銀行員が生き延びるためのニッチはどこにある? 
逆転の時は訪れるのか? 東京サバイバル・ストーリー。 

 
読売新聞 2017/07/16 

2016:1./ 430p 
978-4-10-118713-6 

本体 ¥670+税

*9784101187136*



 52  

 

ロマネスク～光と闇にひそむもの～ 
六田 知弘 著 
生活の友社 
六田知弘が訪ね歩いたフランス、イギリス、スペイン、イタリアの教会・修道院約

120 ヶ所を収録したロマネスク美術写真集の決定版！ 

 
読売新聞 2017/07/16 

2017:2./ 753p 
978-4-908429-06-4 

本体 ¥8,000+税

*9784908429064*

 

マンションは日本人を幸せにするか(集英社新書 0877) 
榊 淳司 著 
集英社 
供給過多の時代に突入し、日本のマンションは綻びを露呈し始めた。業界 30 年

の住宅ジャーナリストが、誰も気づかないその”不都合な真実”を論じ、住まう人た

ちを幸せに導くマンションのあり方を探る。 

 
読売新聞 2017/07/16 

2017:4./ 250p 
978-4-08-720877-1 

本体 ¥760+税

*9784087208771*

 

シモネッタのどこまでいっても男と女(講談社文庫 た 119-2) 
田丸 公美子 著 
講談社 
今まで極力秘してきた“博徒の夫”のこと、男と女の仁義なき戦い、波瀾万丈な父

母の人生、いまだ忘れえぬイタリア男たち…。イタリア語同時通訳の第一人者が

贈る、渾身の蔵出しエッセイ。 

 
読売新聞 2017/07/16 

2017:4./ 311p 
978-4-06-293647-7 

本体 ¥640+税

*9784062936477*

 

フォークロアの鍵 
川瀬 七緒 著 
講談社 
口頭伝承を研究する大学院生・千夏は、老人の“消えない記憶”に興味を持ち、

老人養護施設を訪れる。夕方になると脱走を図る老女が発する「おろんくち」とい

う言葉に引っ掛かりを覚えた千夏は…。『小説現代』連載を単行本化。 

 
読売新聞 2017/07/16 

2017:5./ 301p 
978-4-06-220577-1 

本体 ¥1,500+税

*9784062205771*

 

すごい進化～「一見すると不合理」の謎を解く～(中公新書 2433) 
鈴木 紀之 著 
中央公論新社 
スズメバチにうまく擬態しきれないアブ、他種のメスに求愛するテントウムシのオ

ス。一見不合理に見える生き物たちのふるまいは、進化の限界を意味しているの

か。それとも、意外な合理性が隠されているのか。進化の秘密に迫る。 

 
読売新聞 2017/07/16 

2017:5./ 5p,245p 
978-4-12-102433-6 

本体 ¥860+税

*9784121024336*

 

トレブリンカの地獄～ワシーリー・グロスマン前期作品集～ 
ワシーリー・グロスマン、赤尾 光春、中村 唯史 著 
みすず書房 
第 2 次世界大戦の終結前後までに執筆あるいは構想されたワシーリー・グロスマ

ンの作品から、ルポルタージュ 2 篇・短篇小説 7 篇・戯曲 1 篇を収載する。革命と

戦争、理想と独裁のあやなす時代を言語に表現した軌跡。 

 
読売新聞 2017/07/16 

2017:5./ 384p 
978-4-622-08585-0 

本体 ¥4,600+税

*9784622085850*
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カタストロフ・マニア 
島田 雅彦 著 
新潮社 
治験バイトのため入っていた病院で、長い眠りから覚めたミロクは誰もいないことに

驚愕する。都心に向かった彼が知ったのは、太陽のしゃっくりを引き金に人類が

滅亡へと突き進んでいることだった…。『新潮』連載を単行本化。 

 
読売新聞 2017/07/16 

2017:5./ 275p 
978-4-10-362209-3 

本体 ¥1,600+税

*9784103622093*

 

信長嫌い 
天野 純希 著 
新潮社 
天下をとれたはずの男・今川義元、三好家 後の当主・三好義継…。主役にはな

れなかった敗者たちのドラマは、熱く、激しいものだった-。歴史に埋もれた愛すべ

き負け犬たちの戦国列伝。『小説新潮』掲載を単行本化。 

 
読売新聞 2017/07/16 

2017:5./ 252p 
978-4-10-333662-4 

本体 ¥1,700+税

*9784103336624*

 

Jimmy(文春文庫 あ 75-1) 
文藝春秋 
幼い頃から失敗ばかりの大西秀明は、舞台進行見習いとして出入りする「なんば

花月」でもヘマばかり。だが天才芸人・明石家さんまと出会い導かれ、本当の自分

の道を見つけだす…。NETFLIX オリジナルドラマのノベライズ。 

 
読売新聞 2017/07/16 

2017:7./ 362p 
978-4-16-790878-2 

本体 ¥650+税

*9784167908782*

 

対話のために～「帝国の慰安婦」という問いをひらく～ 
浅野 豊美、小倉 紀蔵、西 成彦、東郷 和彦 著 
クレイン 
朴裕河著『帝国の慰安婦』が問いかけた課題を、各界の論者たちが自らの専門領

域に引き寄せて考察する。対立と論争に終止符を打つ。 

 
読売新聞 2017/07/16 

2017:5./ 332p 
978-4-906681-48-8 

本体 ¥1,900+税

*9784906681488*

 

Mr.トルネード～藤田哲也世界の空を救った男～ 
佐々木 健一 著 
文藝春秋 
日本、アメリカ、戦争、原爆、死、そして謎の墜落事故-。「ダウンバースト」を発見

し、航空事故を激減させた天才気象学者・藤田哲也の実像を明らかにする。NHK
番組「ブレイブ 勇敢なる者」の取材内容をもとに書籍化。 

 
読売新聞 2017/07/16 

2017:6./ 288p 
978-4-16-390673-7 

本体 ¥1,800+税

*9784163906737*

 

語る藤田省三～現代の古典をよむということ～(岩波現代文庫 G(学術) 363) 
竹内 光浩、本堂 明、武藤 武美 編 
藤田 省三 著 
岩波書店 
ラディカルな批判精神をもって時代に対峙し続けた藤田省三。彼が読書会や講

義・講演の場で展開した、自由な飛躍と挑発的ニュアンス、独特のリズムで切り口

鮮やかに問題の本質を抉り出す「語り」の魅力を生き生きと再現する。 

 
読売新聞 2017/07/16 

2017:6./ 11p,308p,6p 
978-4-00-600363-0 

本体 ¥1,400+税

*9784006003630*
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感触的昭和文壇史(講談社文芸文庫 の C5) 
野口 冨士男 著 
講談社 
激動の昭和時代、文壇にうごめく作家たちの姿を肌で知る著者が文字通り身を削

って描ききった、切れば血の出るような生々しい文学史。 

 
読売新聞 2017/07/16 

2017:7./ 522p 
978-4-06-290354-7 

本体 ¥2,200+税

*9784062903547*

 

メコンを下る 
北村 昌之 著 
めこん 
中国青海省、チベット自治区、雲南省、ラオス、カンボジア、ベトナム。11 年かけ

てメコン全流 4909 キロを下った若者の記録。 

 
読売新聞 2017/07/16 

2017:5./ 675p 
978-4-8396-0235-2 

本体 ¥5,500+税

*9784839602352*

 

わたしたちは銀のフォークと薬を手にして 
島本 理生 著 
幻冬舎 
限られた時間。たった一度の出会い。特別じゃないわたしたちの、特別な日常-。
いくつもの食や旅を通して、他者や自分自身を発見していく過程を描く。

『Papyrus』『小説幻冬』ほか掲載を単行本化。 

 
読売新聞 2017/07/16 

2017:6./ 237p 
978-4-344-03123-4 

本体 ¥1,500+税

*9784344031234*

 

変貌するミュージアムコミュニケーション～来館者と展示空間をめぐるメディア論

的想像力～ 
光岡 寿郎 著 
せりか書房 
ミュージアムの来館者とは。学習者が集う社会教育施設として理解されてきたミュ

ージアムを、メディア・テクノロジーによって構造化され、多様なコミュニケーション

を媒介する空間<メディアコンプレックス>として描き直す。 

 
読売新聞 2017/07/16 

2017:6./ 357p 
978-4-7967-0365-9 

本体 ¥4,000+税

*9784796703659*

 

私の相棒(ハルキ文庫 に 10-2) 
日本推理作家協会 編 
今野 敏、西村 健、柴田 よしき、池田 久輝、押井 守、柴田 哲孝、逢坂 剛 
著 
角川春樹事務所 
荒川署のミステリーヲタク・居月と、食い道楽・尾角のまったく?み合わない異色コン

ビの行方は-。西村健、押井守、逢坂剛ら豪華執筆陣が、互いに支え合う相棒同

士の絆を描く警察小説全 7 編を収録。 

 
読売新聞 2017/07/16 

2017:6./ 316p 
978-4-7584-4100-1 

本体 ¥680+税

*9784758441001*
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現代危機管理論～現代の危機の諸相と対策～ 
前田 雅英、公共政策調査会 編 
前田 雅英 著 
立花書房 
各分野の危機管理に携わる第一線級の実務家・専門家による論文集。現代社会

に潜む危機・脆弱性を問い、様々な危機・リスクへの対処方法や起こりうる事態へ

の準備について、過去の実例から学び、課題を提議する。 

 
読売新聞 2017/07/16、産経新聞 2017/07/23、日本経済新聞 2017/07/29 

2017:6./ 10p,464p 
978-4-8037-6503-8 

本体 ¥2,500+税

*9784803765038*

 

THE BEATLES LYRICS 名作誕生～ THE UNSEEN STORY BEHIND 
THEIR MUSIC～ 
ハンター・デイヴィス、奥田 祐士 著 
ＴＡＣ出版 
全盛期のビートルズを取材し、 初にして 後の公式な評伝を執筆した著者が、

100 曲を超える歌詞の原稿を探し出し、オールカラーで掲載。「名作誕生」のプロ

セスを解き明かした、ソングライティング・ドキュメンタリー。 

 
読売新聞 2017/07/16、朝日新聞 2017/07/30 

2017:7./ 479p 
978-4-8132-7146-8 

本体 ¥6,000+税

*9784813271468*

 

文芸時評(講談社文芸文庫) 
川端 康成 著 
講談社 
読売新聞 2017/07/23 

2003:9./ 439p 
978-4-06-198346-5 

本体 ¥1,600+税

*9784061983465*

 

地中海<5> 出来事、政治、人間(2) 
フェルナン・ブローデル 著 
藤原書店 
読売新聞 2017/07/23 

2004:5./ 481p 
978-4-89434-392-4 

本体 ¥3,800+税

*9784894343924*

 

日本国語大辞典<1> 精選版 あ～こ 
小学館 著 
小学館 
日本 大の国語辞典「日本国語大辞典第二版」全 13 巻+別巻を 3 巻に凝縮。項

目 30 万、用例 30 万余を厳選収録し、現代語・新語や平成大合併に対応した地

名も新たに掲載。公募用例も追加した、日本初の読者参加型国語辞典。 

 
読売新聞 2017/07/23 

2005:12./ 2,192p 
978-4-09-521021-6 

本体 ¥15,000+税

*9784095210216*

 

日本国語大辞典<2> 精選版 さ～の 
小学館国語辞典編集部 著 
小学館 
日本 大の国語辞典「日本国語大辞典第二版」全 13 巻+別巻を 3 巻に凝縮。項

目 30 万、用例 30 万余を厳選収録し、現代語・新語や平成大合併に対応した地

名も新たに掲載。公募用例も追加した、日本初の読者参加型国語辞典。 

 
読売新聞 2017/07/23 

2006:1./ 2,158p 
978-4-09-521022-3 

本体 ¥15,000+税

*9784095210223*
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日本国語大辞典<3> 精選版 は～ん・漢字索引 
小学館国語辞典編集部 著 
小学館 
日本 大の国語辞典「日本国語大辞典第二版」全 13 巻+別巻を 3 巻に凝縮。項

目 30 万、用例 30 万余を厳選収録し、現代語・新語や平成大合併に対応した地

名も新たに掲載。公募用例も追加した、日本初の読者参加型国語辞典。 

 
読売新聞 2017/07/23 

2006:2./ 1,416p 
978-4-09-521023-0 

本体 ¥15,000+税

*9784095210230*

 

菊とポケモン～グローバル化する日本の文化力～ 
アン・アリスン 著 
新潮社 
戦後から 2005 年にいたる日本の玩具・アニメ・マンガ・ゲーム文化をめぐる日米

関係を考察。ゴジラからポケモンまで、クール・ジャパンのさきがけとなった作品の

航跡をたどり、米国における日本化現象を論じる。 

 
読売新聞 2017/07/23 

2010:8./ 403p,9p 
978-4-10-506221-7 

本体 ¥2,300+税

*9784105062217*

 

親の依存症によって傷ついている子どもたち～物語を通して学ぶ家族への援助

～ 
ジェリー・モー、水澤 都加佐、水澤 寧子 著 
星和書店 
これまで援助の手がさしのべられてこなかった“親の依存症によって傷ついた子ど

もたち”。この問題の第一人者が具体的方法をわかりやすく紹介する。 

 
読売新聞 2017/07/23 

2017:3./ 20p,313p 
978-4-7911-0950-0 

本体 ¥2,200+税

*9784791109500*

 

歴史ができるまで～トランスナショナル・ヒストリーの方法～(岩波現代全書 102) 
J.H.エリオット、立石 博高、竹下 和亮 著 
岩波書店 
スペインを中心とする西洋近世史研究を半世紀以上にわたって牽引してきた英国

の代表的歴史家が、戦後の研究史を概観しつつ、自らの研究の制作過程を方法

論的に振り返る。 

 
読売新聞 2017/07/23 

2017:5./ 12p,256p 
978-4-00-029202-3 

本体 ¥2,500+税

*9784000292023*

 

春や春(光文社文庫 も 23-1) 
森谷 明子 著 
光文社 
須崎茜は俳句好きの女子高生。俳句の趣味を理解してくれる初めての友人がで

きたことをきっかけに、「俳句甲子園」を目指すことに…。少女たちのひたむきな情

熱と、俳句の魅力に満ちた青春エンタテインメント。 

 
読売新聞 2017/07/23 

2017:5./ 431p 
978-4-334-77468-4 

本体 ¥740+税

*9784334774684*

 

絶望している暇はない～「左手のピアニスト」の超前向き思考～ 
舘野 泉 著 
小学館 
右手を奪われたんじゃない。左手の音楽を与えられたのです-。半身不随から復

帰を遂げた奇跡のピアニスト舘野泉による、35 の言葉と付随するエピソードを紹

介する。あるがままを受け入れ、人生を前向きに生きるヒントが満載。 

 
読売新聞 2017/07/23 

2017:6./ 157p 
978-4-09-388557-7 

本体 ¥1,000+税

*9784093885577*
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ピアニストだって冒険する 
中村 紘子 著 
新潮社 
何も知らず母に連れられて行った幼い日のレッスン、自身の半生、国際コンクー

ルの舞台裏、かけがえのない友人や恩師、そして音楽への想いを卓越したユー

モアを交えて綴る。『新潮 45』『音楽の友』掲載をまとめて単行本化。 

 
読売新聞 2017/07/23 

2017:6./ 300p 
978-4-10-351051-2 

本体 ¥1,800+税

*9784103510512*

 

カラー図解 古生物たちのふしぎな世界～繁栄と絶滅の古生代 3 億年史～(ブル

ーバックス B-2018) 
土屋 健 著 
講談社 
恐竜時代より遙か昔、地球上には想像を超える別世界が広がっていた! 5 億 4100
万年前から始まる古生代。約 3 億年にわたり繰りかえされた古生物たちの生存競

争の物語を、カラーイラスト&化石写真で解説する。 

 
読売新聞 2017/07/23 

2017:6./ 253p 
978-4-06-502018-0 

本体 ¥1,200+税

*9784065020180*

 

おしゃべりな銀座 
銀座百点 編 
扶桑社 
きらきらと輝くショーウインドウ、資生堂パーラー、銀座の街のぬくもり…。作家・女

優・画家・映画監督らが綴る、とっておきの銀座のはなし 50 篇。日本初のタウン誌

『銀座百点』から生まれたエッセイ集。 

 
読売新聞 2017/07/23 

2017:6./ 267p 
978-4-594-07716-7 

本体 ¥1,600+税

*9784594077167*

 

宿題の絵日記帳 
今井 信吾 著 
リトル・モア 
生まれつき耳が不自由な娘が通う聾話学校の授業で、子どもと先生が会話の練

習をする補助として、絵日記を描くことが宿題に出された-。画家の父がみずみず

しく描いた、にぎやかな家族の日々の記録。 

 
読売新聞 2017/07/23 

2017:6./ 1 冊(ページ付

なし) 
978-4-89815-460-1 

本体 ¥1,600+税

*9784898154601*

 

二大政党制の崩壊と政権担当能力評価(<シリーズ>政権交代期における政治意

識の全国的時系列的調査研究) 
山田 真裕 著 
木鐸社 
なぜ日本において二大政党制は定着できないのか。2009 年から 2016 年までの

国政選挙を、JES 調査によるデータを中心的に用いて分析。そこで得られた知見

をまとめ、日本政治の行く末について展望する。 

 
読売新聞 2017/07/23 

2017:5./ 182p 
978-4-8332-2503-8 

本体 ¥3,500+税

*9784833225038*
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さらに悩ましい国語辞典～辞書編集者を惑わす日本語の不思議!～ 
神永 曉 著 
時事通信出版局 
「忖度」に「配慮する」の意味はない! 長年辞書の編集に携わってきた著者が言葉

の変化の過程をスリリングに書いた辞典形式の日本語エッセイ。『ジャパンナレッ

ジ』連載中のコラム「日本語、どうでしょう?」に加筆し書籍化。 

 
読売新聞 2017/07/23 

2017:7./ 325p,4p 
978-4-7887-1529-5 

本体 ¥1,600+税

*9784788715295*

 

曲がり角に立つ中国～トランプ政権と日中関係のゆくえ～ 
豊田 正和、小原 凡司 著 
ＮＴＴ出版 
曲がり角にある中国に対して日本は、米国のトランプ新政権下において、どう付き

合ったらよいのか。中国経済、エネルギー・環境、安全保障を軸にして解説する。

中国との賢い付き合い方研究会における議論をもとに単行本化。 

 
読売新聞 2017/07/23、日本経済新聞 2017/07/29 

2017:7./ 13p,286p 
978-4-7571-4348-7 

本体 ¥2,500+税

*9784757143487*

 

歌舞伎とはいかなる演劇か～かぶき者・当代性・断片性・好色性・饗宴性・女方・

見立て 七つの視点から迫る歌舞伎の本質～ 
武井 協三 著 
八木書店 
50 年近くに及ぶ著者の歌舞伎研究の学問的成果を、平易な語り口で解き明かし

た書。110 余点の絵画資料から、初期歌舞伎の演技・演出の実態に肉薄する。資

料「役者絵づくし」の解説・翻刻・影印も収録。 

 
読売新聞 2017/07/23、毎日新聞 2017/07/30 

2017:6./ 307p,22p 
978-4-8406-9762-0 

本体 ¥8,800+税

*9784840697620*

 

象の消滅～短篇選集 1980-1991～ 
村上 春樹 著 
新潮社 
ニューヨークで出版された、村上春樹の初期短篇 17 篇収録の「The elephant van-
ishes」を、英語版と同じ作品構成で刊行。アメリカデビュー当時を語る書下ろしエ

ッセイも収める。 

 
読売新聞 2017/07/30 

2005:3./ 426p 
978-4-10-353416-7 

本体 ¥1,300+税

*9784103534167*

 

悲しき熱帯<下> 
クロード・レヴィ=ストロース 著 
中央公論新社 
読売新聞 2017/07/30 

1977:1./ 367p 図 版

389p,1 枚(折込) 
978-4-12-000754-5 

本体 ¥2,400+税

*9784120007545*

 

監獄の誕生～監視と処罰～ 
ミシェル・フーコー 著 
新潮社 
肉体をいじめる刑から魂を罰する刑へ、今日の監獄は、いかなる歴史的・社会的

背景のなかに生まれ、変遷をとげてきたか。国家権力の集中機構としての監獄

を、独得の考古学的手法により、その本質と特徴を摘出する。 

 
読売新聞 2017/07/30 

1977:9. 
978-4-10-506703-8 

本体 ¥5,300+税

*9784105067038*
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悲しき熱帯<上> 
レヴィ=ストロース 著 
中央公論新社 
読売新聞 2017/07/30 

2000:5./ 37p,310p 図

版 6 枚 
978-4-12-000746-0 

本体 ¥2,200+税

*9784120007460*

 

風の歌を聴け(講談社文庫) 
村上 春樹 著 
講談社 
読売新聞 2017/07/30 

1982:7./ 155p 
978-4-06-131777-2 

本体 ¥352+税

*9784061317772*

 

1973 年のピンボール～Pinball 1973～(講談社英語文庫) 
村上春樹 著 
講談社インターナショナル 
復刊!講談社英語文庫 村上春樹作品 

 
読売新聞 2017/07/30 

2009:12./ 215p 
978-4-7700-2208-0 

本体 ¥780+税

*9784770022080*

 

1Q84～a novel～<BOOK1 前編> 4 月-6 月(新潮文庫 む 5-27) 
村上 春樹 著 
新潮社 
好もうが好むまいが、私は今この「1Q84 年」に身を置いている。私の知っていた

1984 年はもうどこにも存在しない…。ヤナーチェックの「シンフォニエッタ」に導か

れ、青豆と天吾の不思議な物語がはじまる。 

 
読売新聞 2017/07/30 

2012:4./ 357p 
978-4-10-100159-3 

本体 ¥590+税

*9784101001593*

 

1Q84～a novel～<BOOK1 後編> 4 月-6 月(新潮文庫 む 5-28) 
村上 春樹 著 
新潮社 
ふかえりを、ほかの少女たちと比べることなんてできない。彼女はおれにとって何

らかの意味を持っている。なのにそのメッセージを読み解くことができない…。謎

に満ちた「1Q84 年の世界」を生きる天吾と青豆の運命は? 

