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甘美なる作戦(CREST BOOKS) 
イアン・マキューアン 著 
新潮社 
MI5 の美人エージェントと若き小説家。二人の愛は幻だったのか？ 自伝的で小説

論的。ブッカー賞作家による野心あふれる恋愛小説。 
産経新聞 2015/01/04 

2014:09. / 410p 
978-4-10-590111-0 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784105901110*

 

三つ星料理人、世界に挑む。 
奥田 透 著 
ポプラ社 
本物の日本料理を世界へ! 気鋭の「ミシュラン三つ星」料理人が、リスクを顧みずパ

リに魚屋をオープンする理由とは? 日本料理を通じて真の日本文化を世界に広め

る信念を、波乱の半生とともに綴る。 
産経新聞 2015/01/04 

2014:10. / 223p 
978-4-591-14101-4 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784591141014*

 

読書マラソン、チャンピオンはだれ? 
クラウディア・ミルズ/ 若林 千鶴/ 堀川 理万子 著 
文溪堂 
ある日、校長先生が、全校あげての読書マラソンを開催すると宣言。しかも、全校生

徒の読書数が 2 千冊をこえたら、校長先生は自慢のあごひげをそり落とすと約束し

…。本好きでも、そうでなくても、本が読みたくなる物語。 
産経新聞 2015/01/04 

2014:11. / 149p 
978-4-7999-0063-5 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784799900635*

 

はるかなる野球大国をたずねて～MLB 伝説の聖地をめぐる旅～ 
田代 学/ リョウ薮下 著 
東京書籍 
MLB 創設から 1 世紀、名プレーヤーたちが残した伝説の数々。全米に散らばる彼

らの足跡を、サンスポの名物記者・田代学が徹底取材。貴重なカラー写真も 500 点

以上掲載。『サンケイスポーツ』の 50 周年記念連載を書籍化。 
産経新聞 2015/01/04 

2014:11. / 319p 
978-4-487-80912-7 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784487809127*

 

アメリカはいつまで超大国でいられるか(祥伝社新書 393) 
加瀬 英明 著 
祥伝社 
超大国としての輝きを失いつつあるアメリカ。近い将来、他の国がその座に取って

代わることはありうるだろうか。他国へ強く干渉する時代と保守主義の殻に閉じこもる

時代とを交互に繰り返してきたアメリカの正体を明らかにする。 
産経新聞 2015/01/04 

2014:12. / 240p 
978-4-396-11393-3 
800 円〔本体〕+税 

*9784396113933*
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努力とは馬鹿に恵(あた)えた夢である 
立川 談志 著 
新潮社 
「人生とは、恥ずかしいことなんだ」「目黒演芸場の思い出」「もう、やる事もなくなっ

て」…。かくも傍迷惑な天才・立川談志が、落語・人生・江戸の風を縦横に論じ尽く

したエッセイ集成。阿川佐和子、爆笑問題との対談も収録。 
産経新聞 2015/01/10 

2014:11. / 254p 
978-4-10-306943-0 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784103069430*

 

イージー・トゥ・リメンバー～アメリカン・ポピュラー・ソングの黄金時代～ 
ウィリアム・ジンサー/ 関根 光宏 著 
国書刊行会 
アメリカン・ポピュラー・ソングの黄金時代を築いたソングライターの人生を振りかえり

ながら、数々の名曲誕生の秘密に迫る。 
産経新聞 2015/01/11 

2014:10. / 440p,21p 
978-4-336-05667-2 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784336056672*

 

ミケランジェロとヴァザーリ～イラストで読む「芸術家列伝」～ 
古山 浩一/ 古玉 かりほ 著 
芸術新聞社 
ユーモラスなイラストと共に、ルネサンスの巨匠ミケランジェロの芸術家魂を描きま

す。古典名著「芸術家列伝」をわかりやすく再生。 
産経新聞 2015/01/11 

2014:11. / 111p 
978-4-87586-417-2 
1,650 円〔本体〕+税 

*9784875864172*

 

もりのふくろう 
おおなり 修司/ おぼ まこと 著 
絵本館 
月の光が木々を照らし、ゆっくり時間が流れる。リス、ヘビ、イノシシ、うさぎ、キジ、シ

カ、さる。動物たちは、みんな安心して夜を過ごし…。リズムカルなことばと色彩が調

和した絵本。 
産経新聞 2015/01/11 

2014:10. / [24p] 
978-4-87110-098-4 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784871100984*

 

オネスティ 
石田 衣良 著 
集英社 
「どんな秘密もつくらない。お互い大好きだけど、恋愛も結婚もしない」 幼なじみの

カイとミノリが交わした約束。特別な関係を築く 2 人に、周囲の人間は困惑するが

…。『小説すばる』掲載を単行本化。 
産経新聞 2015/01/11 

2015:01. / 278p 
978-4-08-771593-4 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784087715934*

 

だるまさんがころんだら 
はんだ みちこ 著 
えほんの杜 
ゆきがふってきて、だるまさんが坂でころんだら、ゆきだるまさんになっちゃった! す

ると、むこうの坂からも、ゆきだるまがころがってきました。だるまさんがストーブをた

いて、あたためてあげると…。 
産経新聞 2015/01/11 

2014:12. / 32p 
978-4-904188-31-6 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784904188316*
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田んぼが電池になる!～小学生にもわかるハシモト教授のエネルギー講義～ 
橋本 和仁 著 
ウェッジ 
東京大学大学院教授が、北海道空知郡南幌町の小中学校での講義を元に、エネ

ルギー変換について解説。光触媒による環境浄化や太陽光発電、人工光合成など

を、複雑な化学式や数式を使わずにわかりやすく説明する。 
産経新聞 2015/01/11 

2014:12. / 165p 
978-4-86310-135-7 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784863101357*

 

中尉 
古処 誠二 著 
KADOKAWA 
ペスト収束に奔走する敗戦間近のビルマ・メダメンサ部落。武装強盗団に軍医の伊

与田中尉を誘拐され懊悩する尾能軍曹。否応なくふくらむ疑心の闇、緊迫する心

理戦…。人間の?き出しの心に肉薄する瞠目の戦争小説。 
産経新聞 2015/01/11 

2014:11. / 239p 
978-4-04-102346-4 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784041023464*

 

生命科学の欲望と倫理～科学と社会の関係を問いなおす～ 
橳島 次郎 著 
青土社 
STAP 細胞騒動は、現代科学がきわめて重大な問題に直面していることを明るみに

出した-。長年、生命倫理の研究と政策論議に携わってきた著者が、科学の必要性

と妥当性に立ち返り、根底から立て直すための道筋を示す。 
産経新聞 2015/01/11 

2014:12. / 186p 
978-4-7917-6842-4 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784791768424*

 

ゴッホ<自画像>紀行～カラー版～(中公新書 2292) 
木下 長宏 著 
中央公論新社 
わずか 10 年あまりの画家人生の間に、40 点を超える自画像を遺したゴッホ。なぜ

これほど多くの自画像を描き、そしてそこに何を見出したのか。その求道的な生涯と

ともに、自画像を一点ずつたどる。自画像全点カラー収録。 
産経新聞 2015/01/11 

2014:11. / 216p 
978-4-12-102292-9 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784121022929*

 

To the Sea 
鷲尾 和彦 著 
赤々舎 
波打ち際に立ち、遠く彼方の水平線が揺らめく時、僕たちはそこに何を見ているの

だろう…。八重山諸島、湘南、震災直後の三陸海岸など、各地の海辺の風景とそこ

に佇む人々の姿を撮影した写真集。横に広がるパノラマページあり。 
産経新聞 2015/01/11 

2014:11. / 149p 
978-4-86541-020-4 
4,000 円〔本体〕+税 

*9784865410204*

 