 
読売新聞 2017/07/30 

2012:4./ 362p 
978-4-10-100160-9 

本体 ¥590+税

*9784101001609*

 

1Q84～a novel～<BOOK2 前編> 7 月-9 月(新潮文庫 む 5-29) 
村上 春樹 著 
新潮社 
心から一歩も外に出ないものごとなんて、この世界には存在しない…。雷鳴とどろ

く夜、青豆はさきがけのリーダーから「秘密」を明かされる。天吾と父親の宿命的な

再会、そして猫の町。2 人が迷いこんだ世界の謎はまだ消えない。 

 
読売新聞 2017/07/30 

2012:5./ 345p 
978-4-10-100161-6 

本体 ¥590+税

*9784101001616*
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1Q84～a novel～<BOOK2 後編> 7 月-9 月(新潮文庫 む 5-30) 
村上 春樹 著 
新潮社 
青豆、と天吾は言った。僕はかならず君をみつける…。天吾と青豆、空に 2 つの

月が浮かぶ 1Q84 年の世界で、2 人はもう一度めぐり逢えるのか。深い森の中へ

分け入るように、物語は続いていく。 

 
読売新聞 2017/07/30 

2012:5./ 308p 
978-4-10-100162-3 

本体 ¥550+税

*9784101001623*

 

1Q84～a novel～<BOOK3 前編> 10 月-12 月(新潮文庫 む-5-31) 
村上 春樹 著 
新潮社 
「さきがけ」のリーダーは「何か」を知っていた。とても大事なことを。暗闇の中でうご

めく追跡者牛河、天吾が迷いこんだ海辺の「猫の町」、青豆が宿した小さき生命

…。1Q84 年、混沌の世界を貫く謎は、解かれるのか? 

 
読売新聞 2017/07/30 

2012:6./ 391p 
978-4-10-100163-0 

本体 ¥630+税

*9784101001630*

 

1Q84～a novel～<BOOK3 後編> 10 月-12 月(新潮文庫 む-5-32) 
村上 春樹 著 
新潮社 
長く滑らかな指、そして強い芯を持っている。青豆、と天吾は思った。青豆と天吾、

二人は「物語」の深い森を抜けてめぐり逢い、その手を結び合わせることができる

のか。ひとつきりの月が浮かぶ夜空に向かって…。 

 
読売新聞 2017/07/30 

2012:6./ 394p 
978-4-10-100164-7 

本体 ¥630+税

*9784101001647*

 

天、共に在り～アフガニスタン三十年の闘い～ 
中村 哲 著 
ＮＨＫ出版 
1984 年よりパキスタン、アフガニスタンで支援活動を続ける医師・中村哲。彼はな

ぜ 1600 本もの井戸を掘り、25.5 キロにもおよぶ用水路を拓くに至ったのか。「天」

と「縁」をキーワードに、その数奇な半生をつづる。 

 
読売新聞 2017/07/30 

2013:10./ 252p 
978-4-14-081615-8 

本体 ¥1,600+税

*9784140816158*

 

ニコニコ時給 800 円(集英社文庫 う 21-1) 
海猫沢 めろん 著 
集英社 
仕事を失い、酒に酔った夜。20 歳のリンコは河原で野宿する謎の美青年リュウセ

イから、奇妙な仕事を紹介され…。漫画喫茶、アパレルショップ、IT 業界など、時

給 800 円で頑張る人々を描く連作短編集。 

 
読売新聞 2017/07/30 

2014:7./ 292p 
978-4-08-745214-3 

本体 ¥520+税

*9784087452143*

 

オペラの学校 
ミヒャエル・ハンペ、井形 ちづる 著 
水曜社 
すべてのオペラ愛好家、オペラの作り手、そして、オペラ嫌いのために。オペラ演

出家が、オペラの演出のみならず、興行から舞台のこと、声楽家にもとめられるこ

となど、オペラ全般にわたって綴る。 

 
読売新聞 2017/07/30 

2015:6./ 184p 
978-4-88065-363-1 

本体 ¥2,200+税

*9784880653631*
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夢十夜(海王社文庫) 
夏目 漱石、宮野 真守 著 
海王社 
百年、私の墓の傍に坐って待っていて下さい。きっと逢いに来ますから…。十篇

の幻想的な夢の情景を写し出す「夢十夜」のほか、名作「文鳥」「永日小品」を収

録した短篇集。声優・宮野真守が紡ぐ名場面抜粋の朗読 CD 付き。 

 
読売新聞 2017/07/30 

2015:7./ 188p 
978-4-7964-0743-4 

本体 ¥972+税

*9784796407434*

 

色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年(文春文庫 む 5-13) 
村上 春樹 著 
文藝春秋 
全米第一位にも輝いたベストセラー、待望の文庫化 多崎つくるは親友四人から

理由も告げられず、突然絶縁された過去をもつ。恋人に促され、真相を探るべく

一歩を踏み出すが――。 

 
読売新聞 2017/07/30 

2015:12./ 421p 
978-4-16-790503-3 

本体 ¥730+税

*9784167905033*

 

女のいない男たち(文春文庫 む 5-14) 
村上 春樹 著 
文藝春秋 
「ドライブ・マイ・カー」「イエスタデイ」「独立器官」「シェエラザード」「木野」他全 6
篇。 高度に結晶化しためくるめく短篇集。 

 
読売新聞 2017/07/30 

2016:10./ 300p 
978-4-16-790708-2 

本体 ¥650+税

*9784167907082*

 

レヴィ=ストロース論集成 
川田 順造 著 
青土社 
世界は人間なしに始まったし、人間なしに終わるだろう-。「野生の思考」「悲しき熱

帯」等を著した、20 世紀思想の巨星・文化人類学者レヴィ=ストロース。親交半世

紀に及ぶ人類学第一人者の著者が、その思想の核心に迫る。 

 
読売新聞 2017/07/30 

2017:4./ 287p 
978-4-7917-6979-7 

本体 ¥2,600+税

*9784791769797*

 

駅弁掛紙の旅～掛紙から読む明治?昭和の駅と町～(交通新聞社新書 109) 
泉 和夫 著 
交通新聞社 
通信や情報網が発達していなかった時代の駅弁の掛紙を紐解き、当時の鉄道事

情や世相、観光地や町の様子などを紹介する。『交通新聞』連載「掛紙停車」に加

筆修正を加え、カラーで新書化。列車が描かれた掛紙集も掲載。 

 
読売新聞 2017/07/30 

2017:4./ 231p 
978-4-330-77317-9 

本体 ¥900+税

*9784330773179*

 

ペルーの鳥～死出の旅へ～ 
ロマン・ギャリ、須藤 哲生 著 
水声社 
一面に広がる鳥の屍体を踏み分けて入水する美女、人間をセメント詰めにする男

…。奇々怪々な登場人物たちが織りなす白昼夢の世界を、<人間>への絶望と愛

によって、皮肉とユーモアをこめて描いた、謎多き作家の 16 篇の物語。 

 
読売新聞 2017/07/30 

2017:3./ 263p 
978-4-8010-0179-4 

本体 ¥2,800+税

*9784801001794*
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開化鐵道探偵(ミステリ・フロンティア 91) 
山本 巧次 著 
東京創元社 
明治 12 年。逢坂山トンネルの鉄道工事現場で不審な事件が続発。鉄道局長の

命を受け、技手見習・小野寺乙松と元八丁堀同心・草壁賢吾のコンビが調査を開

始。だが、現場に到着早々、乗客が転落死を遂げたと報告を受け…。 

 
読売新聞 2017/07/30 

2017:5./ 281p 
978-4-488-01794-1 

本体 ¥1,600+税

*9784488017941*

 

死刑<1>(ジャック・デリダ講義録) 
ジャック・デリダ、高桑 和巳 著 
白水社 
極刑のはらむ概念を、憲法や条約、文学作品とともに明解に問い直す哲学のディ

スクール。死刑存廃論の全体を脱構築してゆく政治神学-死刑論。パリの社会科

学高等研究院で開かれた 1999?2000 年度のセミネールを収録。 

 
読売新聞 2017/07/30 

2017:6./ 368p,53p 
978-4-560-09803-5 

本体 ¥7,500+税

*9784560098035*

 

クルド人 国なき民族の年代記～老作家と息子が生きた時代～ 
福島 利之 著 
岩波書店 
イラク・トルコ・シリア・イラン各国で苛烈な弾圧を受けてきた「国家を持たない 大

の民族」クルド人。自由と独立を求め続けるクルド人の歴史を、国民的作家フセイ

ン・アーリフと、その息子の語りを通して生き生きと伝える。 

 
読売新聞 2017/07/30 

2017:6./ 12p,218p 
978-4-00-022641-7 

本体 ¥2,200+税

*9784000226417*

 

まるまるの毬(講談社文庫 さ 110-2) 
西條 奈加 著 
講談社 
親子三代で営む菓子舗「南星屋」。繁盛の理由は、ここでしか買えない日本全

国、銘菓の数々。でもこの一家、実はある秘密を抱えていて…。思わず?がおち

る、読み味絶品の時代小説。 

 
読売新聞 2017/07/30 

2017:6./ 378p 
978-4-06-293687-3 

本体 ¥720+税

*9784062936873*

 

夢の日本史 
酒井 紀美 著 
勉誠出版 
夢は神や仏からのメッセージか、はたまた、自己の欲望の現われか。日本人と夢と

の関わり、夢を語り合う社会のあり方を、さまざまな文書や記録、物語や絵画など

の記事に探り、もう一つの日本史を描き出す。 

 
読売新聞 2017/07/30 

2017:5./ 22p,241p,7p 
978-4-585-22177-7 

本体 ¥2,800+税

*9784585221777*

 

ミシェル・フーコー講義集成<3> 処罰社会 
ミシェル・フーコー 著 
筑摩書房 
刑務所が悔悛の装置として誕生する経緯を辿り、後の『監獄の誕生』では十分に

展開されることのなかった「道徳」の観点から、現代の規律権力の起源を問う講義

録。 

 
読売新聞 2017/07/30 

2017:6./ 9p,415p,5p 
978-4-480-79043-9 

本体 ¥6,000+税

*9784480790439*
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食品サンプルの誕生(ちくま文庫 の 14-1) 
野瀬 泰申 著 
筑摩書房 
世界に類を見ない日本独自の文化・食品サンプルはいつどのようにして生まれな

ぜここまで広がったのか。その歴史をひもとく唯一の本を増補し文庫化。 

 
読売新聞 2017/07/30 

2017:7./ 236p 図 版
16p 
978-4-480-43456-2 

本体 ¥800+税

*9784480434562*

 

キッズファイヤー・ドットコム 
海猫沢 めろん 著 
講談社 
ホストクラブの店長・白鳥神威を待ち受けていたのは、見知らぬ赤ちゃんだった! 
育てることを決意した彼は、IT 社長・三國孔明と一緒に、クラウドファンディングで

子育てすることを思いつき…。『群像』掲載を単行本化。 

 
読売新聞 2017/07/30 

2017:7./ 216p 
978-4-06-220674-7 

本体 ¥1,300+税

*9784062206747*

 

町を歩いて本のなかへ 
南陀楼綾繁 著 
原書房 
本にみちびかれ、ときには本に埋もれそうになりながら、東へ西へ、今日から明日

へ。ブックイベントの現場から見えてくること、多様化する本の場所、本が取り持つ

縁など、ルポ、書評、エッセイを集大成したヴァラエティな一冊。 

 
読売新聞 2017/07/30 

2017:6./ 408p 
978-4-562-05416-9 

本体 ¥2,400+税

*9784562054169*

 

マウンドの神様(実業之日本社文庫 ん 6-1) 
あさの あつこ、朝倉 宏景、荻原 浩、早見 和真、東川 篤哉、宮下 奈都、額

賀 澪、須賀 しのぶ 著 
実業之日本社 
聖地・甲子園をめざし切磋琢磨する球児たちの汗、涙、そして笑顔…。野球を愛

する人気作家が個性あふれる筆致で紡ぎだす、高校野球をめぐる小説 6 編、エッ

セイ 2 編を収録。『月刊ジェイ・ノベル』掲載を書籍化。 

 
読売新聞 2017/07/30 

2017:6./ 269p 
978-4-408-55368-9 

本体 ¥593+税

*9784408553689*

 

ある奴隷少女に起こった出来事(新潮文庫 シ-43-1) 
ハリエット・アン・ジェイコブズ 著 
新潮社 
1820 年代のアメリカ、ノースカロライナ州。自分が奴隷とは知らず育ったハリエット

は、女主人の死去により、ある医師の奴隷となる。医師に性的興味を抱かれ苦悩

した彼女は…。著者の半生を描いたノンフィクション。 

 
読売新聞 2017/07/30 

2017:7./ 343p 
978-4-10-220111-4 

本体 ¥630+税

*9784102201114*

 

オペラの未来 
ミヒャエル・ハンペ、井形 ちづる 著 
水曜社 
舞台芸術のなかでも も費用のかかる芸術、オペラ。そのため興行の困難さが世

界共通の問題となっている。オペラに関わり携わる全ての人たち、組織、運営、社

会、歴史にまで視野を広げた総合的な論考。 

 
読売新聞 2017/07/30 

2017:7./ 254p 
978-4-88065-414-0 

本体 ¥2,700+税

*9784880654140*
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働きたくないイタチと言葉がわかるロボット～人工知能から考える「人と言葉」～ 
川添 愛、花松 あゆみ 著 
朝日出版社 
なんでも言うことを聞くロボットを作ることにした怠け者のイタチたち。ところが、ロボ

ットは「言葉の意味」を理解していないようで…。「言葉が分かる」という言葉の意味

を考えるストーリーで、機械のこと、人間のことを探る。 

 
読売新聞 2017/07/30 

2017:6./ 269p 
978-4-255-01003-8 

本体 ¥1,700+税

*9784255010038*

 

澁澤龍彦玉手匣(エクラン) 
澁澤 龍彦、東 雅夫 編 
澁澤 龍彦 著 
河出書房新社 
自らを「アフォリズム型」と称する澁澤龍彦の神髄を、パラグラフで読む。アンソロジ

スト・東雅夫が編む、濃密な「澁澤体験」の一冊。 

 
読売新聞 2017/07/30 

2017:7./ 207p 
978-4-309-02596-4 

本体 ¥1,600+税

*9784309025964*

 

アフガン・緑の大地計画～伝統に学ぶ灌漑工法と甦る農業～ 
中村 哲 著 
石風社 
戦乱の続くなか、旱魃と洪水で荒廃に瀕したアフガニスタン東部地域。過酷な自

然に、日本の伝統的な工法で挑んだ 15 年間の灌漑事業における技術と魂の記

録。カラー写真も多数収録。 

 
読売新聞 2017/07/30 

2017:6./ 212p 図 版
16p 
978-4-88344-271-3 

本体 ¥2,300+税

*9784883442713*

 

「いる」じゃん(MONKEY LABEL) 
くどう なおこ、松本 大洋 著 
スイッチ・パブリッシング 
だれかいるかー 地球が ひとりだったころ さびしくて なかまが ほしかった-。くど

うなおこと松本大洋の、母と子による合作絵本。『MONKEY』掲載に、詩と絵ともに

大幅な書き下ろしを加える。 

 
読売新聞 2017/07/30 

2017:7./ 1 冊(ページ付

なし) 
978-4-88418-455-1 

本体 ¥1,600+税

*9784884184551*

 

剣客商売一 剣客商売(新潮文庫 い-17-1) 
池波 正太郎 著 
新潮社 
日本経済新聞 2017/07/01 

2002:9./ 365p 
978-4-10-115731-3 

本体 ¥590+税

*9784101157313*

 

あかね空(文春文庫) 
山本 一力 著 
文芸春秋 
日本経済新聞 2017/07/01 

2004:9./ 411p 
978-4-16-767002-3 

本体 ¥690+税

*9784167670023*
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日本沈没<上>(小学館文庫) 
小松 左京 著 
小学館 
伊豆諸島・鳥島の東北東で一夜にして小島が海中に没した。現場調査に急行し

た深海潜水艇の操艇者・小野寺俊夫は、地球物理学の権威・田所博士とともに日

本海溝の底で起きている深刻な異変に気づく。 

 
日本経済新聞 2017/07/01 

2005:12./ 417p 
978-4-09-408065-0 

本体 ¥571+税

*9784094080650*

 

日本沈没<下>(小学館文庫) 
小松 左京 著 
小学館 
伊豆諸島・鳥島の東北東で一夜にして小島が海中に没した。現場調査に急行し

た深海潜水艇の操艇者・小野寺俊夫は、地球物理学の権威・田所博士とともに日

本海溝の底で起きている深刻な異変に気づく。 

 
日本経済新聞 2017/07/01 

2005:12./ 397p 
978-4-09-408066-7 

本体 ¥571+税

*9784094080667*

 

渋滞学(新潮選書) 
西成 活裕 著 
新潮社 
事故もないのに自然渋滞ってなぜ起きるんだろう?人混み、車、アリ、インターネッ

トなど渋滞だらけの世の中。生まれたばかりの研究「渋滞学」による分野横断的な

発想から、その原因と問題解決の糸口をさぐる。 

 
日本経済新聞 2017/07/01 

2006:9./ 251p 
978-4-10-603570-8 

本体 ¥1,300+税

*9784106035708*

 

徳川家康<1> 新装版(講談社漫画文庫) 
横山 光輝、山岡 荘八 著 
講談社 
忍従と権謀術数に生き抜いた家康、開巻!今川・織田、二つの強国に挟まれた松

平・水野両家の命運は?水野家から 14 歳の於大が松平広忠に嫁ぐという政略、

又、離別も政略。ただ竹千代の成長のみが…… 

 
日本経済新聞 2017/07/01 

2010:1./ 622p 
978-4-06-370718-2 

本体 ¥1,000+税

*9784063707182*

 

花神<上巻> 改版(新潮文庫) 
司馬 遼太郎 著 
新潮社 
日本経済新聞 2017/07/01 

2002:6./ 472p 
978-4-10-115217-2 

本体 ¥710+税

*9784101152172*

 

花神<中> 改版(新潮文庫) 
司馬 遼太郎 著 
新潮社 
日本経済新聞 2017/07/01 

2002:5./ 511p 
978-4-10-115218-9 

本体 ¥750+税

*9784101152189*
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花神<下巻> 改版(新潮文庫) 
司馬 遼太郎 著 
新潮社 
日本経済新聞 2017/07/01 

2002:3./ 553p 
978-4-10-115219-6 

本体 ¥790+税

*9784101152196*

 

宮本武蔵<2>(吉川英治歴史時代文庫) 
吉川 英治 著 
講談社 
日本経済新聞 2017/07/01 

1989:11./ 409p 
978-4-06-196515-7 

本体 ¥699+税

*9784061965157*

 

雲霧仁左衛門 
池波正太郎 著 
新潮社 
日本経済新聞 2017/07/01 

1993:6./ 631p 
978-4-10-301246-7 

本体 ¥2,913+税

*9784103012467*

 

銃・病原菌・鉄～一万三〇〇〇年にわたる人類史の謎～<上巻>(草思社文庫 

ダ 1-1） 
ジャレド・ダイアモンド 著 
草思社 
アメリカ大陸の先住民はなぜ、旧大陸の住民に征服されたのか。世界に広がる富

とパワーの「地域格差」を生み出したものとは。人類史に隠された壮大な謎を、広

範な知見を駆使して解き明かす。 

 
日本経済新聞 2017/07/01 

2012:2./ 395p,17p 
978-4-7942-1878-0 

本体 ¥900+税

*9784794218780*

 

銃・病原菌・鉄～一万三〇〇〇年にわたる人類史の謎～<下巻>(草思社文庫 

ダ 1-2) 
ジャレド・ダイアモンド 著 
草思社 
世界史の勢力地図は侵略と淘汰が繰り返される中で幾度となく塗り替えられてき

た。勝者と敗者を分けた要因とは、地域による差を生み出した真の要因とはなに

か。人類史に隠された壮大な謎を、広範な知見を駆使して解き明かす。 

 
日本経済新聞 2017/07/01 

2012:2./ 412p,18p 
978-4-7942-1879-7 

本体 ¥900+税

*9784794218797*

 

ジョン・F・ケネディ ホワイトハウスの決断～ケネディ・テープ 50 年後明かされた

真実～ 
テッド・ウィドマー 編 
世界文化社 
ジョン・F・ケネディは大統領執務室と閣僚会議室に隠しマイクを取りつけた。その

結果、きわめて貴重な歴史的記録が残された。重要な部分を抜粋・編集して、ケ

ネディ大統領時代のさまざまなドラマを伝える。肉声 CD 付き。 

 
日本経済新聞 2017/07/01 

2013:10./ 413p 
978-4-418-13232-4 

本体 ¥2,400+税

*9784418132324*
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新・平家物語<1>(新潮文庫 よ-3-20) 
吉川 英治 著 
新潮社 
時は平安時代末、己の利益のみを考え、民衆の心を省みない公卿政治の退廃

は、新しい勢力である武士の台頭を招いた。優れた武者であり、政治家でもある

平清盛は大志を胸に秘め、武門の頂点へと登りつめていく…。 

 
日本経済新聞 2017/07/01 

2014:2./ 632p 
978-4-10-115470-1 

本体 ¥670+税

*9784101154701*

 

こちらあみ子(ちくま文庫 い 83-1) 
今村 夏子 著 
筑摩書房 
純粋なあみ子の行動が、周囲の人々を否応なしに変えていく過程を少女の無垢

な視線で鮮やかに描き、独自の世界を示した表題作と、「ピクニック」、書き下ろし

短編「シズさん」を収録する。 

 
日本経済新聞 2017/07/01 

2014:6./ 237p 
978-4-480-43182-0 

本体 ¥640+税

*9784480431820*

 

スティグリッツ教授のこれから始まる「新しい世界経済」の教科書 
ジョセフ・E.スティグリッツ 著 
徳間書店 
いまなぜ資本主義の崩壊が起きているのか? これまでの経済学はどこで間違えた

のか?ノーベル賞経済学者スティグリッツが、ゆがめられた資本主義の真実を暴

き、新しい世界経済のあり方を問う。 

 
日本経済新聞 2017/07/01 

2016:2./ 251p 
978-4-19-864104-7 

本体 ¥1,600+税

*9784198641047*

 

あひる 
今村 夏子 著 
書肆侃侃房 
あひるを飼うことになった家族と学校帰りに集まってくる子供たち。幸せな日常の

危うさを描いた表題作と、揺れ動く子供たちの心の在りようを鋭く描く「おばあちゃ

んの家」「森の兄妹」の全 3 編を収録。 

 
日本経済新聞 2017/07/01 

2016:11./ 140p 
978-4-86385-241-9 

本体 ¥1,300+税

*9784863852419*

 

鬼平犯科帳<1> 決定版(文春文庫 い 4-101) 
池波 正太郎 著 
文藝春秋 
斬り捨て御免の権限を持つ幕府の火付盗賊改方の長官・長谷川平蔵。義理と人

情とユーモアを心得た江戸のヒーローの活躍を描く。1 は、「?の十蔵」「老盗の夢」

など全 8 編を収録。デザインの異なる 2 種類のジャケット付き。 

 
日本経済新聞 2017/07/01 

2016:12./ 372p 
978-4-16-790763-1 

本体 ¥660+税

*9784167907631*

 

躍動・陸の ASEAN、南部経済回廊の潜在力～メコン経済圏の新展開～ 
浦田 秀次郎、牛山 隆一 著 
文眞堂 
日本企業の進出先として、 も発展潜在力を秘めると言われる南部経済回廊を取

り上げた、メコン圏理解のための必読書。 

 
日本経済新聞 2017/07/01 

2017:2./ 10p,264p 
978-4-8309-4915-9 

本体 ¥3,500+税

*9784830949159*



 68  

 

不屈～盲目の人権活動家 陳光誠の闘い～ 
陳 光誠、河野 純治 著 
白水社 
中国当局による不当な投獄や自宅軟禁の末に決行した奇跡の脱出劇。「裸足の

弁護士」が米国に保護されるまでの一部始終を綴った回想録。 

 
日本経済新聞 2017/07/01 

2017:4./ 406p,6p 図版
16p 
978-4-560-09544-7 

本体 ¥2,400+税

*9784560095447*

 

花咲く機械状独身者たちの活造り 
関 悦史 著 
港の人 
生活圏の叙景中心の作品、東日本大震災後の時事的な作品、旅吟と回想句、架

空の事物も含めた博物誌的な作品など、2011 年末から 2016 年冬までの 1402 句

を内容・傾向により大別して収めた第 2 句集。 

 
日本経済新聞 2017/07/01 

2017:2./ 207p 
978-4-89629-327-2 

本体 ¥2,000+税

*9784896293272*

 

逆説の法則(新潮選書) 
西成 活裕 著 
新潮社 
経済が縮小傾向にあると、人は目先の利益を優先させるあまり技術の蓄積が疎か

になり、次世代を支えるような長期プロジェクトも立てにくくなる。数理物理学者で

ある著者が、「長期的思考」の価値を多くのロジックで証明する。 

 
日本経済新聞 2017/07/01 

2017:5./ 238p 
978-4-10-603809-9 

本体 ¥1,300+税

*9784106038099*

 

俳句という他界 
関 悦史 著 
邑書林 
三橋鷹女、金子兜太、阿部青蛙、池田澄子、田中裕明から、写生、プルトニウムま

で-。作家論や俳句概論的なものを中心にまとめた現代俳句評論集。 

 
日本経済新聞 2017/07/01 

2017:3./ 212p 
978-4-89709-833-3 

本体 ¥1,800+税

*9784897098333*

 

ウディ 
デイヴィッド・エヴァニアー、大森 さわこ 著 
キネマ旬報社 
映画やショービジネスへのこだわり、ジャズに対する情熱、ユダヤ性やホロコースト

への意識、家族観、5 人の女性との恋愛や結婚…。映画監督ウディ・アレンの 80
年間に及ぶ人生を俯瞰し、その知られざる顔に迫る。 

 
日本経済新聞 2017/07/01 

2017:5./ 537p 
978-4-87376-443-6 

本体 ¥3,700+税

*9784873764436*

 

場面設定類語辞典 
アンジェラ・アッカーマン、ベッカ・パグリッシ、滝本 杏奈 著 
フィルムアート社 
物語の舞台・世界観をつくりあげる「場面設定」のノウハウを、全 225 場面を通して

解説。「見えるもの」「聴こえるもの」「味」「匂い」「質感」等の要素、設定の注意点と

ヒント、例文などを収録する。書き込みページあり。 

 
日本経済新聞 2017/07/01 

2017:4./ 583p 
978-4-8459-1623-8 

本体 ¥3,000+税

*9784845916238*
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猫の文学館<2> この世界の境界を越える猫(ちくま文庫 わ 13-2) 
和田 博文 編 
筑摩書房 
突然、ふいと姿をくらましてしまう猫達。この世とあの世を行き来する猫の物語やエ

ッセイをぎゅっと一冊に。猫好きに放つ猫好きによるアンソロジー。 

 
日本経済新聞 2017/07/01 

2017:6./ 383p 
978-4-480-43447-0 

本体 ¥840+税

*9784480434470*

 

猫の文学館<1> 世界は今、猫のものになる(ちくま文庫 わ 13-1) 
和田 博文 編 
筑摩書房 
猫たちがいきいきと描かれている短編やエッセイを一冊に。内田百閒が、幸田文

が、大佛次郎が、川端康成が、向田邦子が魅せられた猫大集合！ 

 
日本経済新聞 2017/07/01 

2017:6./ 397p 
978-4-480-43446-3 

本体 ¥840+税

*9784480434463*

 

若い読者のための第三のチンパンジー～人間という動物の進化と未来～(草思

社文庫 ダ 1-6) 
ジャレド・ダイアモンド、レベッカ・ステフォフ、秋山 勝 著 
草思社 
チンパンジーとヒトは約 98.4%の遺伝子が同じ。1.6%の違いが産みだした「人間」

とはいったい何か、科学的に検討する。「人間はどこまでチンパンジーか?」に 新

情報を取り入れ、より読みやすくコンパクトにした一冊。 

 
日本経済新聞 2017/07/01 

2017:6./ 391p 
978-4-7942-2280-0 

本体 ¥850+税

*9784794222800*

 

矢内原忠雄～戦争と知識人の使命～(岩波新書 新赤版 1665) 
赤江 達也 著 
岩波書店 
戦時抵抗を貫いたキリスト教知識人のミッションとは? 無教会キリスト者、植民政策

学者にして、東大総長などを歴任した矢内原忠雄。その多面的な相貌と生涯を、

預言者意識、キリスト教ナショナリズムなどに着目して描く。 

 
日本経済新聞 2017/07/01 

2017:6./ 17p,244p,10p 
978-4-00-431665-7 

本体 ¥840+税

*9784004316657*

 

日本人のための平和論 
ヨハン・ガルトゥング、御立 英史 著 
ダイヤモンド社 
北朝鮮問題、領土問題、拡張する中国、暴走するトランプ・アメリカ…。日本を苦し

めている問題の根本原因は何か。なぜ日本人は安倍政権を支持するのか。数々

の国際紛争を調停してきた平和学の世界的権威が緊急提言を行う。 

 
日本経済新聞 2017/07/01 

2017:6./ 267p 
978-4-478-10081-3 

本体 ¥1,600+税

*9784478100813*

 

GE 巨人の復活～シリコンバレー式「デジタル製造業」への挑戦～ 
中田 敦 著 
日経ＢＰ社 
金融業からの撤退、リーンスタートアップの導入、IoT プラットフォームで攻め、定

期人事評価を撤廃する。世界 大の重電メーカー、ゼネラル・エレクトリック(GE)
の“脱ウェルチ”の経営改革を徹底取材! 

 
日本経済新聞 2017/07/01 

2017:6./ 231p 
978-4-8222-5511-4 

本体 ¥1,600+税

*9784822255114*
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捨てられない T シャツ 
都築 響一 編 
筑摩書房 
有名無名を問わず 70 人が語る捨てられない T シャツのエピソードには人生の溢

れる喜怒哀楽がある。どんなファッション誌よりもリアルでイカす T シャツカタログ。 

 
日本経済新聞 2017/07/01、産経新聞 2017/07/02、読売新聞 2017/07/02 

2017:5./ 285p 
978-4-480-87622-5 

本体 ¥2,000+税

*9784480876225*

 

応仁の乱～戦国時代を生んだ大乱～(中公新書 2401) 
呉座 勇一 著 
中央公論新社 
室町後期、諸大名が東西両軍に分かれ、京都市街を主戦場として戦った応仁の

乱。なぜ勃発し、どう終結に至ったか。長期化した理由とは。高い知名度とは対照

的に、実態は十分知られていない日本史上屈指の大乱を読み解く。 

 
日本経済新聞 2017/07/01、朝日新聞 2017/07/02 

2016:10./ 8p,302p 
978-4-12-102401-5 

本体 ¥900+税

*9784121024015*

 

バッタを倒しにアフリカへ(光文社新書 883) 
前野ウルド浩太郎 著 
光文社 
人類を救うため、そして「バッタに食べられたい」という自身の夢を叶えるために-。
昆虫学者である著者が、バッタ被害を食い止めるため単身サハラ砂漠に乗り込

み、バッタと大人の事情を相手に繰り広げた死闘の日々を綴る。 

 
日本経済新聞 2017/07/01、朝日新聞 2017/07/02 

2017:5./ 378p 
978-4-334-03989-9 

本体 ¥920+税

*9784334039899*

 

星の子 
今村 夏子 著 
朝日新聞出版 
林ちひろは中学 3 年生。出生直後から病弱だった娘を救いたい一心で、ちひろ

の両親は「あやしい宗教」にのめり込んでいき、その信仰は少しずつ家族のかたち

を歪めていく…。『小説トリッパー』掲載を単行本化。 

 
日本経済新聞 2017/07/01、朝日新聞 2017/07/23 

2017:6./ 220p 
978-4-02-251474-5 

本体 ¥1,400+税

*9784022514745*

 

自由のこれから(ベスト新書 554) 
平野 啓一郎 著 
ベストセラーズ 
人工知能、自動運転、ビッグデータ…。技術の進化により私たちの生活からは「自

分で選択する機会」が失われつつある。予測不可能な未来と人間の自由意志の

可能性に挑んだ新しい自由論。現代の「自由」をめぐる対談も収録。 

 
日本経済新聞 2017/07/01、朝日新聞 2017/07/23 

2017:6./ 187p 
978-4-584-12554-0 

本体 ¥815+税

*9784584125540*

 

囚われの島 
谷崎 由依 著 
河出書房新社 
蚕を飼う盲目の男に魅入られた女の、時を超えた記憶を巡る物語が幕を明ける。 

「救い」と「犠牲」を現代に問う傑作長篇! 

 
日本経済新聞 2017/07/01、毎日新聞 2017/07/02、読売新聞 2017/07/23 

2017:6./ 286p 
978-4-309-02577-3 

本体 ¥1,600+税

*9784309025773*
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政治を動かすメディア 
芹川 洋一、佐々木 毅 著 
東京大学出版会 
メディアはナショナリズムやポピュリズムの防波堤たりうるか? メディアと政治との関

係、政治におけるジャーナリストの役割について考える。座談会も収録。 

 
日本経済新聞 2017/07/01、毎日新聞 2017/07/09、読売新聞 2017/07/30 

2017:5./ 6p,231p,3p 
978-4-13-033107-4 

本体 ¥2,400+税

*9784130331074*

 

人事と組織の経済学<実践編> 
エドワード・P.ラジアー、マイケル・ギブス、樋口 美雄、成松 恭多、杉本 卓哉、

藤波 由剛 著 
日本経済新聞出版社 
希少な人材をいかに採用し、有効に活かすか? 採用の基準、 適な従業員への

投資から、経営陣と従業員のコミュニケーションにいたるまで、会社と従業員が

WIN-WIN になる合理的な人事戦略を経済学的に解説する。 

 
日本経済新聞 2017/07/01、毎日新聞 2017/07/16 

2017:4./ 20p,553p 
978-4-532-13470-9 

本体 ¥4,800+税

*9784532134709*

 

こころ(岩波文芸書初版本復刻シリーズ) 
夏目 金之助 著 
岩波書店 
私は其人を常に先生と呼んでゐた。だから此処でもたヾ先生と書く丈で本名は打

ち明けない。これは世間を憚る遠慮といふよりも、其方が私に取つて自然だからで

ある…。大正 3 年刊夏目漱石の「こころ」の初版を復刻。 

 
日本経済新聞 2017/07/08 

2001:8./ 438p 
978-4-00-009142-8 

本体 ¥8,000+税

*9784000091428*

 

抵抗の韓国社会思想 
水野 邦彦 著 
青木書店 
解放、朝鮮戦争、南北分断、経済成長、そして民主化?。国際情勢への対抗や社

会の変革に向けた動きなど、時代の課題と向きあう市民運動、労働運動を支える

思想と社会意識を浮き彫りにする。 

 
日本経済新聞 2017/07/08 

2010:4./ 177p 
978-4-250-21006-8 

本体 ¥2,300+税

*9784250210068*

 

坊っちゃん(集英社文庫) 
夏目漱石 著 
集英社 
日本経済新聞 2017/07/08 

1991:2./ ２２１ｐ 
978-4-08-752007-1 

本体 ¥260+税

*9784087520071*

 

日本ぶらりぶらり(ちくま文庫) 
山下 清 著 
筑摩書房 
日本経済新聞 2017/07/08 

1998:4./ 232p 
978-4-480-03396-3 

本体 ¥680+税

*9784480033963*
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検定版韓国の歴史教科書～高等学校韓国史～(世界の教科書シリーズ 39) 
イ インソク、チョン ヘンニョル、パク チュンヒョン、パク ポミ、キム サンギュ、イ

ム ヘンマン 著 
明石書店 
韓国の高等学校の歴史教科書。先史時代から今日までを扱い、朝鮮中期までは

概略的に叙述し、朝鮮末期からは世界史と関連して詳しく説明する。学習内容の

理解に役立つよう「資料を読む」「人物探求」などのコーナーも収録。 

 
日本経済新聞 2017/07/08 

2013:12./ 406p 
978-4-7503-3907-8 

本体 ¥4,600+税

*9784750339078*

 

カステラ 
パク ミンギュ、ヒョン ジェフン、斎藤 真理子 著 
クレイン 
1985 年、UEFA チャンピオンズカップ決勝戦、リヴァプール対ユベントス。ヘイゼ

ルの悲劇から、物語は始まる-。表題作をはじめ韓国 高の文学賞“李箱賞”受賞

作「朝の門」など全 11 編を収録した短編小説集。 

 
日本経済新聞 2017/07/08 

2014:4./ 336p 
978-4-906681-39-6 

本体 ¥1,700+税

*9784906681396*

 

世の中は偶然に満ちている 
赤瀬川 原平、赤瀬川 尚子 編 
赤瀬川 原平 著 
筑摩書房 
芥川賞受賞から晩年までつけていた「偶然日記」を初公開。著者が深い関心を抱

き続けていた「偶然」と「夢」に対する興味と考察が詰まった 1 冊。 

 
日本経済新聞 2017/07/08 

2015:10./ 283p 
978-4-480-80460-0 

本体 ¥2,000+税

*9784480804600*

 

新・韓国現代史(岩波新書 新赤版 1577) 
文 京洙 著 
岩波書店 
分断、戦争、独裁、軍事政権、民主化運動、経済破綻…激しい変化を遂げる韓

国。いったいどこへ向かおうとしているのだろうか。日韓関係はどうなるのか。近年

の動向を反映した、グローバル時代の新たな通史。 

 
日本経済新聞 2017/07/08 

2015:12./ 10p,298p,8p 
978-4-00-431577-3 

本体 ¥840+税

*9784004315773*

 

韓国「反日街道」をゆく～自転車紀行 1500 キロ～ 
前川 仁之 著 
小学館 
自転車で一周してみて、やっぱり韓国が嫌いになるなら、それはそれで結構だ。

そんな思いで僕は旅に出た-。気鋭のライターが単身、自転車で隣国を駆け抜け

る。今なお反目し合う日韓関係に一石を投じるノンフィクション。 

 
日本経済新聞 2017/07/08 

2016:4./ 254p 
978-4-09-379885-3 

本体 ¥1,500+税

*9784093798853*

 

ピンポン(エクス・リブリス) 
パク ミンギュ 著 
白水社 
世界に「あちゃー」された男子中学生「釘」と「モアイ」は卓球に熱中し、「卓球界」

で人類存亡を賭けた試合に臨む…。松田青子氏推薦! 