洲崎球場のポール際～プロ野球の「聖地」に輝いた一瞬の光～ 
森田 創 著 
講談社 
沢村栄治がノーヒットノーランを演じ、川上哲治ら巨人「花の 13 年組」がデビュー。

伝統の巨人・阪神戦がはじまった、幻の「洲崎球場」。その短くも輝かしい歴史と、草

創期のプロ野球選手たちの姿を追う。 
産経新聞 2015/01/11、読売新聞 2015/01/11、毎日新聞 2015/01/11 

2014:11. / 269p 
978-4-06-219250-7 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784062192507*
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放浪の聖画家ピロスマニ(集英社新書) 
はらだ たけひで 著 
集英社 
ピカソが認めた孤高の画家ニコ・ピロスマニ。故郷グルジアの人々や風土への深い

愛に満ちた代表作をオールカラーで完全収録し、漂泊する天才の魅力を余すこと

なく伝える。 
産経新聞 2015/01/11、日本経済新聞 2015/01/18 

2014:12. / 254p 
978-4-08-720767-5 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784087207675*

 

日本木造遺産～千年の建築を旅する～ 
藤森 照信/ 藤塚 光政 著 
世界文化社 
日本中の個性的かつ風変わりな木造建築を訪ね歩いた紀行エッセイ。日本木造建

築のエッセンスを知る具体的なガイドになっています。 
産経新聞 2015/01/18 

2014:12. / 198p 
978-4-418-14241-5 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784418142415*

 

いつまでも考える、ひたすら考える(草思社文庫 ほ 1-2) 
保坂 和志 著 
草思社 
大事なのは答えではなく、思考することに踏み止まる意思だ-。繰り返される自問自

答の中に立つことの意味を問い、模倣ではない自分自身を生きるための刺激的論

考。 
産経新聞 2015/01/18 

2013:12. / 225p 
978-4-7942-2021-9 
700 円〔本体〕+税 

*9784794220219*

 

杉文～真心をつくした吉田松陰の妹～(フォア文庫 B481) 
越水 利江子 著 
岩崎書店 
幕末の思想家・吉田松陰は、激しい思想の持ち主である一方で、数々の志士たちと

真心で向き合う自由で先進的な教育者でもあった。松陰の妹・文から見た、兄や志

士たちの生き様を描く。 
産経新聞 2015/01/18 

2014:12. / 193p 
978-4-265-06487-8 
650 円〔本体〕+税 

*9784265064878*

 

いのちの姿 
宮本 輝 著 
集英社 
人間の「生」の深淵を書き続ける宮本輝の随筆集。異父兄との邂逅を描く「兄」、シ

ルクロードへの旅にまつわる回想「星雲」など、全 14 篇を収録する。『桑兪』連載を

加筆修正し単行本化。 
産経新聞 2015/01/18 

2014:12. / 181p 
978-4-08-771588-0 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784087715880*

 

鳩の撃退法<下> 
佐藤 正午 著 
小学館 
津田にいよいよ決断の機会が訪れる。忽然と姿を消した家族、郵便局員の失踪、裏

社会の蠢き、疑惑つきの大金…。たった 1 日の交錯が多くのひとの人生を思わぬ

方向へと導いてゆく。『きらら』連載を単行本化。 
産経新聞 2015/01/18 

2014:11. / 477p 
978-4-09-386389-6 
1,850 円〔本体〕+税 

*9784093863896*
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イギリス人アナリスト日本の国宝を守る～雇用 400 万人、GDP8 パーセント成長へ

の提言～(講談社+α 新書 672-1C) 
デービッド・アトキンソン 著 
講談社 
ゴールドマン・サックスで 17 年間日本経済を分析し、退社後、日本の伝統文化を守