 
日本経済新聞 2017/07/08 

2017:6./ 255p 
978-4-560-09051-0 

本体 ¥2,200+税

*9784560090510*
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日本経済 後の戦略～債務と成長のジレンマを超えて～ 
田代 毅 著 
日本経済新聞出版社 
日本に長期停滞をもたらす原因と、その帰結としての現状を検証し、今後日本経

済が進むべき方向を提示する。特に、長期停滞の原因でもあり、またその結果とし

て生じることにもなった債務の問題に焦点を当てる。 

 
日本経済新聞 2017/07/08 

2017:5./ 310p 
978-4-532-35722-1 

本体 ¥2,000+税

*9784532357221*

 

富山市議はなぜ 14 人も辞めたのか～政務活動費の闇を追う～ 
チューリップテレビ取材班 著 
岩波書店 
富山市議会で議員報酬を増額する条例案が可決。疑問を感じた地方局の記者た

ちが政務活動費の不正を暴き、議員たちをドミノ辞職へと追い込んでいく。白紙領

収証問題の大スクープはいかにして生まれたのか。迫真のルポ。 

 
日本経済新聞 2017/07/08 

2017:5./ 15p,198p 
978-4-00-061201-2 

本体 ¥1,800+税

*9784000612012*

 

不道徳な見えざる手～自由市場は人間の弱みにつけ込む～ 
ジョージ・A.アカロフ、ロバート・J.シラー、山形 浩生 著 
東洋経済新報社 
『アニマルスピリット』でおなじみのアカロフ=シラーが、市場経済の裏側を読み解

く。資本主義は矛盾に満ちているけれどすばらしい。 

 
日本経済新聞 2017/07/08 

2017:5./ 322p,75p 
978-4-492-31498-2 

本体 ¥2,000+税

*9784492314982*

 

知的機動力の本質～アメリカ海兵隊の組織論的研究～ 
野中 郁次郎 著 
中央公論新社 
進化し続ける組織の秘訣とは? アメリカ海兵隊の歴史と自己革新を可能にする組

織の要素を分析し、知的機動力の本質に迫る。ドクトリン「ウォーファイティング」全

訳も掲載。旧日本軍の敗因を分析した「失敗の本質」の姉妹篇。 

 
日本経済新聞 2017/07/08 

2017:5./ 6p,289p 
978-4-12-004974-3 

本体 ¥1,800+税

*9784120049743*

 

天皇の美術史<6> 近代皇室イメージの創出〈明治・大正時代〉 
塩谷 純、増野 恵子、恵美 千鶴子 著 
吉川弘文館 
近代国家の中心に据えられた皇室は、どのような視覚イメージを装うことになった

のか。西欧文明との接触で変貌を遂げる伝統的天皇像。その可視化を切り口にし

て、近代における天皇のありようを、美術史から問い直す。 

 
日本経済新聞 2017/07/08 

2017:7./ 8p,262p 
978-4-642-01736-7 

本体 ¥3,500+税

*9784642017367*

 

列伝アメリカ史 
松尾 弌之 著 
大修館書店 
アメリカをつくった多彩な人々の生き様をモザイク状に重ねていくことによってアメ

リカの歴史とその底流をを浮き上がらせる。 

 
日本経済新聞 2017/07/08 

2017:6./ 11p,309p 
978-4-469-24605-6 

本体 ¥2,300+税

*9784469246056*
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「維新革命」への道～「文明」を求めた十九世紀日本～(新潮選書) 
苅部 直 著 
新潮社 
明治維新で文明開化が始まったのではない。江戸後期に日本近代はその萌芽を

迎えていた。本居宣長、福澤諭吉ら、徳川?明治時代にいたる思想家たちを通観

し、19 世紀の日本が自らの「文明」観を成熟させていく過程を描く。 

 
日本経済新聞 2017/07/08 

2017:5./ 283p 
978-4-10-603803-7 

本体 ¥1,300+税

*9784106038037*

 

反グローバリゼーションとポピュリズム～「トランプ化」する世界～(激トーク・オ

ン・ディマンド vol.11) 
神保 哲生、宮台 真司、渡辺 靖、佐藤 伸行、西山 隆行、木村 草太、春名 

幹男、石川 敬史 著 
光文社 
ドナルド・トランプという男、トランプ政権への期待とリスク…。「トランプ現象」と呼ば

れる政治現象を各界の専門家たちが様々な角度から議論する。ネット配信番組

「マル激トーク・オン・デマンド」の内容を加筆・修正。 

 
日本経済新聞 2017/07/08 

2017:5./ 397p 
978-4-334-97924-9 

本体 ¥1,400+税

*9784334979249*

 

マウンドに散った天才投手(講談社+α 文庫 G306-1) 
松永 多佳倫 著 
講談社 
野球界に閃光のごとく強烈な足跡を残しながらも、怪我や病気によるアクシデント

とともにプロ野球人生の大半を過ごした不遇の選手たち。伊藤智仁、近藤真市、

上原晃、田村勤ら 7 人の壮絶な過去と第 2 の人生に迫る。 

 
日本経済新聞 2017/07/08 

2017:6./ 284p 
978-4-06-281720-2 

本体 ¥850+税

*9784062817202*

 

ぼくの宝物絵本(河出文庫 ほ 6-4) 
穂村 弘 著 
河出書房新社 
懐かしい絵本や未知の輝きをもった絵本に出会い、買って買って買いまくるのは

夢のように楽しい……名作絵本の魅力を紹介。図版満載。 

 
日本経済新聞 2017/07/08 

2017:6./ 221p 
978-4-309-41535-2 

本体 ¥740+税

*9784309415352*

 

特撮の匠～昭和特撮の創造者たち～ 
「特撮の匠」取材班 編 
宝島社 
飯島敏宏、実相寺昭雄、川内康範…。昭和特撮の牽引者たちの肉声が蘇る! 20
年以上にわたる取材から厳選した秘蔵証言を収録。当時の貴重な写真や、「現代

の匠」佛田洋、原口智生のインタビューも収録。 

 
日本経済新聞 2017/07/08 

2017:5./ 335p 
978-4-8002-7121-1 

本体 ¥1,380+税

*9784800271211*

 

大伴家持～波乱にみちた万葉歌人の生涯～(中公新書 2441) 
藤井 一二 著 
中央公論新社 
天平文化を代表する歌人・大伴家持は、数多くの政争が渦巻く時代を官人として

生き、美しい景色や親しい人々との思い出を歌に込めた。残された資料と各所で

詠んだ歌から、謎の多い彼の全生涯を描き出す。 

 
日本経済新聞 2017/07/08 

:./ 4p,236p 
978-4-12-102441-1 

本体 ¥820+税

*9784121024411*
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商売は地域とともに～神田百年企業の足跡～ 
東京大学都市デザイン研究室 編 
東京堂出版 
長寿企業大国日本。全国に 3 万社を超える 100 年企業がある中で、「東京 神

田」にスポットを当て、その歴史と老舗経営のノウハウを紐解く。100 年続く老舗企

業の繁栄には、古くからの街づくりが深く関わっていた。 

 
日本経済新聞 2017/07/08 

2017:5./ 222p 
978-4-490-20947-1 

本体 ¥2,800+税

*9784490209471*

 

いちまいの絵～生きているうちに見るべき名画～(集英社新書 0888) 
原田 マハ 著 
集英社 
アート小説の旗手として圧倒的人気を誇る原田マハが、自身の作家人生に強い

影響を与えた絵画はもちろん、美術史のなかで大きな転換となった絵画を紹介。

原田作品ではおなじみの名画も多数掲載! 

 
日本経済新聞 2017/07/08 

2017:6./ 253p 
978-4-08-720888-7 

本体 ¥900+税

*9784087208887*

 

漱石辞典 
野網 摩利子 編 
翰林書房 
夏目漱石が存命中に関わりのあった人物、実際に手に取ったり鑑賞したことのあ

る作者・作品、実際に使用した術語や語彙を項目とした辞典。漱石没後の受容や

研究史に関わる重要事項はコラム欄で記述する。 

 
日本経済新聞 2017/07/08 

2017:5./ 829p 
978-4-87737-410-5 

本体 ¥7,800+税

*9784877374105*

 

人工知能はどのようにして「名人」を超えたのか?～ 強の将棋 AI ポナンザの

開発者が教える機械学習・深層学習・強化学習の本質～ 
山本 一成 著 
ダイヤモンド社 

強の将棋 AI ポナンザの開発者が、人工知能において も重要な 3 つの技術

「機械学習」「深層学習」「強化学習」の本質をわかりやすく解説する。囲碁棋士・

大橋拓文六段との対談も収録。 

 
日本経済新聞 2017/07/08、産経新聞 2017/07/16 

2017:5./ 286p 
978-4-478-10254-1 

本体 ¥1,500+税

*9784478102541*

 

樹木たちの知られざる生活～森林管理官が聴いた森の声～ 
ペーター・ヴォールレーベン、長谷川 圭 著 
早川書房 
樹木はさまざまな手段を使って語り合い、助け合い、森の命を繋いでいるのだ。ド

イツの森林管理官が、長年の経験と科学的裏付けをもとに語る、新しい森の姿。

世界的ベストセラーを記録している、至高のネイチャー・ノンフィクション！ 

 
日本経済新聞 2017/07/08、朝日新聞 2017/07/30 

2017:5./ 263p 
978-4-15-209687-6 

本体 ¥1,600+税

*9784152096876*
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失敗の本質 
野中 郁次郎、杉之尾 宜生、戸部 良一、土居 征夫、河野 仁、山内 昌之、

菊澤 研宗 著 
ダイヤモンド社 
リーダーに求められる現場感覚・大局観・判断力とは? 昭和期陸軍の病理、天才

参謀・石原莞爾の蹉跌など、日本軍の指導者の失敗と数少ない成功を通して、現

在のリーダーや組織にとっての有益な教訓を引き出す。 

 
日本経済新聞 2017/07/08、日本経済新聞 2017/07/22 

2012:7./ 16p,318p 
978-4-478-02155-2 

本体 ¥1,800+税

*9784478021552*

 

大黒屋光太夫<上>(新潮文庫) 
吉村 昭 著 
新潮社 
日本経済新聞 2017/07/15 

2005:5./ 308p 
978-4-10-111747-8 

本体 ¥550+税

*9784101117478*

 

大黒屋光太夫<下>(新潮文庫) 
吉村 昭 著 
新潮社 
日本経済新聞 2017/07/15 

2005:5./ 301p 
978-4-10-111748-5 

本体 ¥550+税

*9784101117485*

 

美の猟犬～安宅コレクション余聞～ 
伊藤 郁太郎 著 
日本経済新聞出版社 
不世出のコレクター安宅英一の収集に賭けるすさまじい執念。その緊迫した現場

と、並外れたパーソナリティーを、側近として仕えた大阪市立東洋陶磁美術館長

が余すところなく語り尽くす、人生論的美術品収集論。 

 
日本経済新聞 2017/07/15 

2007:10./ 295p 
978-4-532-12413-7 

本体 ¥2,800+税

*9784532124137*

 

ケネディ～「神話」と実像～(中公新書) 
土田 宏 著 
中央公論新社 
1961 年、43 歳で米大統領に就任し、3 年後、凶弾に倒れたジョン・F・ケネディ。

虚弱だった成長期からひもとき、米ソ冷戦下、政治家としてどのように時代と対峙

し、生きようとしたか、その実像を描く。 

 
日本経済新聞 2017/07/15 

2007:11./ 266p 
978-4-12-101920-2 

本体 ¥840+税

*9784121019202*

 

ジャングル大帝<1>(手塚治虫文庫全集) 
手塚 治虫 著 
講談社 
日本経済新聞 2017/07/15 

2009:10./ 357p 
978-4-06-373710-3 

本体 ¥800+税

*9784063737103*

 

ジャングル大帝<2>(手塚治虫文庫全集) 
手塚 治虫 著 
講談社 
日本経済新聞 2017/07/15 

2009:10./ 492p 
978-4-06-373711-0 

本体 ¥930+税

*9784063737110*
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指揮者の役割～ヨーロッパ三大オーケストラ物語～(新潮選書) 
中野 雄 著 
新潮社 
指揮者は音を出さない。では一体、何をしているのか。指揮者にはどんな能力と

資質が必要とされるのか。ヨーロッパの三大オーケストラを舞台に、巨匠と呼ばれ

る指揮者たちの仕事と人間性の秘密に迫る。 

 
日本経済新聞 2017/07/15 

2011:9./ 316p,3p 
978-4-10-603688-0 

本体 ¥1,400+税

*9784106036880*

 

火の鳥<11>(手塚治虫文庫全集 BT-165) 
手塚 治虫 著 
講談社 
「手塚治虫漫画全集」で全 3 巻という長編を誇った「太陽編」。火の鳥シリーズの

後を飾るにふさわしい壮大なる物語の後半を収録した第 11 巻。 

 
日本経済新聞 2017/07/15 

2012:3./ 405p 
978-4-06-373865-0 

本体 ¥850+税

*9784063738650*

 

ケネディ暗殺 50 年目の真実 
ビル・オライリー、マーティン・デュガード 著 
講談社 
大統領就任からわずか 2 年 10 カ月で命を絶たれるジョン・F・ケネディ。その激動

の 1037 日間を、犯人オズワルドの数奇な人生と交錯させながら、陰謀論を排し、

事実のみで構成し詳述する。 

 
日本経済新聞 2017/07/15 

2013:11./ 350p 
978-4-06-218516-5 

本体 ¥2,000+税

*9784062185165*

 

落日の宴～勘定奉行川路聖謨～<上>(講談社文庫 よ 3-29) 
吉村 昭 著 
講談社 
幕末期、軽輩の身ながら明晰さと人柄で勘定奉行まで登り詰め、開国を迫るロシ

ア使節プチャーチンと堂々と渡り合った川路聖謨の生涯。 

 
日本経済新聞 2017/07/15 

2014:6./ 310p 
978-4-06-277852-7 

本体 ¥610+税

*9784062778527*

 

落日の宴～勘定奉行川路聖謨～<下>(講談社文庫 よ 3-30) 
吉村 昭 著 
講談社 
安政の地震、津波でロシア艦船「ディアナ号」は沈没し、乗組員五百人が上陸す

る未曾有の事態に。誠意を持っての折衝は国を救えるか？ 

 
日本経済新聞 2017/07/15 

2014:6./ 303p 
978-4-06-277888-6 

本体 ¥610+税

*9784062778886*

 

逆浪果つるところ(講談社文庫 お 47-37) 
逢坂 剛 著 
講談社 
寛政十年、エトロフに木標を立てた重蔵は勘定職への昇進を果たし再び蝦夷へ

向かう。 果ての地に暗躍する薩摩藩、女賊の罠が待つ！ 

 
日本経済新聞 2017/07/15 

2015:1./ 506p 
978-4-06-293008-6 

本体 ¥850+税

*9784062930086*
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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 
新たな社会の実現に向けて、ふたたび政治の道を歩みはじめるディムカ。一方、

ターニャが出版に暗躍した囚人の手記により、ソヴィエトの現実が世界に明かされ

ることに。アメリカではジョージが政治の中枢に躍進し…。完結。 

 
日本経済新聞 2017/07/15 

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

本体 ¥880+税

*9784797377453*

 

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 
共産主義体制下の東ベルリン。反体制派の烙印を押されたレベッカは、夫が彼女

を監視していたことを知り、西側へ逃亡をはかる。一方、公民権運動が広がるアメ

リカでは、黒人青年ジョージが人種差別撤廃のため政界に入り…。 

 
日本経済新聞 2017/07/15 

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 
黒人の自由と平等のために全身全霊を捧げてきたジョージ。だが、ケネディ大統

領が凶弾に倒れ、アメリカはふたたび混沌の渦中へ。一方、モスクワでクーデター

が勃発、ディムカが側近を務める第一書記が失脚し…。 

 
日本経済新聞 2017/07/15 

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 
西側に渡ることに成功したレベッカ。だが巨大な壁が完成し、東側の家族との間を

完全に分断する。一方、キューバが東西対立の焦点となり、ケネディ司法長官の

補佐官ジョージは核戦争回避に向けて必死の画策を続けるが…。 

 
日本経済新聞 2017/07/15 

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

本体 ¥880+税

*9784797377439*

 

高坂正堯と戦後日本 
五百旗頭 真、中西 寛 編 
五百旗頭 真 著 
中央公論新社 
歴史に裏打ちされた予見や現実政治への率直な提言を行い、道義性を求め理想

を追った知識人、高坂正堯。豊かな人格と、真摯な思索が紡ぐ的確な発言の

数々を振り返り、論考する。「高坂正堯研究会」の研究成果。 

 
日本経済新聞 2017/07/15 

2016:5./ 4p,286p 
978-4-12-004740-4 

本体 ¥2,000+税

*9784120047404*

 

安保論争(ちくま新書 1199) 
細谷 雄一 著 
筑摩書房 
平和はいかに実現可能か。安保関連法をめぐる論戦のもと、この難問は掘り下げ

られなかった。外交史の視点から現代の安全保障を考える。 

 
日本経済新聞 2017/07/15 

2016:7./ 279p 
978-4-480-06904-7 

本体 ¥880+税

*9784480069047*
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サピエンス全史～文明の構造と人類の幸福～<上> 
ユヴァル・ノア・ハラリ 著 
河出書房新社 
国家、貨幣、企業……虚構が他人との協力を可能にし、文明をもたらした!ではそ

の文明は、人類を幸福にしたのだろうか?現代世界を鋭くえぐる、40 カ国で刊行の

世界的ベストセラー! 

 
日本経済新聞 2017/07/15 

2016:9./ 267p 
978-4-309-22671-2 

本体 ¥1,900+税

*9784309226712*

 

サピエンス全史～文明の構造と人類の幸福～<下> 
ユヴァル・ノア・ハラリ 著 
河出書房新社 
近代世界は帝国主義・科学技術・資本主義のフィードバック・ループによって、爆

発的に進歩した!ホモ・サピエンスの過去、現在、未来を俯瞰するかつてないスケ

ールの大著、ついに邦訳! 

 
日本経済新聞 2017/07/15 

2016:9./ 294p 
978-4-309-22672-9 

本体 ¥1,900+税

*9784309226729*

 

日本国憲法の誕生 増補改訂版(岩波現代文庫) 
古関 彰一 著 
岩波書店 
現憲法制定過程で何が起きたか。第九条制定の背景にはいかなる事情が存在し

ていたか-。GHQ 側、日本側の動向を徹底的に検証した、憲法をめぐる議論の必

読書。新資料に基づく知見を加えた増補改訂版。 

 
日本経済新聞 2017/07/15 

2017:4./ 14p,499p,22p 
978-4-00-600361-6 

本体 ¥1,720+税

*9784006003616*

 

現代中国経営者列伝(星海社新書 108) 
高口 康太 著 
星海社 
明治維新と高度成長が一緒にやってきたような狂騒の時代-。世界一の PC メーカ

ーとなったレノボの柳傳志、孫正義からの伝説的資金調達でも知られるアリババ

の馬雲ら傑物 8 人の人生を通じて、現代中国経済の発展をたどる。 

 
日本経済新聞 2017/07/15 

2017:4./ 251p 
978-4-06-138613-6 

本体 ¥900+税

*9784061386136*

 

教養としての社会保障 
香取 照幸 著 
東洋経済新報社 
制度の成り立ちから、我が国の問題点、改革の方向まで、「ミスター年金」と言わ

れた元大物官僚が解説する格好の入門書。 

 
日本経済新聞 2017/07/15 

2017:5./ 336p 
978-4-492-70144-7 

本体 ¥1,600+税

*9784492701447*

 

音のかなたへ 
梅津 時比古 著 
毎日新聞出版 
新聞記者から桐朋学園大学学長になった著者の、音楽をめぐる叙情溢れるエッ

セー集。 

 
日本経済新聞 2017/07/15 

2017:5./ 187p 
978-4-620-32448-7 

本体 ¥2,000+税

*9784620324487*
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X プライズ宇宙に挑む男たち 
ジュリアン・ガスリー、門脇 弘典 著 
日経ＢＰ社 
世界初の民間有人宇宙飛行を成し遂げたチームに 1000 万ドルを授与するアン

サリ X プライズ。その誕生から達成までのドラマを描く。新たな時代を切り拓いた

男たちの驚異のストーリー。 

 
日本経済新聞 2017/07/15 

2017:4./ 598p 
978-4-8222-5516-9 

本体 ¥2,200+税

*9784822255169*

 

航空機産業と日本～再成長の切り札～ 
中村 洋明 著 
中央公論新社 
これからの日本にとって航空機産業は成長戦略の要である。「日本には大きな旅

客機を作る能力がない」「航空機は輸入した方がよい」といった航空機産業への

誤解や先入観を正し、具体的な展望を提示する。 

 
日本経済新聞 2017/07/15 

2017:5./ 253p 
978-4-12-004981-1 

本体 ¥2,000+税

*9784120049811*

 

ストーカーの時代 
ブラン・ニコル、内藤 憲吾 著 
青土社 
身勝手なナルシズム、恋愛妄想、幻想への憑依…。おぞましくも邪悪な行動に走

るストーカー。インターネット、TV バラエティからたちまち炎上する社会現象の核

心を、映画・犯罪心理学・精神分析などから多角的に分析する。 

 
日本経済新聞 2017/07/15 

2017:5./ 214p 
978-4-7917-6996-4 

本体 ¥1,800+税

*9784791769964*

 

PC 遠隔操作事件 
神保 哲生 著 
光文社 
無実の人の人生を狂わせたパソコン遠隔操作事件。事件発生から誤認逮捕と自

白の強要、犯人・片山祐輔の逮捕、そして起訴から判決に至る事件の全過程を克

明に記録。片山祐輔の実際の人間像も解き明かす。 

 
日本経済新聞 2017/07/15 

2017:5./ 558p 
978-4-334-97905-8 

本体 ¥2,400+税

*9784334979058*

 

秘密結社の世界史～フリーメーソンからトランプまで、その謎と陰謀～(朝日文庫 
う 23-1) 
海野 弘 著 
朝日新聞出版 
古代密儀、薔薇十字団、フリーメーソン、KKK、ナチス…。人はなぜ「秘密」と「陰