る創業 300 年の会社の改革に社長として成功したイギリス人の著者が、日本の素晴

らしさと改善すべきダメな点を客観的に指摘する。 
産経新聞 2015/01/18 

2014:10. / 200p 
978-4-06-272870-6 
840 円〔本体〕+税 

*9784062728706*

 

わたしは 13 歳、学校に行けずに花嫁になる。～未来をうばわれる 2 億人の女の

子たち～ 
プラン・ジャパン/ 久保田 恭代/ 寺田 聡子/ 奈良崎 文乃 著 
合同出版 
「女の子だから学校に行けない」「女の子だから家事使用人として労働させられる」

…。国際 NGO プランの一員であるプラン・ジャパンのメンバーが、世界各地で知り

合った女の子たちをとりまく困難な状況を伝える。 
産経新聞 2015/01/18 

2014:09. / 142p 
978-4-7726-1214-2 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784772612142*

 

沖縄の不都合な真実(新潮新書 601) 
大久保 潤/ 篠原 章 著 
新潮社 
沖縄の基地問題の本質とは。巨額の振興予算を巡る日本政府と県の茶番劇、公務

員が君臨する階級社会、全国ワーストの暮しにあえぐ人々、異論を封じ込める言論

空間…。隠された現実を炙り出し、沖縄問題の「解」を考える。 
産経新聞 2015/01/18 

2015:01. / 221p 
978-4-10-610601-9 
740 円〔本体〕+税 

*9784106106019*

 

ストーナー 
ジョン・ウィリアムズ/ 東江 一紀 著 
作品社 
「これほど魅力にあふれた作品は誰も読んだことがないだろう」――トム・ハンクス。

半世紀前に刊行された小説が、いま、世界中に静かな熱狂を巻き起こしている。名

翻訳家が命を賭して 期に訳した、“完璧に美しい小説” 
産経新聞 2015/01/18 

2014:09. / 333p 
978-4-86182-500-2 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784861825002*

 

ジャーナリズムは再生できるか～激変する英国メディア～(岩波現代全書 050) 
門奈 直樹 著 
岩波書店 
席巻する市場主義、強まる政治介入、高まるメディア不信。それでも<ジャーナリズ

ム>を諦めない英国。日本のジャーナリズムを考えるヒントになるよう、現代英国のジ

ャーナリズム状況を歴史社会学的アプローチで分析する。 
産経新聞 2015/01/18 

2014:12. / 8p,271p,13p
978-4-00-029150-7 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784000291507*

 

鳩の撃退法<上> 
佐藤 正午 著 
小学館 
かつての売れっ子作家・津田は、古書店を営んでいた老人の形見の鞄を受け取っ

た。中には、数冊の絵本と古本のピーターパン、そして 3 千万円を超える現金が。

しかし思いもよらぬ事実が判明し…。『きらら』連載を単行本化。 
産経新聞 2015/01/18 

2014:11. / 476p 
978-4-09-386388-9 
1,850 円〔本体〕+税 

*9784093863889*
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朝日新聞「日本人への大罪」～「慰安婦捏造報道」徹底追及～ 
西岡 力 著 
悟空出版 
『朝日新聞』の「慰安婦捏造報道」に対し、1992 年以来、正面から戦いを挑み続け

てきた著者が放つ渾身の朝日批判。「朝日の大罪」を徹底追及するとともに、「慰安

婦反日」の背後に蠢く、日韓の従北勢力の存在に鋭く迫る。 
産経新聞 2015/01/18 

2014:11. / 286p 
978-4-908117-02-2 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784908117022*

 

宿命の子～笹川一族の神話～ 
高山 文彦 著 
小学館 
本書は、競艇の創設に尽力し「日本のドン」の汚名を背負った故・笹川良一氏と、ハ

ンセン病制圧を中心とした慈善事業を担う三男の笹川陽平・日本財団会長の、父と

子の物語である。 
産経新聞 2015/01/25 

2014:12. / 701p 
978-4-09-379863-1 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784093798631*