謀」に魅せられるのか? 古代から中世、近代、20 世紀、現代に至るまで、秘密結

社という「隠された視点」から世界史を読み直す。 

 
日本経済新聞 2017/07/15 

2017:6./ 276p 
978-4-02-261906-8 

本体 ¥640+税

*9784022619068*

 

江戸・明治百姓たちの山争い裁判 
渡辺 尚志 著 
草思社 
食料、田畑の肥料、燃料、建材…命の糧だった山を巡る裁判合戦。主張を譲らぬ

百姓たちに大名、幕府もウンザリ!? 江戸・明治時代の山を巡る百姓たちの熾烈な

争いと相互協力への努力を、当事者の肉声をふまえて克明に描く。 

 
日本経済新聞 2017/07/15 

2017:6./ 258p 
978-4-7942-2284-8 

本体 ¥1,800+税

*9784794222848*
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企業・投資家・証券アナリスト価値向上のための対話 
日本証券アナリスト協会 編 
日本経済新聞出版社 
証券アナリストの役割はどうあるべきか? セルサイド・バイサイド双方のアナリスト、

CFO、IR の第一人者たちが、対話、分析、エンゲージメントの極意を伝授する。

『証券アナリストジャーナル』連載をもとに書籍化。 

 
日本経済新聞 2017/07/15 

2017:6./ 299p 
978-4-532-35735-1 

本体 ¥2,800+税

*9784532357351*

 

復讐者マレルバ～巨大マフィアに挑んだ男～ 
ジュセッペ・グラッソネッリ、カルメーロ・サルド、飯田 亮介 著 
早川書房 
イタリア・マフィアのボスを含む 300 人もの犠牲者を出した激烈な抗争の中心人物

として恐れられた伝説のヒットマン。20 年を超えて今なお服役する男の衝撃の回

想録。 

 
日本経済新聞 2017/07/15 

2017:6./ 460p 
978-4-15-209692-0 

本体 ¥2,200+税

*9784152096920*

 

1934 年の地図 
堂場 瞬一 著 
実業之日本社 
1960 年初夏、地理学者・京極勝の前にディック・チャンドラーが現れた。1934 年

秋、全米野球チームの一員として来日した大リーガーだ。なぜディックは 26 年ぶ

りに突然来日したのか…。歴史エンタメ・サスペンス。 

 
日本経済新聞 2017/07/15 

2017:6./ 365p 
978-4-408-53708-5 

本体 ¥1,700+税

*9784408537085*

 

人民元の興亡～毛沢東・鄧小平・習近平が見た夢～ 
吉岡 桂子 著 
小学館 
毛沢東が統一の象徴として産み落とし、鄧小平が改革開放のために育み、習近

平が世界制覇の足がかりとした人民元。取材 20 年を経て、その正史を辿りつつ、

戦前戦後の裏面史も明らかにする。 

 
日本経済新聞 2017/07/15、朝日新聞 2017/07/23 

2017:5./ 395p 
978-4-09-389771-6 

本体 ¥1,800+税

*9784093897716*

 

孫正義 300 年王国への野望 
杉本 貴司 著 
日本経済新聞出版社 
一代で売上高が 10 兆円に迫る巨大企業を築いた孫正義とは、果たしてどんな経

営者なのか。そして今、何を目指そうとしているのか。孫とその同志たちの波瀾万

丈の物語を、孫の語り口を聞いたままに再現しながら綴る。 

 
日本経済新聞 2017/07/15、読売新聞 2017/07/23 

2017:6./ 557p 
978-4-532-32136-9 

本体 ¥1,800+税

*9784532321369*

 

親権と子ども(岩波新書 新赤版 1668) 
榊原 富士子、池田 清貴 著 
岩波書店 
離婚時の親権をめぐる争いの増加。虐待から救う時の「壁」になる親権。急激に動

いている現状に直面し、法改正も相次いでいる。子どもの視点を盛り込みながら、

親権、そして子どもとの関係を具体的に描く。 

 
日本経済新聞 2017/07/15、毎日新聞 2017/07/16 

2017:6./ 4p,280p 
978-4-00-431668-8 

本体 ¥880+税

*9784004316688*
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鎌鼬 
細江 英公、土方 巽 著 
青幻舎 
巣鴨とげぬき地蔵、葛飾界隈、秋田の伝統的な農村風景を舞台に繰り広げられ

る、写真家・細江英公と舞踏の創始者・土方巽とのコラボレーション。未発表作品

も収録。 

 
日本経済新聞 2017/07/22 

2009:11./ １冊（ページ

付なし） 
978-4-86152-208-6 

本体 ¥5,000+税

*9784861522086*

 

吾輩は猫である(宝島社文庫 C な-13-1) 
夏目 漱石 著 
宝島社 
夏目漱石の処女作。英語教師の苦沙弥先生と、その家に出入りする美学者や教

え子、書生といった人間たちをじっと見ている「吾輩」の痛烈な言葉の数々。猫か

ら見た人間の、かくも不思議で滑稽な姿を描く。 

 
日本経済新聞 2017/07/22 

2016:6./ 558p 
978-4-8002-5679-9 

本体 ¥660+税

*9784800256799*

 

現地レポート世界 LGBT 事情～変わりつつある人権と文化の地政学～ 
フレデリック・マルテル、林 はる芽 著 
岩波書店 
基本的人権として世界各地で認識されはじめている LGBT(性的マイノリティ)。約

50 か国を取材し、文化やメディアの状況にも目配りしつつ、各国の LGBT のおか

れている状況をレポートする。 

 
日本経済新聞 2017/07/22 

2016:11./ 7p,352p,4p 
978-4-00-061154-1 

本体 ¥3,900+税

*9784000611541*

 

LGBT を読みとく～クィア・スタディーズ入門～(ちくま新書 1242) 
森山 至貴 著 
筑摩書房 
LGBT という概念だけでは、多様な性は取りこぼされ、マイノリティに対する差別も

なくならない。正確な知識を得るための教科書。 

 
日本経済新聞 2017/07/22 

2017:3./ 237p 
978-4-480-06943-6 

本体 ¥800+税

*9784480069436*

 

教育と LGBTI をつなぐ～学校・大学の現場から考える～ 
三成 美保 著 
青弓社 
LGBTI について、学校・大学が直面する問題を明らかにし、地域住民、医療機

関、行政等と連携した啓発・支援活動と、アメリカの大学の例を紹介。具体的な方

策を提言する。2016 年 5 月開催のシンポジウムをもとに書籍化。 

 
日本経済新聞 2017/07/22 

2017:5./ 310p 
978-4-7872-3415-5 

本体 ¥2,000+税

*9784787234155*

 

イノベーターたちの日本史～近代日本の創造的対応～ 
米倉 誠一郎 著 
東洋経済新報社 
彼らはどのように現状を破壊し、未来を創り出していったのか?アヘン戦争から太

平洋戦争にまでのイノベーターたちの挑戦の歴史。 

 
日本経済新聞 2017/07/22 

2017:4./ 6p,313p 
978-4-492-37120-6 

本体 ¥2,000+税

*9784492371206*
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トランスジェンダーの心理学～多様な性同一性の発達メカニズムと形成～ 
佐々木 掌子 著 
晃洋書房 
なぜみずからの性別に違和感をいだくのか、どのようにして割り当てられた性別と

は異なる性同一性を形成していくのかをデータをもとに解明。また、男性にも女性

にも規定されない性別(X ジェンダー)にも注目する。 

 
日本経済新聞 2017/07/22 

2017:4./ 4p,209p 
978-4-7710-2845-6 

本体 ¥2,500+税

*9784771028456*

 

自壊の病理～日本陸軍の組織分析～ 
戸部 良一 著 
日本経済新聞出版社 
東条英機は独裁者だったのか。なぜ近衛声明を出してしまったのか。大正期に肩

身が狭かったはずの軍人がなぜ変貌したのか。素朴な疑問に答え、日本を敗戦

に導いたエリート集団の失敗のメカニズムを、史実に基づいて解明する。 

 
日本経済新聞 2017/07/22 

2017:4./ 319p 
978-4-532-17620-4 

本体 ¥2,000+税

*9784532176204*

 

Airbnb Story～大胆なアイデアを生み、困難を乗り越え、超人気サービスをつく

る方法～ 
リー・ギャラガー、関 美和 著 
日経ＢＰ社 
3 人の若き創業者は、厚かましく奇妙なアイデアをいかに猛スピードで 3 兆円企

業にしたのか? 世界 3 万 4000 都市を超える宿泊ネットワークを築いた「エアビー

アンドビー」に迫るノンフィクション。 

 
日本経済新聞 2017/07/22 

2017:5./ 350p 
978-4-8222-5519-0 

本体 ¥1,800+税

*9784822255190*

 

人類はなぜ肉食をやめられないのか～250 万年の愛と妄想のはてに～ 
マルタ・ザラスカ、小野木 明恵 著 
合同出版 
健康にも地球環境にも良くないと言われても、人類は肉を愛することをやめられな

い。なぜ私たちは肉に惹きつけられるのか? 人類と肉食のかかわりを徹底探究

し、肉が豊富で疾患も多い社会からの転換を提唱する。 

 
日本経済新聞 2017/07/22 

2017:6./ 313p 
978-4-7726-9556-5 

本体 ¥2,200+税

*9784772695565*

 

THINK WILD～あなたの成功を阻むすべての難問を解決する～ 
リンダ・ロッテンバーグ、江口 泰子 著 
ダイヤモンド社 
シリコンバレーから中東、アフリカ、ブラジルのスラム街まで、多くの起業家を育て

た伝説の非営利ベンチャーキャピタルの創業者にして CEO が、 初の一歩を踏

み出し、成功をつかむまでに必要なことすべてを伝える。 

 
日本経済新聞 2017/07/22 

2017:5./ 422p 
978-4-478-06686-7 

本体 ¥1,800+税

*9784478066867*

 

ミルクと日本人～近代社会の「元気の源」～(中公新書 2438) 
武田 尚子 著 
中央公論新社 
文明開化のころまで、ミルクを飲む習慣も流通させるしくみもなく、洋牛もいなかっ

た日本。ミルクが受容されていったプロセスをたどり、そこからうかびあがってくる

人々の姿から、近代社会の特徴を多面的に掘り下げる。 

 
日本経済新聞 2017/07/22 

2017:6./ 3p,271p 
978-4-12-102438-1 

本体 ¥880+税

*9784121024381*
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猫が見ていた(文春文庫 み 44-31) 
湊 かなえ、有栖川 有栖、柚月 裕子、北村 薫、井上 荒野、東山 彰良、加

納 朋子 著 
文藝春秋 
作家の家の庭に住みついた野良猫。同じマンションの住人の猫を密かに飼う女

…。現代を代表する人気作家たちが愛をこめて贈る猫の小説、全 7 篇を収録。巻

末に「オールタイム猫小説傑作選」も収録。『オール讀物』掲載を文庫化。 

 
日本経済新聞 2017/07/22 

2017:7./ 226p 
978-4-16-790890-4 

本体 ¥600+税

*9784167908904*

 

部活があぶない(講談社現代新書 2432) 
島沢 優子 著 
講談社 
週休 0 日、体罰・暴言、セクハラ、慢性のケガ…。今、社会問題となっている「ブラ

ック部活」。一方で部活指導に時間を取られ、教師たちも悲鳴を上げている。その

実態を徹底取材し対策を示す。 

 
日本経済新聞 2017/07/22 

2017:6./ 237p 
978-4-06-288432-7 

本体 ¥760+税

*9784062884327*

 

シニアひとり旅～バックパッカーのすすめ アジア編～(平凡社新書 848) 
下川 裕治 著 
平凡社 
ガイドブックには載っていない、シニア向けのバックパッカースタイルの旅を提案し

たい。初心者でも行きやすいアジア各地を紹介する。 

 
日本経済新聞 2017/07/22 

2017:7./ 222p 
978-4-582-85848-8 

本体 ¥800+税

*9784582858488*

 

アート×テクノロジーの時代～社会を変革するクリエイティブ・ビジネス～(光文社

新書 888) 
宮津 大輔 著 
光文社 
チームラボ、タクラムなど、日本独自の思想と 先端技術を融合させた「 先端テ

クノロジー・アート創造企業」が世界中で注目されている。美術史や経営学的な視

点を交えながら、代表的な作品等を通して、その創造の秘密に迫る。 

 
日本経済新聞 2017/07/22 

2017:6./ 325p 
978-4-334-03994-3 

本体 ¥920+税

*9784334039943*

 

人生を味わう古典落語の名文句(PHP 文庫 た 104-2) 
立川 談慶 著 
ＰＨＰ研究所 
古典落語の名台詞を軸に、噺のあらすじや時代背景、人生に活かす教訓までを

解説。現代に置き換えた捉え方や新しい解釈は必読。 

 
日本経済新聞 2017/07/22 

2017:6./ 285p 
978-4-569-76717-8 

本体 ¥680+税

*9784569767178*

 

アルカイダから古文書を守った図書館員 
ジョシュア・ハマー、梶山 あゆみ 著 
紀伊國屋書店出版部 
マリ共和国中部のトンブクトゥの古文書の多くが図書館に納められて数年後、アル

カイダ系組織がマリ北部を制圧した-。37 万点もの歴史遺産はいかに救われたか? 
知られざるドラマを克明に記録したノンフィクション。 

 
日本経済新聞 2017/07/22、産経新聞 2017/07/30、朝日新聞 2017/07/30 

2017:6./ 349p 
978-4-314-01148-8 

本体 ¥2,100+税

*9784314011488*
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息子と狩猟に 
服部 文祥 著 
新潮社 
圧倒的なリアリティと息を呑む展開に震える表題作と、 も危険な山での極限下

の出来事を描く「K2」の 2 篇を収録。常に生死と向き合う登山家であり猟師である

著者が、生命の根源に文章表現で迫る。『新潮』掲載を単行本化。 

 
日本経済新聞 2017/07/22、朝日新聞 2017/07/23 

2017:6./ 173p 
978-4-10-351021-5 

本体 ¥1,600+税

*9784103510215*

 

間取りと妄想 
大竹 昭子 著 
亜紀書房 
13 の間取り図から広がる、シュールで奇妙な物語集。間取り図から広がる妄想

は、読む者に不思議な感覚と余韻を残す。さあ、みなさんも妄想の世界に迷い込

もう! 

 
日本経済新聞 2017/07/22、朝日新聞 2017/07/30 

2017:5./ 203p 
978-4-7505-1507-6 

本体 ¥1,400+税

*9784750515076*

 

ちいさな国で 
ガエル・ファイユ、加藤 かおり 著 
早川書房 
さまざまな民族が暮らすアフリカの小さな国、ブルンジで、少年ガブリエルは幸せ

な日々を送っていた。しかし、大統領暗殺をきっかけに内戦が勃発。平穏な生活

は音を立てて崩れていく…。内戦を生き延びた著者の自伝的小説。 

 
日本経済新聞 2017/07/22、朝日新聞 2017/07/30 

2017:6./ 255p 
978-4-15-209691-3 

本体 ¥1,900+税

*9784152096913*

 

日本の人口動向とこれからの社会～人口潮流が変える日本と世界～ 
森田 朗、国立社会保障・人口問題研究所 編 
森田 朗 著 
東京大学出版会 
個人の生き方から地域コミュニティ、一国の社会経済、世界の動勢まで、日本と世

界の人口動向について、さまざまな角度からの分析を紹介し、人口学の知見を提

供する。 

 
日本経済新聞 2017/07/22、毎日新聞 2017/07/30 

2017:5./ 9p,314p 
978-4-13-051139-1 

本体 ¥4,800+税

*9784130511391*

 

市場を創る～バザールからネット取引まで～(叢書《制度を考える》) 
ジョン・マクミラン 著 
ＮＴＴ出版 
「市場」はどのように「設計」されてきたか。経済学における新旧のアイディアを用

いて、異国風の市場や革新的市場、日常的な市場を徹底的に分析。教科書が教

えない「市場」の原理を解説した、新しい時代の経済学入門。 

 
日本経済新聞 2017/07/29 

2007:3./ 378p 
978-4-7571-2127-0 

本体 ¥3,400+税

*9784757121270*

 

完本 1976 年のアントニオ猪木(文春文庫) 
柳沢 健 著 
文芸春秋 
日本経済新聞 2017/07/29 

2009:3./ 493p 
978-4-16-775365-8 

本体 ¥860+税

*9784167753658*
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みちのくの人形たち 改版(中公文庫 ふ 2-5) 
深沢 七郎 著 
中央公論新社 
お産が近づくと?風を借りにくる村人たち、両腕のない仏さまと人形…。奇習と宿業

の中に生の暗闘を描いて世評高い表題作をはじめ、「秘戯」「アラビア狂想曲」な

ど、全 7 篇を収録。 

 
日本経済新聞 2017/07/29 

2012:5./ 247p 
978-4-12-205644-2 

本体 ¥590+税

*9784122056442*

 

楢山節考／東北の神武たち～深沢七郎初期短篇集～(中公文庫 ふ 2-7) 
深沢 七郎 著 
中央公論新社 
「楢山節考」で第 1 回中央公論新人賞を受賞した深沢七郎。受賞作をはじめとす

る初期短篇のほか、受賞の言葉、伊藤整・武田泰淳・三島由紀夫による選考後の

鼎談などを収録する。 

 
日本経済新聞 2017/07/29 

2014:9./ 349p 
978-4-12-206010-4 

本体 ¥920+税

*9784122060104*

 

シンギュラリティは近い～人類が生命を超越するとき～ エッセンス版 
レイ・カーツワイル、NHK 出版 編 
レイ・カーツワイル、井上 健 著 
ＮＨＫ出版 
フューチャリストとして技術的特異点(シンギュラリティ)の到来をいち早く予見し、現

在は AI(人工知能)開発を指揮するレイ・カーツワイルの名著「ポスト・ヒューマン誕

生」の主要部分をまとめたエッセンス版。 

 
日本経済新聞 2017/07/29 

2016:4./ 254p 
978-4-14-081697-4 

本体 ¥1,500+税

*9784140816974*

 

新明解国語辞典 第 7 版 
笹原 宏之 編 
三省堂 
ことばの本質をとらえる国語辞典の決定版。7 万 7 千 5 百項目を収録。「文法」欄

を新設し、新「常用漢字表」に完全対応。形容詞項目を全面的に見直した第 7
版。特装青版。 

 
日本経済新聞 2017/07/29 

2017:2./ 46p,1,679p 
978-4-385-13109-2 

本体 ¥3,000+税

*9784385131092*

 

戸籍と無戸籍～「日本人」の輪郭～ 
遠藤 正敬 著 
人文書院 
近代日本において無戸籍者の存在は、政治・社会問題であり、国際問題でもあっ

た。現代では家族生活の多様化に伴い、戸籍の必要性そのものが問われてい

る。無戸籍者の歴史的変遷を辿り「日本人」の輪郭を改めて捉え返す。 

 
日本経済新聞 2017/07/29 

2017:5./ 380p 
978-4-409-24117-2 

本体 ¥4,200+税

*9784409241172*
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現代経済学のヘーゲル的転回～社会科学の制度論的基礎～(叢書《制度を考え

る》) 
カーステン・ヘルマン=ピラート、イヴァン・ボルディレフ、岡本 裕一朗、瀧澤 弘

和 著 
ＮＴＴ出版 
鬼才 H・ヘルマン＝ピラートがヘーゲルの専門家と組んで、経済学の一新を目論

む。西洋哲学の極北であるヘーゲルが経済学の中で蘇る。 

 
日本経済新聞 2017/07/29 

2017:6./ 13p,405p 
978-4-7571-2340-3 

本体 ¥5,500+税

*9784757123403*

 

医療者が語る答えなき世界～「いのちの守り人」の人類学～(ちくま新書 1261) 
磯野 真穂 著 
筑摩書房 
医療現場にはお堅いイメージがある。しかし、そこにはあいまいで豊かな世界が広

がっている。医療者の本心に迫るフィールドワーク。 

 
日本経済新聞 2017/07/29 

2017:6./ 231p 
978-4-480-06966-5 

本体 ¥800+税

*9784480069665*

 

限界国家～人口減少で日本が迫られる 終選択～(朝日新書 620) 
毛受 敏浩 著 
朝日新聞出版 
移民から「次世代日本人」を育てる政策を! いまの暮らしが将来も持続できる体制

と安心を、日本人が人口減の中で実現することを目指していくために、さまざまな

視点を踏まえて、移民受け入れの必要性を説く。 

 
日本経済新聞 2017/07/29 

2017:6./ 271p 
978-4-02-273720-5 

本体 ¥780+税

*9784022737205*

 

中国ナショナリズム～民族と愛国の近現代史～(中公新書 2437) 
小野寺 史郎 著 
中央公論新社 
西洋列強や日本に蚕食されてきた 19 世紀半ばから、日本の侵攻、さらに戦後中