 

教団 X 
中村 文則 著 
集英社 
自分の元から去った女性は、公安から身を隠すカルト教団の中へ消えた。絶対的

な悪の教祖と 4 人の男女の運命が絡まり合い、やがて教団は暴走し、この国を根幹

から揺さぶり始める…。『すばる』連載を単行本化。 
産経新聞 2015/01/25 

2014:12. / 567p 
978-4-08-771590-3 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784087715903*

 

ラテンアメリカ越境する美術 
岡田 裕成 著 
筑摩書房 
300 年にわたる植民地化の歴史を生きたラテンアメリカ。図像イメージ、都市景観か

ら、美術を取り巻く言説や制度まで、「越境する美術」の歴史を、植民地時代とその

後の余波をも視野に入れながら丹念にたどる。 
産経新聞 2015/01/25 

2014:09. / 350p 
978-4-480-87377-4 
2,700 円〔本体〕+税 

*9784480873774*

 

婚活 1000 本ノック 
南 綾子 著 
新潮社 
南綾子、32 歳。売れないエロ作家。彼氏ナシ。自分をヤリ逃げしたサイテー男の幽

霊を「婚活アドバイザー」にして、本気で婚活することに。婚活ズレしてしまった崖っ

ぷち女の魂の叫びが炸裂する、スポ根恋愛小説。 
産経新聞 2015/01/25 

2014:12. / 236p 
978-4-10-303852-8 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784103038528*

 

これからの建築理論(T_ADS TEXTS 01) 
東京大学建築学専攻 Advanced Design Studies 編 
東京大学出版会 
東京大学建築学専攻の 4 つのラボ、T_ADS の運動をレポート。T_ADS TEXTS 01
は、シンポジウム「これからの建築理論」、千葉学、大野秀敏のエッセイ、槇文彦、磯

崎新のインタビューなどを収録する。 
産経新聞 2015/01/25 

2015:01. / 221p 
978-4-13-063850-0 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784130638500*
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冥の水底 
朱川 湊人 著 
講談社 
玲人に「狼男」が写った写真を見せた友人が忽然と姿を消す。それから 30 年近く

前、ある力を持ったマガチの青年シズクが、初恋の少女を追って上京していた。2
つの時が交錯し、物語は切ないエンディングへと疾走する。 
産経新聞 2015/01/25 

2014:10. / 463p 
978-4-06-219143-2 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784062191432*

 

名刺ゲーム 
鈴木 おさむ 著 
扶桑社 
人気クイズ番組のプロデューサー・神田に、ある日、謎の男が息子を人質にゲーム

を挑んできた。神田が間違えれば息子に付けられた爆弾のスイッチが押される。ゲ

ームの裏には何があるのか。『週刊 SPA!』連載を加筆修正。 
産経新聞 2015/01/25 

2014:10. / 300p 
978-4-594-07115-8 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784594071158*

 

住んでいい町、ダメな町～自然災害大国・日本で暮らす～ 
大木 裕子 著 
双葉社 
地震、津波、火山噴火、土石流…。自然災害大国・日本で暮らすには、どんな土地

を選べばいいのか? 自然災害密集地帯である首都圏をモデルに、専門的な情報と

知識をもとにしながら、わかりやすく日本の“地”について解説。 
産経新聞 2015/01/25 

2015:01. / 172p 
978-4-575-30812-9 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784575308129*

 

シベリウスと宣長 
新保 祐司 著 
港の人 
江戸中期の国学者・本居宣長の和歌に、フィンランドの作曲家ジャン・シベリウスの

音楽とつうじる魂の音を聴く-。文芸批評家が、自身の「特愛」の作曲家であるシベリ

ウスの音楽の精神と思想をめぐって深く思索し、縦横に語る。 
産経新聞 2015/01/25 

2014:12. / 179p 
978-4-89629-288-6 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784896292886*

 