国が強大化するなか、中華民族にとってナショナリズムとは何であったのか。清末

から現代までの 120 年の歴史のなかで読み解く。 

 
日本経済新聞 2017/07/29 

2017:6./ 4p,262p 
978-4-12-102437-4 

本体 ¥860+税

*9784121024374*

 

シリコンバレー式よい休息～ 高のパフォーマンスを出すための～ 
アレックス・スジョン�キム・パン、野中 香方子 著 
日経ＢＰ社 
創造性を刺激する「戦略的休息」を取ろう! 優れた仕事をする上で欠かせない休

息。朝の日課から、昼寝、運動、長期休暇まで、創造性を刺激し維持する、よい休

息の取り方を解説する。 

 
日本経済新聞 2017/07/29 

2017:5./ 349p 
978-4-8222-5521-3 

本体 ¥1,600+税

*9784822255213*

 

シンギュラリティ・ビジネス～AI 時代に勝ち残る企業と人の条件～(幻冬舎新書 

さ-18-1) 
齋藤 和紀 著 
幻冬舎 
あらゆる技術は未曽有のスピードで進化し、これまで富を生んできた技術が非収

益化。AI に仕事を奪われる危機に晒されている。そんな中で成長を遂げるビジネ

スは何か? シンギュラリティに向かう時代のビジネスを読み解く。 

 
日本経済新聞 2017/07/29 

2017:5./ 193p 
978-4-344-98457-8 

本体 ¥780+税

*9784344984578*
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半身棺桶(ちくま文庫 や 22-39) 
山田 風太郎 著 
筑摩書房 
「 大の滑稽事は自分の死」――人間の死に方に思いを馳せ、世相を眺め、麻

雀を楽しみ、チーズの肉トロに舌鼓を打つ。絶品エッセイ集。解説 荒山徹 

 
日本経済新聞 2017/07/29 

2017:7./ 434p 
978-4-480-43458-6 

本体 ¥1,000+税

*9784480434586*

 

日本経済再生 25 年の計～金融・資本市場の新見取り図～ 
池尾 和人、幸田 博人 著 
日本経済新聞出版社 
アカデミズムからのマクロ的アプローチと、ビジネスサイドからの実務的アプローチ

の両輪により、日本経済再生に向けての課題やその解決方法を「国家 25 年の

計」という観点で示す。著者たちによる座談会も収録。 

 
日本経済新聞 2017/07/29 

2017:6./ 303p 
978-4-532-35732-0 

本体 ¥1,800+税

*9784532357320*

 

戦禍に生きた演劇人たち～演出家・八田元夫と「桜隊」の悲劇～ 
堀川 惠子 著 
講談社 
戦禍の中に自由を奪われ、手足を縛られ、重い枷をはめられ、それでも芝居の世

界に生きた舞台人たちがいた。演出家・八田元夫の膨大な遺品をもとに、広島に

散った桜隊をはじめとする戦前戦中戦後の演劇史を綴る。 

 
日本経済新聞 2017/07/29 

2017:7./ 363p 
978-4-06-220702-7 

本体 ¥1,800+税

*9784062207027*

 

ヘンリー・スティムソン回顧録<下> 
ヘンリー・L.スティムソン、マックジョージ・バンディ、中沢 志保、藤田 怜史 著 
国書刊行会 
パールハーバーから原爆投下へ。20 世紀前半、フィリピン総督、国務長官、陸軍

長官等、アメリカ政府の要職に就き、原爆投下など数々の政策決定に、その中核

メンバーとして参画したヘンリー・スティムソンの回顧録。 

 
日本経済新聞 2017/07/29 

2017:6./ 416p,13p 
978-4-336-06149-2 

本体 ¥4,800+税

*9784336061492*

 

ヘンリー・スティムソン回顧録<上> 
ヘンリー・L.スティムソン、マックジョージ・バンディ、中沢 志保、藤田 怜史 著 
国書刊行会 
アメリカはいかなる問題を抱えていたのか。20 世紀前半、フィリピン総督、国務長

官、陸軍長官等、アメリカ政府の要職に就き、原爆投下など数々の政策決定に、

その中核メンバーとして参画したヘンリー・スティムソンの回顧録。 

 
日本経済新聞 2017/07/29 

2017:6./ 377p 
978-4-336-06148-5 

本体 ¥4,600+税

*9784336061485*

 

アリ対猪木～アメリカから見た世界格闘史の特異点～ 
ジョシュ・グロス、棚橋 志行、柳澤 健 著 
亜紀書房 
仕掛けたのは、全米の覇権を目論む WWWF のビンス・マクマホン。ボクシング界

のボブ・アラムは、革新的な衛星中継で巨利を狙った-。14 億人が目撃した異種

格闘技戦「アリ対猪木」の裏側に迫る。米国発ノンフィクション。 

 
日本経済新聞 2017/07/29 

2017:6./ 355p 
978-4-7505-1510-6 

本体 ¥1,800+税

*9784750515106*
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芥川追想(岩波文庫 31-201-2) 
石割 透 編 
岩波書店 
没後 90 年、近代文学の鬼才・芥川竜之介の素顔に迫る回想集。菊池寛、志賀直

哉、佐藤春夫、土屋文明など芥川と関わった 48 人が、作家の愛惜やまざる面影

と真実を語る。 

 
日本経済新聞 2017/07/29 

2017:7./ 525p 
978-4-00-312012-5 

本体 ¥1,000+税

*9784003120125*

 

リラとわたし(ナポリの物語 1) 
エレナ・フェッランテ、飯田 亮介 著 
早川書房 
本好きで真面目なエレナと、天才的な頭脳を持つ反逆児リラ。10 歳で出会ったふ

たりは、たよりあい、反発しあいながらも、変わりゆく 1950 年代のナポリで成長して

ゆく…。ナポリが生んだ個性豊かな 2 人の少女の物語。 

 
日本経済新聞 2017/07/29 

2017:7./ 427p 
978-4-15-209698-2 

本体 ¥2,100+税

*9784152096982*

 

「あて字」の日本語史 
田島 優 著 
風媒社 
あて字は、いつ、どのように誕生したのか? 身近なメディアの世界であて字がどの

ように活用されているか、国語辞書ではあて字はどのように扱われているかを解説

するとともに、古代から現代まで、あて字の歴史的変遷を辿る。 

 
日本経済新聞 2017/07/29 

2017:6./ 239p 
978-4-8331-2094-4 

本体 ¥2,200+税

*9784833120944*

 

夜明けの約束(世界浪曼派) 
ロマン・ガリ、岩津 航 著 
共和国/editorial republica 
狂おしいまでの母の愛を、全身で受けとめる私の愛-。純粋なふたつの愛の遍歴

を描く。作家で外交官、女優ジーン・セバーグの伴侶にして、拳銃自殺を遂げた

ガリの代表作であり、戦後フランスを象徴する自伝小説の白眉。 

 
日本経済新聞 2017/07/29、読売新聞 2017/07/30 

2017:6./ 333p 
978-4-907986-40-7 

本体 ¥2,600+税

*9784907986407*

 

ちひろのお城～千明初美作品集～ 
千明 初美 著 
復刊ドットコム 
昭和 40 年代から 50 年代にかけての少年少女の日常を抒情豊かに描いた少女

漫画。「ちひろのお城」「いちじくの恋」「涙がでちゃう」など、5 話をセレクト。未収

録作品の名シーンを再構成した作品紹介も収録。 

 
毎日新聞 2017/07/01 

2017:1./ 269p 
978-4-8354-5418-4 

本体 ¥2,000+税

*9784835454184*

 

デンジャラス 
桐野 夏生 著 
中央公論新社 
君臨する男。寵愛される女たち。文豪・谷崎潤一郎が築き上げた理想の<家族帝

国>と、そこで繰り広げられる妖しい四角関係-。桐野夏生が、燃えさかる作家の

「業」を描く。『婦人公論』連載に加筆・修正して単行本化。 

 
毎日新聞 2017/07/01 

2017:6./ 287p 
978-4-12-004985-9 

本体 ¥1,600+税

*9784120049859*
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水底は京の朝 
岩下 悠子 著 
新潮社 
人見知りの新人女性監督と人間嫌いな脚本家。虚構と真実の境界線で 2 人が見

たものとは? 連続ドラマ制作中の 2 人にせまる邪な闇と謎。名女優や片腕の男た

ちも巻き込み、撮影は進行するが…。『小説新潮』掲載等を書籍化。 

 
毎日新聞 2017/07/01 

2017:6./ 246p 
978-4-10-351041-3 

本体 ¥1,500+税

*9784103510413*

 

私の釣魚大全(文春文庫) 
開高 健 著 
文芸春秋 
毎日新聞 2017/07/02 

1978:8./ 334p 
978-4-16-712702-2 

本体 ¥590+税

*9784167127022*

 

天文対話<下>(岩波文庫) 
ガリレオ・ガリレイ 著 
岩波書店 
毎日新聞 2017/07/02 

1961:4./ 295p 
978-4-00-339062-7 

本体 ¥553+税

*9784003390627*

 

天文対話<上>(岩波文庫) 
ガリレオ・ガリレイ 著 
岩波書店 
毎日新聞 2017/07/02 

1959:8./ 439p 
978-4-00-339061-0 

本体 ¥800+税

*9784003390610*

 

渋江抽斎 改版(岩波文庫) 
森 鴎外 著 
岩波書店 
毎日新聞 2017/07/02 

1999:5./ 389p 
978-4-00-310058-5 

本体 ¥800+税

*9784003100585*

 

医療にたかるな(新潮新書 513) 
村上 智彦 著 
新潮社 
弱者のふりをして医療費をムダ遣いする高齢者、医療ミスを捏造するマスコミ…。

地域医療の 前線でたたかう医師が、医療にたかる恥知らずな人々に宣戦布告! 
日本の未来を喰いものにする甘えとごまかしの構造を容赦なく斬る。 

 
毎日新聞 2017/07/02 

2013:3./ 190p 
978-4-10-610513-5 

本体 ¥680+税

*9784106105135*

 

大江戸釣客伝<上>(講談社文庫 ゆ 3-9) 
夢枕 獏 著 
講談社 
元禄の世の釣り勝負の妙、名人の業。絵師朝湖と俳人其角が釣り上げた土左衛

門の正体は? 古の釣り指南書「何羨録」を著した津軽采女を中心に、釣りに憑

かれた人々の活躍を描く。 

 
毎日新聞 2017/07/02 

2013:5./ 425p 
978-4-06-277554-0 

本体 ¥676+税

*9784062775540*



 91  

 

大江戸釣客伝<下>(講談社文庫 ゆ 3-10) 
夢枕 獏 著 
講談社 
釣り船禁止令で朝湖は島流しとなり、支援の秘策が練られる。地震による火災と津

波。釣り人たちの運命は? 古の釣り指南書「何羨録」を著した津軽采女を中心

に、釣りに憑かれた人々の活躍を描く。 

 
毎日新聞 2017/07/02 

2013:5./ 414p 
978-4-06-277555-7 

本体 ¥676+税

*9784062775557*

 

ガリレオ～望遠鏡が発見した宇宙～(中公新書 2239) 
伊藤 和行 著 
中央公論新社 
天体観測の成果や他の学者との論争を通して、ガリレオが見た宇宙を追体験しよ

う-。望遠鏡で月のクレーターや木星の衛星などを発見したガリレオ。著作等の史

料をもとに、ガリレオの「もっとも輝いた日々」をいきいきと描く。 

 
毎日新聞 2017/07/02 

2013:10./ 3p,212p 
978-4-12-102239-4 

本体 ¥780+税

*9784121022394*

 

運命の選択 1940-41～世界を変えた 10 の決断～<上> 
イアン・カーショー、河内 隆弥 著 
白水社 
第二次大戦の趨勢と戦後の支配と構造を決めた、米英ソ、日独伊の首脳たちが

下した決断に至る道程を詳説する大著。 

 
毎日新聞 2017/07/02 

2014:10./ 397p 
978-4-560-08396-3 

本体 ¥3,800+税

*9784560083963*

 

運命の選択 1940-41～世界を変えた 10 の決断～<下> 
イアン・カーショー、河内 隆弥 著 
白水社 
第二次大戦の趨勢と戦後の支配と構造を決めた、米英ソ、日独伊の首脳たちが

下した決断に至る道程を詳説する大著。 

 
毎日新聞 2017/07/02 

2014:10./ 263p,141p 
978-4-560-08397-0 

本体 ¥3,800+税

*9784560083970*

 

ヒトラー<上> 1889-1936 傲慢 
イアン・カーショー 著 
白水社 
「ヒトラー研究」の金字塔。学識と読みやすさを兼ね備え、複雑な構造的要因の移

りゆきを解明。英国の泰斗による評伝の決定版! 

 
毎日新聞 2017/07/02 

2015:12./ 611p,190p 
図版 32p 
978-4-560-08448-9 

本体 ¥8,000+税

*9784560084489*

 

ヒトラー<下> 1936-1945 天罰 
イアン・カーショー 著 
白水社 
学識と読みやすさを兼ね備え、ヒトラーをヒトラーたらしめる複雑な構造的要因の

移りゆきを解明した、英国の泰斗による評伝。下は、権威の絶頂から総統地下壕

の 期までの後半生を活写する。写真も豊富に収録。 

 
毎日新聞 2017/07/02 

2016:4./ 870p,274p 図

版 48p 
978-4-560-08449-6 

本体 ¥11,000+税

*9784560084496*
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獲物山～服部文祥のサバイバルガイド～(SAKURA MOOK 93) 
服部 文祥 著 
笠倉出版社 
北海道日高、福島県南会津、新潟県下田川内…。服部文祥が獲物を求めて山に

入った「獲物山」の記録。サバイバル登山の基礎知識、装備&食材なども紹介す

る。『フィールダー』掲載をもとに加筆、再編集。 

 
毎日新聞 2017/07/02 

2017:2./ 130p 
978-4-7730-5800-0 

本体 ¥1,600+税

*9784773058000*

 

地獄の淵から～ヨーロッパ史 1914-1949～(シリーズ近現代ヨーロッパ 200 年史) 
イアン・カーショー 著 
白水社 
英国の泰斗が 20 世紀前半を通観。二度の世界大戦を軸に、政治・経済・文化と

各地域を網羅、学識と読みやすさを兼ね備えた決定版! 

 
毎日新聞 2017/07/02 

2017:2./ 480p,32p 図

版 16p 
978-4-560-09536-2 

本体 ¥6,200+税

*9784560095362*

 

ぼくの死体をよろしくたのむ 
川上 弘美 著 
小学館 
彼の筋肉の美しさに恋をした<わたし>、魔法を使う子供、猫にさらわれた<小さい

人>…。恋愛小説から SF まで、ジャンル分け不能な、奇妙で愛しい物語全 18 篇

を収録。『クウネル』『つるとはな』等掲載を書籍化。 

 
毎日新聞 2017/07/02 

2017:2./ 251p 
978-4-09-386455-8 

本体 ¥1,500+税

*9784093864558*

 

百と卍(onBLUE コミックス) 
紗久楽 さわ 著 
祥伝社 
元・陰間の百樹(ももき)は、ある雨の日に卍(まんじ)に出逢い拾われた。陰間の仕

事としてではなく、やさしく愛おしく恋人として抱かれる瞬間はまるで夢のようで…
江戸漫画の革命児が描く、初の BL 作品、満を持して発売! 

 
毎日新聞 2017/07/02 

2017:2./ 200p 
978-4-396-78407-2 

本体 ¥680+税

*9784396784072*

 

役に立たない読書(インターナショナル新書 009) 
林 望 著 
集英社インターナショナル 
書誌学が専門のリンボウ先生が「自分が読みたい本を読むべき。読書に貴賎な

し」と、読書の楽しみ方を惜しみなく披露。古典の魅力から蔵書整理法まで、書物

に触れる真の歓びに満ちた著者初の読書論! 

 
毎日新聞 2017/07/02 

2017:4./ 205p 
978-4-7976-8009-6 

本体 ¥720+税

*9784797680096*

 

ジュリエットのいない夜 
鴻上 尚史 著 
集英社 
世界一有名なカップル〈ロミオとジュリエット〉が現代を舞台に甦る!人生の達人・鴻

上尚史が描く、ロミオになるはずだった男たち、ジュリエットになれなかった女たち

の苦悩と悲哀、嫉妬と破滅。 

 
毎日新聞 2017/07/02 

2017:4./ 194p 
978-4-08-771108-0 

本体 ¥1,400+税

*9784087711080*
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黴 | 爛(講談社文芸文庫 と C3) 
徳田 秋声 著 
講談社 
日本自然主義文学を確立した「黴」と、その更なる発展を示す「爛」。『あらくれ』へ

と到る秋声文学円熟期の代表的中篇２篇を収録する 

 
毎日新聞 2017/07/02 

2017:4./ 381p 
978-4-06-290342-4 

本体 ¥1,700+税

*9784062903424*

 

小説のしくみ～近代文学の「語り」と物語分析～ 
菅原 克也 著 
東京大学出版会 
より豊かに読むために。物語論と日本近代文学との出会い-。芥川龍之介、安部

公房、泉鏡花、太宰治、永井荷風、夏目漱石など、魅力的な日本近代文学の作

品を例に、地に足ついた日本語で文学理論を語りなおす。 

 
毎日新聞 2017/07/02 

2017:4./ 8p,396p,24p 
978-4-13-083070-6 

本体 ¥3,600+税

*9784130830706*

 

強の地域医療(ベスト新書 547) 
村上 智彦 著 
ベストセラーズ 
夕張を変えた医師が「患者」になったら、都会にはできない医療が見えてきた-。医

師であり患者である立場から医療の問題点や、高齢者医療、地方が抱えている医

療問題の解決策などを語る。 

 
毎日新聞 2017/07/02 

2017:4./ 188p 
978-4-584-12547-2 

本体 ¥800+税

*9784584125472*

 

星界の報告(講談社学術文庫 2410) 
ガリレオ・ガリレイ 著 
講談社 
わずか数カ月で当時 高の性能をもつ望遠鏡の製作に成功したガリレオ・ガリレ

イ。彼がレンズの先に目にした宇宙の姿とは? 月の表面から天の川、木星の衛星

まで、人類初の詳細な天体観測の貴重な記録を新訳。 

 
毎日新聞 2017/07/02 

2017:5./ 120p 
978-4-06-292410-8 

本体 ¥600+税

*9784062924108*

 

世界の地方創生～辺境のスタートアップたち～ 
松永 安光、徳田 光弘、中橋 恵、鈴木 裕一、宮部 浩幸、漆原 弘、鷹野 敦 
著 
学芸出版社 
地方創生は日本だけの課題ではない。山村、農村、旧市街地の先進的な取組を

各地からレポート。同分野初めての世界の事例紹介本。 

 
毎日新聞 2017/07/02 

2017:6./ 217p,3p 
978-4-7615-2645-0 

本体 ¥2,000+税

*9784761526450*

 

乙女のための歌舞伎手帖 
河出書房新社 
歌舞伎入門ガイド!坂東巳之助、中村米吉、皆川博子、木原敏江、近藤史恵、榎

田ユウリ、松田奈緒子、はるな檸檬、紗久楽さわ、ほか。 

 
毎日新聞 2017/07/02 

2017:6./ 159p 
978-4-309-27847-6 

本体 ¥1,300+税

*9784309278476*
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小樽蔵めぐりイラスト帖 
今村 敏明 著 
北海道新聞社 
小樽ゲストハウス・パスタクラブ蔵、北海道タオル倉庫、小樽運河食堂…。古くて

新しい商都・小樽の、運河沿いの倉庫群から路地裏の蔵まで、歴史を語る 115 棟

をイラストで紹介します。 

 
毎日新聞 2017/07/02 

2017:6./ 159p 
978-4-89453-868-9 

本体 ¥1,600+税

*9784894538689*

 

ワンオペ育児～わかってほしい休めない日常～ 
藤田 結子 著 
毎日新聞出版 
働く母親はいつまで上司と同僚に謝り続けるのか。父親たちは育児をしないの

か、できないのか-。気鋭の社会学者が、朝から晩まで働きづめの母親たちの実情

に迫る。毎日新聞のビジネスサイト『経済プレミア』連載を書籍化。 

 
毎日新聞 2017/07/02、読売新聞 2017/07/23 

2017:6./ 215p 
978-4-620-32446-3 

本体 ¥1,300+税

*9784620324463*

 

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。 

 
毎日新聞 2017/07/02、毎日新聞 2017/07/23 

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

本体 ¥940+税

*9784151200700*

 

ニュルンベルクのマイスタージンガー 
ワーグナー 著 
白水社 
ワーグナー唯一の喜劇である「ニュルンベルクのマイスタージンガー」。ユートピア

の挽歌、同床異夢のアンサンブルの世界を、詳細な音楽注と訳注、解題により解

き明かす。ドイツ語の台本と日本語訳を見開きで掲載。 

 
毎日新聞 2017/07/09 

2007:4./ 236p 
978-4-560-02665-6 

本体 ¥6,000+税

*9784560026656*

 

日独関係史 一八九〇－一九四五<1> 総説/東アジアにおける邂逅 
工藤 章、田嶋信雄 著 
東京大学出版会 
日独関係の歴史像の形成に寄与するシリーズ。1 巻はシリーズ全体の総説と、

1920 年代までの日独関係に焦点をあてた論文で構成。 

 
毎日新聞 2017/07/09 

2008:1. 
978-4-13-025121-1 

本体 ¥5,600+税

*9784130251211*

 

日独関係史 一八九〇－一九四五<2> 枢軸形成の多元的力学 
工藤 章、田嶋信雄 著 
東京大学出版会 
第二次世界大戦期における日独関係は、日独伊三国同盟という枢軸形成の過程

と、内政的変動に彩られている。その内実を明らかにする。 

 
毎日新聞 2017/07/09 

2008:2. 
978-4-13-025122-8 

本体 ¥5,600+税

*9784130251228*
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日独関係史 一八九〇－一九四五<3> 体制変動の社会的衝撃 
工藤 章、田嶋信雄 著 
東京大学出版会 
個人レベルの日独関係が、軍国主義やナチズムの台頭を背景とする国家間関係

の規定を免れ得なかった時代を、いまあらためて検証する。 

 
毎日新聞 2017/07/09 

2008:3. 
978-4-13-025123-5 

本体 ¥5,600+税

*9784130251235*

 

羆嵐(新潮文庫) 
吉村 昭 著 
新潮社 
毎日新聞 2017/07/09 

1982:11./ 226p 
978-4-10-111713-3 

本体 ¥520+税

*9784101117133*

 

ナチズム極東戦略～日独防共協定を巡る諜報戦～(講談社選書メチエ) 
田嶋 信雄 著 
講談社 
一枚岩と思われがちなナチス・ドイツだが、日独防共協定にはじまる極東戦略を

めぐっては、党・外務省・国防軍の間で、熾烈な権力闘争が起きていた。大戦へ

の発火点となった協定を巡る諜報戦を精緻に検証。〈ソフトカバー〉 

 
毎日新聞 2017/07/09 

1997:2./ 254p 
978-4-06-258096-0 

本体 ¥1,456+税

*9784062580960*

 

ヴァーグナーと反ユダヤ主義～「未来の芸術作品」と 19 世紀後半のドイツ精神

～(叢書ビブリオムジカ) 
鈴木 淳子 著 
アルテスパブリッシング 
人類愛を謳い上げる理想主義には、恐るべき現実性がひそんでいた。作曲家ヴ

ァーグナーに影響を与えた「反ユダヤ主義」との関係を、音楽作品、論文、書簡、

妻コージマの日記、同時代の資料などをもとに徹底的に洗い直す。 

 
毎日新聞 2017/07/09 

2011:6./ 6p,296p 
978-4-903951-44-7 

本体 ¥3,000+税

*9784903951447*

 

高慢と偏見<上>(光文社古典新訳文庫 KA オ 1-1） 
ジェーン・オースティン 著 
光文社 
毎日新聞 2017/07/09 

2011:11./ 359p 
978-4-334-75240-8 

本体 ¥920+税

*9784334752408*

 

高慢と偏見<下>(光文社古典新訳文庫 KA オ 1-2） 
ジェーン・オースティン 著 
光文社 
毎日新聞 2017/07/09 

2011:11./ 375p 
978-4-334-75241-5 

本体 ¥920+税

*9784334752415*

 

新編ワーグナー(平凡社ライブラリー 796) 
三光 長治 著 
平凡社 
ワーグナー研究の第一人者がこの巨大な芸術家の生涯を適確な視点を設定して

興味深く語り、全体像を見事に彫琢する。元本を大幅増補。 

 
毎日新聞 2017/07/09 

2013:9./ 303p 
978-4-582-76796-4 

本体 ¥1,400+税

*9784582767964*
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日本陸軍の対ソ謀略～日独防共協定とユーラシア政策～ 
田嶋 信雄 著 
吉川弘文館 
日独関係深化の契機となった日独防共協定はいかに締結されたか。諜報・謀略

活動、航空路整備、対イスラーム政策など、陸軍の対ソ工作から再考。内実に不

明な点が多い防共協定の全体像を解明し、両国の戦略的関係に迫る。 

 
毎日新聞 2017/07/09 

2017:2./ 9p,201p,3p 
978-4-642-08315-7 

本体 ¥2,800+税

*9784642083157*

 

『医心方』事始～日本 古の医学全書～ 
槇 佐知子 著 
藤原書店 
宮廷医・丹波康頼が 984 年に朝廷に献上した「医心方」は、現存する我が国 古

の医学全書である。現代医学を超える理論や処方があり、民俗学や考古学や宗

教史などに新たな視座を提供する同書の魅力を余すところなく紹介する。 

 
毎日新聞 2017/07/09 

2017:5./ 16p,380p 
978-4-86578-112-0 

本体 ¥4,600+税

*9784865781120*

 

「生きものらしさ」をもとめて 
大沢 文夫 著 
藤原書店 
機械とは違う「生きている」という「状態」とは何か。生物物理の第一人者が、「生き

ものらしさ」の出発点“自発性”への問いから、「生きもの」の本質にやわらかく迫

る。2010 年「藤原書店 20 周年」記念講演も収録。 

 
毎日新聞 2017/07/09 

2017:4./ 187p 
978-4-86578-117-5 

本体 ¥1,800+税

*9784865781175*

 

古歌そぞろ歩き 
島田 修三 著 
本阿弥書店 
奥知れぬ古典の森をそぞろ歩いては、心を動かされた和歌のスケッチやメモなど

を書き綴った記録。味わい深い古歌 200 首の鑑賞を収録した、豊かな古典和歌

の森が広がる一書。『歌壇』連載を単行本化。 

 
毎日新聞 2017/07/09 

2017:2./ 253p 
978-4-7768-1296-8 

本体 ¥2,800+税

*9784776812968*

 

結婚差別の社会学 
齋藤 直子 著 
勁草書房 
被差別部落出身者との恋愛や結婚を、出自を理由に反対する「結婚差別」。家族

間の対立、交渉、破局、和解等のプロセスと差別の実態を、聞き取りデータの分

析から解明。相談・支援活動の事例から「乗り越え方」のヒントを探る。 

 
毎日新聞 2017/07/09 

2017:5./ 14p,283p,11p 
978-4-326-65408-6 

本体 ¥2,000+税

*9784326654086*

 

日英ことわざ文化事典 
山田 雅重、亀田 尚己、ライアン・スミザース 著 
丸善出版 
日本語と英語の主な「ことわざ」や「慣用句」などの比喩的表現を約 600 項目取り

上げ、それぞれの由来や語義をわかりやすく解説。 

 
毎日新聞 2017/07/09 

2017:6./ 19p,316p 
978-4-621-30166-1 

本体 ¥3,800+税

*9784621301661*
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世界史を創ったビジネスモデル(新潮選書) 
野口 悠紀雄 著 
新潮社 
世界史における 3 つの物語、「古代ローマ帝国の建設と衰退」「海洋国家の勃興」

「現代における情報革命」を取り上げ、この中から、ビジネスモデルを考える際の

参考事例を引き出す。『週刊新潮』連載を単行本化。 

 
毎日新聞 2017/07/09 

2017:5./ 455p 
978-4-10-603804-4 

本体 ¥1,700+税

*9784106038044*

 

日本再生は、生産性向上しかない! 
デービッド・アトキンソン 著 
飛鳥新社 
観光をサービス産業改革の起爆剤に! 海外からの客観的な見方とアナリスト経験

をもとに、「事なかれ主義」「論理的思考が苦手」などの「日本病」克服策を示す。

二階俊博らとの対談も収録。『月刊 WiLL』等連載を編集。 

 
毎日新聞 2017/07/09 

2017:6./ 222p 
978-4-86410-548-4 

本体 ¥1,296+税

*9784864105484*

 

判断のデザイン(TED ブックス) 
チップ・キッド、坪野 圭介 著 
朝日出版社 
何事も第一印象がすべて。その見た目をどう判断し、どうデザインすれば良いだろ

う? 世界一有名なブックデザイナーが、身の回りにある様々なデザインの実例をも

とに、明瞭/不可解の尺度で世界の見方を再定義する。 

 
毎日新聞 2017/07/09 

2017:6./ 146p 
978-4-255-01009-0 

本体 ¥1,700+税

*9784255010090*

 

深海散歩～極限世界のへんてこ生きもの～ 
藤倉 克則 著 
幻冬舎 
青い光を放つムラサキカムリクラゲ、色素がなく透明なスカシダコ、フリルのような

赤いエラのラブカ…。深海に棲む生物たちの魅惑の姿を写真で紹介し、 新研

究で判明した、彼らの生きる工夫をわかりやすく解説する。 

 
毎日新聞 2017/07/09 

2017:6./ 79p 
978-4-344-03137-1 

本体 ¥1,300+税

*9784344031371*

 

偽装死で別の人生を生きる 
エリザベス・グリーンウッド 著 
文藝春秋 
自ら死を装って金銭や暴力問題から逃れたい。だがそんなことができるのか。著

者自ら、偽装死の実体験者や失踪請負人、偽装の摘発者たちを取材すると共

に、自身の死亡証明書を手に入れるため、海外に飛んだ-。驚愕の実話。 

 
毎日新聞 2017/07/09、朝日新聞 2017/07/16 

2017:5./ 275p 
978-4-16-390650-8 

本体 ¥1,800+税

*9784163906508*

 

分解するイギリス～民主主義モデルの漂流～(ちくま新書 1262) 
近藤 康史 著 
筑摩書房 
ＥＵ離脱でイギリスは分解に向かいつつある。機能不全に陥った英国政治はもは

や民主主義のモデルたり得ないのか。危機の深層に迫る。 

 
毎日新聞 2017/07/09、日本経済新聞 2017/07/22 

2017:6./ 267p 
978-4-480-06970-2 

本体 ¥860+税

*9784480069702*
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俳句の底力～下総俳壇に見る俳句の実相～ 
秋尾 敏 著 
東京四季出版 
俳句結社「軸」の主宰として千葉県野田で「文学する」人々の生と俳句を見つめて

きた著者が、下総ゆかりの俳人・俳誌の歴史をひもとき、俳句のもつ本当の力を明

らかにする。タウン誌『月刊とも』連載等をまとめて単行本化。 

 
毎日新聞 2017/07/10 

2017:6./ 260p,6p 
978-4-8129-0907-2 

本体 ¥2,200+税

*9784812909072*

 

感情教育<上>(光文社古典新訳文庫 KA フ 10-1) 
フローベール 著 
光文社 
法律を学ぶためパリに出た青年フレデリックは、帰郷の船上で美しい人妻アルヌ

ー夫人に心奪われる。パリでの再会後、美術商の夫の店や社交界に出入りし、気

を惹こうとするが…。19 世紀フランス恋愛小説の 高傑作の新訳。 

 
毎日新聞 2017/07/16 

2014:10./ 562p 
978-4-334-75300-9 

本体 ¥1,340+税

*9784334753009*

 

感情教育<下>(光文社古典新訳文庫 KA フ 10-2) 
フローベール 著 
光文社 
思わぬ遺産がころがりこんできたフレデリックはパリに舞い戻り、アルヌー夫人に愛

をうちあけ、媾曳きの約束をとりつける。そして、運命のその日、二月革命が勃発

する…。19 世紀フランス恋愛小説の 高傑作の新訳。 

 
毎日新聞 2017/07/16 

2014:12./ 470p 
978-4-334-75303-0 

本体 ¥1,320+税

*9784334753030*

 

レ・ミゼラブル～Level 5～(ラダーシリーズ) 
ヴィクトル・ユーゴー、ニーナ・ウェグナー 著 
ＩＢＣパブリッシング 
毎日新聞 2017/07/16 

2015:4./ 133p 
978-4-7946-0335-7 

本体 ¥1,100+税

*9784794603357*

 

警察捜査の正体(講談社現代新書 2352) 
原田 宏二 著 
講談社 
職質、検問、通信傍受、DNA 鑑定、監視カメラ映像…。法律的にグレーな「警察

の犯罪捜査」がどんどん増えている! かつて「警察幹部の裏金の存在」を明かした

元北海道警警視長の警告の書。 

 
毎日新聞 2017/07/16 

2016:1./ 302p 
978-4-06-288352-8 

本体 ¥840+税

*9784062883528*

 

情報機関を作る～国際テロから日本を守れ～(文春新書 1075) 
吉野 準 著 
文藝春秋 
国家・国民の安全を守るためには情報機関の創設が不可欠である。ではどんな

組織をつくり、秘密情報をどう集めたらいいのか? 元警視総監がみずからの体験

をもとにインテリジェンスの極意を明かす。 

 
毎日新聞 2017/07/16 

2016:4./ 255p 
978-4-16-661075-4 

本体 ¥770+税

*9784166610754*
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19 世紀パリ時間旅行～失われた街を求めて～ 
鹿島 茂 著 
青幻舎 
フランス文学者・鹿島茂の『芸術新潮』連載「失われたパリの復元」をもとに、ナポ

レオン 3 世によるパリ大改造(1853-1870)以前と以後のパリの全体像に図像で迫

る。2017 年 4 月開催の展覧会図録。 

 
毎日新聞 2017/07/16 

2017:4./ 234p 
978-4-86152-591-9 

本体 ¥3,200+税

*9784861525919*

 

スノーデン日本への警告(集英社新書 0876) 
エドワード・スノーデン、青木 理、井桁 大介、金 昌浩、ベン・ワイズナー、マリ

コ・ヒロセ、宮下 紘 著 
集英社 
米国政府が行っていた大量監視の実態とメディアの役割等をあのスノーデンが明

快に解説。後半はスノーデンの顧問弁護士や公安事件に詳しいジャーナリストら

日米の精鋭が、監視問題の議論を深める。 

 
毎日新聞 2017/07/16 

2017:4./ 200p,2p 
978-4-08-720876-4 

本体 ¥720+税

*9784087208764*

 

五月の雪(CREST BOOKS) 
クセニヤ・メルニク、小川 高義 著 
新潮社 
ロシア極東の町マガダン。かつてシベリア強制収容所が置かれたこの土地にまつ

わる人々の、ドラマティックな出会いと別れ-。米国で注目を集めるロシア系移民作

家による、心を?む 9 篇の物語。 

 
毎日新聞 2017/07/16 

2017:4./ 317p 
978-4-10-590137-0 

本体 ¥2,000+税

*9784105901370*

 

失われたパリの復元～バルザックの時代の街を歩く～ 
鹿島 茂 著 
新潮社 
オスマン大改造で消滅したパリの街並みがよみがえる! 古いパリの街路の魅力を

銅版画に定着して歩いたマルシアルの銅版画集「いにしえのパリ」の図版を中心

に、パリの街並みを視覚的に復元する。カラー図版・地図を多数掲載。 

 
毎日新聞 2017/07/16 

2017:4./ 333p,11p 
978-4-10-407202-6 

本体 ¥10,000+税

*9784104072026*

 

歴史を社会に活かす～楽しむ・学ぶ・伝える・観る～ 
歴史学研究会 編 
東京大学出版会 
娯楽、教育、メディア、博物館という、歴史学と現代社会の 4 つの接点を取り上

げ、そのような場で歴史研究の成果がどのように活かされているのかや、活かされ

ずにいる理由について、現状と課題・展望を多角的に考察する。 

 
毎日新聞 2017/07/16 

2017:5./ 17p,310p,3p 
978-4-13-023073-5 

本体 ¥3,200+税

*9784130230735*

 

ホモピクトルムジカーリス～アートの進化史～ 
岩田 誠 著 
中山書店 
神経科学の独自の視点で音楽や文学・絵画を解説する多数の著作で知られる著

者が、「ヒト」はいかにして「表現者〈アーティスト〉」になったかについて、進化史の

形で解説。 

 
毎日新聞 2017/07/16 

2017:5./ 11p,232p 
978-4-521-74522-0 

本体 ¥2,800+税

*9784521745220*
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効かない健康食品 危ない自然・天然(光文社新書 885) 
松永 和紀 著 
光文社 
水素水、オーガニック、ジュースクレンズ…。ニセ情報が跋扈している「食」の世界

を、科学ジャーナリストが科学的根拠をもとに正しく読み解く。各項目の冒頭に「要

約」、文末に「チェックポイント」を掲載する。 

 
毎日新聞 2017/07/16 

2017:5./ 331p 
978-4-334-03991-2 

本体 ¥860+税

*9784334039912*

 

茄子の輝き 
滝口 悠生 著 
新潮社 
別れた妻の面影、震災後の不安な日々、同僚との他愛ない会話。熱を発し続ける

不確かな記憶をめぐる連作短篇 6 篇に、ある秋の休日の街と人々を鮮やかに切り

とる「文化」を併録。『新潮』『三田文学』等掲載を書籍化。 

 
毎日新聞 2017/07/16 

2017:6./ 221p 
978-4-10-335313-3 

本体 ¥1,600+税

*9784103353133*

 

日本の人事を科学する～因果推論に基づくデータ活用～ 
大湾 秀雄 著 
日本経済新聞出版社 
女性活用、働き方改革、採用、離職、中間管理職の役割、高齢化の 6 つのテー

マから、人事で企業内の課題を発見し解決するためのデータ分析をわかりやすく

解説。各章末には、さらに学びたい人に向けた読書案内も収録。 

 
毎日新聞 2017/07/16 

2017:6./ 251p 
978-4-532-32150-5 

本体 ¥2,300+税

*9784532321505*

 

流(講談社文庫 ひ 59-1) 
東山 彰良 著 
講談社 
1975 年、偉大なる総統の死の直後、愛すべき祖父が何者かに殺された。無軌道

に生きる 17 歳の葉秋生には、まだその意味はわからなかった-。大陸から台湾、

そして日本へ。歴史に刻まれた、一家の流浪と決断の軌跡を描く。 

 
毎日新聞 2017/07/16 

2017:7./ 497p 
978-4-06-293721-4 

本体 ¥880+税

*9784062937214*

 

図説米騒動と民主主義の発展 
歴史教育者協議会、井本 三夫、岩本 努、駒田 和幸、戸川 点 著 
民衆社 
日本の近代で 大の民衆運動だった 1918 年の米騒動を、各県ごとの動きに即し

て紹介する。また、1910 年代後期から米騒動をへて 1920 年代前半に大きく発展

した日本の民主主義の背景を解説する。 

 
毎日新聞 2017/07/23 

2004:12./ 623p 
978-4-8383-0913-9 

本体 ¥16,000+税

*9784838309139*

 

青春デンデケデケデケ 
芦原 すなお 著 
河出書房新社 
毎日新聞 2017/07/23 

1991:1./ 241p 
978-4-309-00662-8 

本体 ¥1,165+税

*9784309006628*
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或る「小倉日記」伝 改版(新潮文庫) 
松本 清張 著 
新潮社 
毎日新聞 2017/07/23 

1998:6./ 415p 
978-4-10-110902-2 

本体 ¥710+税

*9784101109022*

 

米騒動を知る～魚津フォーラム～ 
米蔵の会 編 
桂書房 
大正 7 年 7 月に魚津の浜で自然発生的非組織的に発生し、燎原の火のように全

国に広まった米騒動。日本の民生施策に大きな役割を果たした魚津の米騒動を

検証する。「NPO 法人米蔵の会」開催の講演会の内容を書籍化。 

 
毎日新聞 2017/07/23 

2013:12./ 345p 
978-4-905345-58-9 

本体 ¥2,000+税

*9784905345589*

 

資本主義の終焉と歴史の危機(集英社新書 0732) 
水野 和夫 著 
集英社 
長期にわたるゼロ金利が示すのは、投資しても利潤の出ない資本主義の「死」。こ

の現実を無視して、成長戦略を追求すれば日本は沈む! 大転換期に立つ今、日

本が取るべき道を展望する。 

 
毎日新聞 2017/07/23 

2014:3./ 218p 
978-4-08-720732-3 

本体 ¥740+税

*9784087207323*

 

米騒動とジャーナリズム～大正の米騒動から百年～ 
金澤 敏子、向井 嘉之、阿部 不二子、瀬谷 實 著 
梧桐書院 
全国に吹き荒れた、住民運動の先駆けである「富山の米騒動」から 100 年にあた

り、詳細な資料を元に明治から大正に至る米騒動の歴史をジャーナリズムの視点

で明らかにする。 

 
毎日新聞 2017/07/23 

2016:8./ 407p 
978-4-340-40219-9 

本体 ¥2,000+税

*9784340402199*

 

ミクロ動機とマクロ行動 
トーマス・シェリング、村井 章子 著 
勁草書房 
ノーベル経済学賞を受賞したシェリングの代表的著作。全体を構成する「個人」の

行動特性とその「全体」の特性の関係性を分析し「マクロの結果は個人の考えて

いるようにはならない」ことを解明する。ノーベル賞受賞講演も収録。 

 
毎日新聞 2017/07/23 

2016:11./ 8p,305p,8p 
978-4-326-55076-0 

本体 ¥2,700+税

*9784326550760*

 

集団就職～高度経済成長を支えた金の卵たち～ 
澤宮 優 著 
弦書房 
彼ら彼女らの存在がなければ、戦後復興、経済成長はなかった-。昭和 30 年代?
昭和 50 年代前半の<集団就職>という社会現象の実態を、経験者たちへの聞き

書きから明らかにし、働くことの本質を問い直す。 

 
毎日新聞 2017/07/23 

2017:4./ 261p 
978-4-86329-151-5 

本体 ¥2,000+税

*9784863291515*
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ソニア・ウェイワードの帰還(論創海外ミステリ 189) 
マイケル・イネス、福森 典子 著 
論創社 
女流ロマンス小説家ソニア・ウェイワードがヨットの中で急死した。妻の収入に頼っ

て生きている夫ペティケートは、妻の死体を海に投げ捨て、その死を隠そうとす

る。しかし、綻びだらけの?は次々とボロを出し始め…。 

 
毎日新聞 2017/07/23 

2017:4./ 252p 
978-4-8460-1604-3 

本体 ¥2,200+税

*9784846016043*

 

閉じてゆく帝国と逆説の 21 世紀経済(集英社新書 0883) 
水野 和夫 著 
集英社 
資本主義の終焉で、世界経済の常識が大逆転。成長を追求すれば企業は打撃

を受け、国家は秩序を失うのだ。生き残るのは「閉じた経済圏」を確立した帝国だ

け。歴史の大転換期に日本の行くべき道を描く! 