峠しぐれ 
葉室 麟 著 
双葉社 
峠の茶店を営む半平と志乃。慎ましく暮らしているふたりに事件が起こる。ふたりの

過去に何があったのか。話は 15 年前の夏に遡り…。『小説推理』連載に加筆し書

籍化。 
産経新聞 2015/01/31 

2014:12. / 324p 
978-4-575-23884-6 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784575238846*

 

人生はワンチャンス!～「仕事」も「遊び」も楽しくなる 65 の方法～ 
水野 敬也/ 長沼 直樹 著 
文響社 
カワイイ犬の写真とともに、人生で「大切なこと」を学ぶことができる自己啓発本 
朝日新聞 2015/01/04 

2012:12. / 1 冊(ページ

付なし) 
978-4-905073-03-1 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784905073031*
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アナと雪の女王(ディズニーアニメ小説版 100) 
サラ・ネイサン/ セラ・ローマン 著 
偕成社 
“雪の女王”となり氷の宮殿にとじこもったエルサと王国を救うため、妹のアナは冒険

の旅に出る！ 
朝日新聞 2015/01/04 

2014:03. / 238p 
978-4-03-792000-5 
700 円〔本体〕+税 

*9784037920005*

 

愛と暴力の戦後とその後(講談社現代新書 2246) 
赤坂 真理 著 
講談社 
『東京プリズン』で大きな話題を呼んだ作家が自らの実体験と戦後日本史を接続さ

せて語る、まったく新しい日本論。 
朝日新聞 2015/01/04 

2014:05. / 301p 
978-4-06-288246-0 
840 円〔本体〕+税 

*9784062882460*

 

人生はニャンとかなる!～明日に幸福をまねく 68 の方法～ 
水野 敬也/ 長沼 直樹 著 
文響社 
現在 28 万部のベストセラー「人生はワンチャンス！」の待望の猫編。68 枚の可愛い

猫たちと人生で大切な教えが学べる 1 冊 
朝日新聞 2015/01/04 

2013:10. / 1 冊(ページ

付なし) 
978-4-905073-04-8 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784905073048*

 

あなたは今、この文章を読んでいる。～パラフィクションの誕生～ 
佐々木 敦 著 
慶應義塾大学出版会 
本書は能動的行為を要求するプログラムを「パラ」を冠するフィクションとして名づ

け、提言する。２０１０年代衝撃のフィクション論。 
朝日新聞 2015/01/04 

2014:09. / 289p,5p 
978-4-7664-2162-0 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784766421620*

 

長生きしたけりゃふくらはぎをもみなさい(健康プレミアムシリーズ) 
槇 孝子/ 鬼木 豊 著 
アスコム 
第 2 の心臓と呼ばれるほど重要な働きをもつ、ふくらはぎ。1 日 5 分もむだけで、体

が温まって免疫力がアップする、新健康法ふくらはぎマッサージを、体験談を交え

て紹介する。 
朝日新聞 2015/01/04 

2013:07. / 199p 
978-4-7762-0793-1 
1,100 円〔本体〕+税 

*9784776207931*

 

日本人はどう死ぬべきか? 
養老 孟司/ 隈 研吾 著 
日経ＢＰ社 
年を取った男はさすらうべきだ-。身体を通して人間を見つめてきた解剖学者と、世

界を駆けまわる建築家が、「日本人と死」について語り合う。『日経ビジネスオンライ

ン』連載に加筆し書籍化。 
朝日新聞 2015/01/04 

2014:12. / 233p 
978-4-8222-5057-7 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784822250577*

 

学年ビリのギャルが 1 年で偏差値を 40 上げて慶應大学に現役合格した話 
坪田 信貴 著 
KADOKAWA 
一人の教師との出会いが、金髪ギャルとその家族の運命を変えた…。偏差値 30 だ