 
毎日新聞 2017/07/23 

2017:5./ 270p 
978-4-08-720883-2 

本体 ¥780+税

*9784087208832*

 

現代詩試論  |  詩人の設計図(講談社文芸文庫 お O7) 
大岡 信 著 
講談社 
散文でどこまで詩の領域に近づけるか、拡大出来るか-。多彩な詩作と批評活動

で現代詩壇を牽引してきた大岡信の原点ともいうべき「現代詩試論」と「詩人の設

計図」を併録した詩論集。 

 
毎日新聞 2017/07/23 

2017:6./ 367p 
978-4-06-290352-3 

本体 ¥1,700+税

*9784062903523*

 

交換・権力・文化～ひとつの日本中世社会論～ 
桜井 英治 著 
みすず書房 
中世日本は贈与社会が行き着くべきひとつの極限段階を示していた。モース、ブ

ローデルらを視野に収め、日本中世社会の特質と変容を論じ、ドライで合理的な

中世人の精神に迫る。「贈与の歴史学」の著者による中世社会論。 

 
毎日新聞 2017/07/23 

2017:6./ 303p,5p 
978-4-622-08611-6 

本体 ¥5,200+税

*9784622086116*

 

鷹羽狩行俳句集成 
鷹羽 狩行、片山 由美子 編 
鷹羽 狩行 著 
ふらんす堂 
明晰な把握と独自の表現方法によって、有季定型俳句の新たな地平を開いた俳

人鷹羽狩行の俳句集成。既刊 21 句集に「誕生(定本)抄」等の作品を加えた全

11672 句を収録。著書解題・年譜・初句索引・季題索引付き。 

 
毎日新聞 2017/07/23 

2017:5./ 1,138p 
978-4-7814-0968-9 

本体 ¥15,000+税

*9784781409689*

 

私の名前はルーシー・バートン 
エリザベス・ストラウト、小川 高義 著 
早川書房 
予想外の長期入院をすることになった 30 代の作家。夫や幼い娘たちと離れ、孤

独に苦しむ彼女のもとを、疎遠だった母が訪れる。そして 2 人はぽつぽつと言葉

を交わしはじめ…。日常にひそむ様々な感情を繊細に描く。 

 
毎日新聞 2017/07/23 

2017:5./ 198p 
978-4-15-209681-4 

本体 ¥1,800+税

*9784152096814*
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縁助レジリエンス～医療機関の福島原発危機対応と避難～ 第 2 版 
日本再建イニシアティブ 著 
東洋出版 
福島原発事故時に、避難弱者たる病院がどのような問題に直面したのか、それを

どのように克服しようと試みたのか。福島第一原発から 20-30km 圏内に立地する

病院を対象に実地調査を行い、避難弱者の状況と課題を探究する。 

 
毎日新聞 2017/07/23 

2017:5./ 151p 
978-4-8096-7868-4 

本体 ¥1,500+税

*9784809678684*

 

今こそ、韓国に謝ろう 
百田 尚樹 著 
飛鳥新社 
日韓のあいだに横たわる、あらゆる問題を網羅した渾身の書き下ろし。あんなにや

やこしく見えた両国関係を、楽しみながらサクサク読めて納得できる筆致で綴っ

た、爆笑必至のまったく新しい「韓国論」。 

 
毎日新聞 2017/07/23 

2017:6./ 257p 
978-4-86410-556-9 

本体 ¥1,296+税

*9784864105569*

 

捕まえて、食べる 
玉置 標本 著 
新潮社 
え、埼玉でスッポン!? 臭～いホンオフェに鼻を摘み、多摩川の野草でなんちゃっ

て節約ライフ。ザ・狩猟＆料理。冒険は身近にあり！ 

 
毎日新聞 2017/07/23 

2017:7./ 158p 
978-4-10-351141-0 

本体 ¥1,300+税

*9784103511410*

 

日本 北端の水族館で会えるフウセンウオ 
ノシャップ寒流水族館 著 
二見書房 
ふくらませた風船のようなまあるい体に、小さな口とつぶらな目がチャームポイント

のフウセンウオ。日本初の人工ふ化に成功したノシャップ寒流水族館で飼育され

ているフウセンウオたちを、カラフルな写真で紹介する。 

 
毎日新聞 2017/07/23 

2017:7./ 95p 
978-4-576-17101-2 

本体 ¥1,300+税

*9784576171012*

 

蔵書一代～なぜ蔵書は増え、そして散逸するのか～ 
紀田 順一郎 著 
松籟社 
やむをえない事情から 3 万冊超の蔵書を手放した著者。自らの半身をもぎとられ

たような痛恨の蔵書処分を契機に、近代日本の出版史・読書文化を振り返りなが

ら、「蔵書」の意義と可能性、その限界を探る。 

 
毎日新聞 2017/07/23 

2017:7./ 206p 
978-4-87984-357-9 

本体 ¥1,800+税

*9784879843579*

 

俵万智～史上 強の三十一文字～(KAWADE 夢ムック) 
河出書房新社 
『サラダ記念日』から 30 年!我が子、震災、恋…生きることの全てを謳う、今なお現

代短歌のトップランナーである俵万智の大特集。 

 
毎日新聞 2017/07/24 

2017:6./ 223p 
978-4-309-97920-5 

本体 ¥1,300+税

*9784309979205*
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三銃士<上>(岩波少年文庫) 
アレクサンドル・デュマ 著 
岩波書店 
田舎からパリにやってきた若き騎士ダルタニャンは、さっそく王と枢機卿が争う宮

廷の陰謀に巻き込まれてしまう。彼は親友となった三人の騎士とともに、命がけで

イギリスへ渡った王妃のダイヤを取り戻そうとするが…。 

 
毎日新聞 2017/07/30 

2002:12./ 240p 
978-4-00-114561-8 

本体 ¥640+税

*9784001145618*

 

三銃士<下>(岩波少年文庫) 
アレクサンドル・デュマ 著 
岩波書店 
王と枢機卿の争いは続く。ダルタニャンは三人の騎士たちとの友情を守り、愛する

人に心を捧げながら、剣をふるう。宗教の対立、国と国との争いを背景に、腕を競

い、策略をめぐらす騎士たちの活躍。 

 
毎日新聞 2017/07/30 

2002:12./ 254p 
978-4-00-114562-5 

本体 ¥640+税

*9784001145625*

 

ナルニア国物語～スペシャルエディション～ 
C.S.ルイス、ポーリン・ベインズ 著 
岩波書店 
別世界ナルニアの誕生から滅亡までを描いたファンタジーの傑作「ナルニア国物

語」。その 7 つの物語を、ナルニアの歴史に沿ってまとめあげた豪華カラー愛蔵

版。年代記の醍醐味が味わえるスペシャルエディション。 

 
毎日新聞 2017/07/30 

2005:11./ 523p 
978-4-00-115576-1 

本体 ¥7,600+税

*9784001155761*

 

ふたりのロッテ(岩波少年文庫) 
エーリヒ・ケストナー 著 
岩波書店 
おたがいを知らずに別々の町で育った、ふたごの姉妹ルイーゼとロッテ。ある夏、

スイスの林間学校で、ふたりは偶然に出会います。父と母の秘密を知ったふたり

は別れた両親を仲直りさせるために、大胆な計画をたてるのですが…。 

 
毎日新聞 2017/07/30 

2006:6./ 225p 
978-4-00-114138-2 

本体 ¥660+税

*9784001141382*

 

指輪物語<1> 新版 旅の仲間 上(1)(評論社文庫) 
J.R.R.トールキン 著 
評論社 
毎日新聞 2017/07/30 

1992:7./ 252p 
978-4-566-02362-8 

本体 ¥700+税

*9784566023628*

 

動物会議(大型絵本) 
エーリヒ・ケストナー、イェラ・レープマン、ヴァルター・トリアー 著 
岩波書店 
戦争や食糧危機などで、真っ先に犠牲になるのが子どもたち。不幸な子どもたち

を出さないために、世界中の動物たちが国際会議を開催し…。地球からあらゆる

紛争をなくそうという願いをこめた絵本。再刊。 

 
毎日新聞 2017/07/30 

1999:11./ 87p 
978-4-00-110854-5 

本体 ¥2,500+税

*9784001108545*
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赤毛のアン～TOEIC テスト 400 点以上～(IBC オーディオブックス) 
L.M.モンゴメリ、ザンティ・スミス・セラフィン、松澤 喜好 著 
ＩＢＣパブリッシング 
毎日新聞 2017/07/30 

2011:1./ 187p 
978-4-7946-0061-5 

本体 ¥1,800+税

*9784794600615*

 

いろは判じ絵～江戸のエスプリ・なぞなぞ絵解き～ 
岩崎 均史 著 
青幻舎 
江戸時代に広く庶民に流行した「絵で見るなぞなぞ」、判じ絵。浮世絵師が趣向を

凝らした珍問・難問およそ 500 問をいろは順に分類して紹介する。現代の絵師・

山口晃との対談も収録。ジャケットそでに切り取れるしおり付き。 

 
毎日新聞 2017/07/30 

2014:4./ 323p 
978-4-86152-435-6 

本体 ¥1,500+税

*9784861524356*

 

自負と偏見(新潮文庫 オ-3-1) 
ジェイン・オースティン 著 
新潮社 
恋心か打算か。幸福な結婚とは何か。18 世紀イギリスを舞台に、永遠のテーマを

突き詰めた、息をのむほど愉快な名作、待望の新訳。 

 
毎日新聞 2017/07/30 

2014:7./ 649p 
978-4-10-213104-6 

本体 ¥890+税

*9784102131046*

 

心 
漱石 著 
岩波書店 
「心」刊行百年を記念し、ブックデザインの第一人者にして、熱烈な漱石本ウォッ

チャーである祖父江慎が手掛ける新装版。漱石自筆の原稿と装画に立ち返り、デ

ザインから裸の漱石に迫る。 

 
毎日新聞 2017/07/30 

2014:11./ 451p 
978-4-00-026973-5 

本体 ¥2,600+税

*9784000269735*

 

三国志<第 11 巻>(文春文庫 み 19-31) 
宮城谷 昌光 著 
文藝春秋 
宮城谷三国志、次の時代へ動き出す 老年の孫権はもはや英明な君主ではな

い。諫言を呈する臣下をみな誅殺し呉を弱めた。魏では曹爽一派を族滅し司馬

氏が権力を握る。 

 
毎日新聞 2017/07/30 

2014:10./ 412p 
978-4-16-790198-1 

本体 ¥630+税

*9784167901981*

 

さよなら、シリアルキラー(創元推理文庫 M ラ 9-1) 
バリー・ライガ、満園 真木 著 
東京創元社 
ロボズ・ノッドの町で凄惨な殺人事件が発生。連続殺人犯を父にもつ高校生ジャ

ズは、内なる怪物に苦悩しつつ犯人を捕まえようとする。全米で評判の異色の青

春ミステリ開幕。 

 
毎日新聞 2017/07/30 

2015:5./ 414p 
978-4-488-20803-5 

本体 ¥1,200+税

*9784488208035*
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烏は主を選ばない(文春文庫 あ 65-2) 
阿部 智里 著 
文藝春秋 
若宮と少年が挑む朝廷権力争い。人気シリーズ第二弾！ 優秀な兄宮を退け日

嗣の御子の座に就いた若宮に仕えることになった雪哉。だが周囲は敵だらけ、若

宮の命を狙う輩も次々に現れ……。 

 
毎日新聞 2017/07/30 

2015:6./ 371p 
978-4-16-790383-1 

本体 ¥670+税

*9784167903831*

 

西遊記<11> 火の巻(斉藤洋の西遊記シリーズ 11) 
呉 承恩、斉藤 洋、広瀬 弦 著 
理論社 
火?山という火の山を越えなければ西へ進むことができない三蔵法師一行。火を

消すために必要な芭蕉扇を借りるため、孫悟空は山の洞窟に向かうが…。世界

強のファンタジーアドベンチャー第 11 弾。 

 
毎日新聞 2017/07/30 

2016:1./ 182p 
978-4-652-20139-8 

本体 ¥1,500+税

*9784652201398*

 

水滸伝<下> 魔星帰天 
渡辺 仙州、佐竹 美保 著 
偕成社 
宋朝徽宗帝の頃。梁山泊の宋江のもとに、様々な階級・特技を持つの男たち 108
人が結集。腐敗した朝廷を脅かし、周辺勢力と戦う。 

 
毎日新聞 2017/07/30 

2016:3./ 341p 
978-4-03-744890-5 

本体 ¥1,800+税

*9784037448905*

 

水滸伝<上> 替天行道 
渡辺 仙州、佐竹 美保 著 
偕成社 
政治が腐敗していた宋朝徽宗帝の頃。様々な階級・職業の男たち 108 人が梁山

泊に集まり、一大反乱軍となるまでを描く。 

 
毎日新聞 2017/07/30 

2016:2./ 349p 
978-4-03-744880-6 

本体 ¥1,800+税

*9784037448806*

 

ユリシーズ 1-12 
ジェイムズ・ジョイス、柳瀬 尚紀 著 
河出書房新社 
20 世紀 高の小説を 強の翻訳で。小説技巧の全てを駆使して甦るダブリン

1904 年 6 月 16 日の「真実」。全 18 章中 12 章まで。 

 
毎日新聞 2017/07/30 

2016:12./ 572p 
978-4-309-20722-3 

本体 ¥4,500+税

*9784309207223*

 

漱石の印税帖～娘婿がみた素顔の文豪～(文春文庫 ま 39-1) 
松岡 譲 著 
文藝春秋 
漱石没後に続出した〝文豪ゆかりの品々〟の真贋。大ベストセラー作家の収支

決算は？ 娘婿が書き綴る、文豪の素顔と文壇回想録。 

 
毎日新聞 2017/07/30 

2017:2./ 275p 
978-4-16-790799-0 

本体 ¥690+税

*9784167907990*
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若草物語～マンガとイラストで読める!～(トキメキ夢文庫) 
L.M.オルコット、新星出版社編集部 編 
L.M.オルコット、中川 千英子 著 
新星出版社 
19 世紀後半のアメリカで、四姉妹が夢を実現しようと奮闘する「若草物語」をマン

ガ&イラストたっぷりの小説で読める一冊。小学 6 年生までに学習する漢字をふり

がな付きで掲載する。見返しに登場人物相関図あり。 

 
毎日新聞 2017/07/30 

2017:3./ 222p 
978-4-405-07246-6 

本体 ¥850+税

*9784405072466*

 

秘密の花園～マンガとイラストで読める!～(トキメキ夢文庫) 
F.H.バーネット、新星出版社編集部 編 
F.H.バーネット、粟生 こずえ 著 
新星出版社 
女の子が花園や荒野の自然の力で笑顔を取り戻す「秘密の花園」をマンガ&イラ

ストたっぷりの小説で読める一冊。小学 6 年生までに学習する漢字をふりがな付

きで掲載する。「砂の妖精」も併録。見返しに登場人物相関図あり。 

 
毎日新聞 2017/07/30 

2017:3./ 238p 
978-4-405-07247-3 

本体 ¥850+税

*9784405072473*

 

脱大日本主義～「成熟の時代」の国のかたち～(平凡社新書 846) 
鳩山 友紀夫 著 
平凡社 
親米保守路線と成長戦略が行き詰まる中で日本はどうすべきか。対米従属からの

脱却、低成長時代の成熟戦略を提唱する。内田樹氏推薦。 

 
毎日新聞 2017/07/30 

2017:6./ 236p 
978-4-582-85846-4 

本体 ¥800+税

*9784582858464*

 

和菓子を愛した人たち 
虎屋文庫 著 
山川出版社 
永い間、人々に食されてきた和菓子。武士や貴族そして文化人まで、歴史に登場

する人たちと和菓子の隠れたエピソードを綴る。 

 
毎日新聞 2017/07/30 

2017:6./ 299p 
978-4-634-15104-8 

本体 ¥1,800+税

*9784634151048*

 

Sports Graphic Number 甲子園ベストセレクション<1> 9 人の怪物を巡る物語 
スポーツ・グラフィックナンバー 編 
文藝春秋 
名勝負が蘇る! PL 学園と KK 伝説、松井秀喜への 5 敬遠秘話、怪物・松坂大輔

の快投、斎藤佑樹と早実の覚醒…。甲子園を沸かせた 9 人の怪物たちを巡る 26
編を収録する。 

 
毎日新聞 2017/07/30 

2017:7./ 285p 
978-4-16-390689-8 

本体 ¥1,400+税

*9784163906898*

 

コモリくん、ニホン語に出会う(角川文庫 こ 47-1) 
小森 陽一 著 
KADOKAWA 
帰国子女という言葉すらなかった時代、コモリくんは書き言葉で話す、周りとちょっ

と違う小学生。国語が大嫌いになったコモリくんが、海外で日本文学を教えるよう

になり、ついには日本を代表する漱石学者になるまでを綴る。 

 
毎日新聞 2017/07/30 

2017:6./ 286p 
978-4-04-105185-6 

本体 ¥720+税

*9784041051856*
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ウォークス～歩くことの精神史～ 
レベッカ・ソルニット、東辻 賢治郎 著 
左右社 
ブローニュの森を散歩して「人間不平等起源論」を書いたルソー、夜歩いただけ

で逮捕された 19 世紀の女性、刑務所の踏み車=ルームランナーの起源…。多岐

にわたる領野を渉猟し、思考と文化と歩行の深い結びつきを解き明かす。 

 
毎日新聞 2017/07/30 

2017:7./ 517p 
978-4-86528-138-5 

本体 ¥4,500+税

*9784865281385*

 

HANABI 
冴木 一馬 著 
光村推古書院 
夏の夜の気配、冬の張りつめた空気までを感じることのできる、情緒漂う花火の

数々-。デジタルカメラやスマートフォンで撮影できる今、あえてフィルムで花火を

撮り続ける写真家、冴木一馬の花火写真集。 

 
毎日新聞 2017/07/30 

2017:7./ 94p 
978-4-8381-0565-6 

本体 ¥2,400+税

*9784838105656*

 

日米同盟のリアリズム(文春新書 1135) 
小川 和久 著 
文藝春秋 
日米同盟が解消されれば、米国は世界のリーダーの座から転落する。中国と北朝

鮮は、日米同盟の真の凄みを熟知しているからこそ、 後の一線は越えられない

…。「世界 強の同盟」の真実を徹底解説する。 

 
毎日新聞 2017/07/30 

2017:7./ 230p 
978-4-16-661135-5 

本体 ¥880+税

*9784166611355*

 

ひとり～句集～ 
瀬戸内 寂聴 著 
深夜叢書社 
紅葉燃ゆ旅立つ朝の空や寂 標的を朝日まづ射る寒稽古 御山のひとりに深き花

の闇 自らの孤独を見つめ、明滅するいのちの不思議にこころを震わせる、瀬戸

内寂聴の第 1 句集。エッセイも収録。 

 
毎日新聞 2017/07/31 

2017:5./ 133p 
978-4-88032-439-5 

本体 ¥2,000+税

*9784880324395*

 