ったギャルが、著者とともに慶應大学合格を目指して歩んだ日々を綴る。坪田式人

材育成のためのテクニックも収録。 
朝日新聞 2015/01/04 

2013:12. / 318p 
978-4-04-891983-8 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784048919838*
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未来をつくる権利～社会問題を読み解く 6 つの講義～(NHK ブックス 1216) 
荻上 チキ 著 
ＮＨＫ出版 
暴力から身を守る権利、人間らしく欲求を満たす権利、「家族」をつくる権利、万人と

ともに遊ぶ権利…。さまざまな「あしたの権利」を構想することで、現代社会に正面

から向きあう社会問題入門。 
朝日新聞 2015/01/04 

2014:05. / 220p 
978-4-14-091216-4 
1,150 円〔本体〕+税 

*9784140912164*

 

ドキュメント御嶽山大噴火(ヤマケイ新書 YS009) 
山と溪谷社 編 
山と渓谷社 
2014 年 9 月 27 日、多くの登山者でにぎわっていた御嶽山が突然、大噴火した。そ

のとき何が起きたのか。生還した登山者たちの証言を中心に、救助現場からの報告

と研究者による分析を収録する。 
朝日新聞 2015/01/04 

2014:11. / 237p 
978-4-635-51024-0 
800 円〔本体〕+税 

*9784635510240*

 

闘うための哲学書(講談社現代新書 2290)  
小川 仁志/ 萱野 稔人 著 
講談社 
愛するとは? 生きるとは? 働くとは? 権力とは? ふたりの行動する哲学者による、知

的興奮必至の大激論。プラトン、アリストテレスから西田幾多郎、和辻哲郎まで、22
冊の名著を語り尽くす。 
朝日新聞 2015/01/04 

2014:11. / 398p 
978-4-06-288290-3 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784062882903*

 

「4 分 33 秒」論～「音楽」とは何か～(ele�king books) 
佐々木 敦 著 
Ｐヴァイン 
音楽史上、はじめて「沈黙」を楽曲化したとされるジョン・ケージの問題作「4 分 33
秒」について、どこまで考えられるか? さまざまな視点から語る。2008 年に行われた

連続講義をもとに書籍化。 
朝日新聞 2015/01/04 

2014:06. / 254p 
978-4-907276-13-3 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784907276133*

 

親愛なる 
いとう せいこう 著 
河出書房新社 
ある日、作家・いとうせいこうの元に届いた謎の長文メール。そのメールに返信した

ことから、物語は始まる…。メール配信小説「黒やぎさんたら」をもとにした、同名の

パーソナライズド小説を加筆修正。 
朝日新聞 2015/01/04 

2014:11. / 216p 
978-4-309-02341-0 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784309023410*

 

小島信夫短篇集成<1> 小銃/馬 
小島 信夫 著 
水声社 
日本文学に新風を吹き込んだ小島信夫の野心的・挑戦的な短篇群を網羅。第 1
巻は、少年期に書かれた「太陽が輝く」から著者随一の怪作「馬」まで、“小説家・小

島信夫”の誕生を告げる初期作品群を収録。 
朝日新聞 2015/01/04 

2014:11. / 605p 
978-4-8010-0061-2 
8,000 円〔本体〕+税 

*9784801000612*
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ex�music<R> テクノロジーと音楽 
佐々木 敦 著 
アルテスパブリッシング 
批評家・佐々木敦がポスト・ロック、テクノミュージック、電子音楽のミュージシャンた

ちについて論じた名著「ex�music」の新編集版。R には、音楽とテクノロジーにかか

わるテクストを収録する。 
朝日新聞 2015/01/04 

2014:07. / 207p 
978-4-903951-89-8 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784903951898*

 

ニッポンの音楽(講談社現代新書 2296) 
佐々木 敦 著 
講談社 
はっぴいえんど、YMO、J ポップの誕生、渋谷系と小室系…。1960 年代の終わりか

ら現在まで、「ニッポンの音楽」の歴史について、幾つかのポイントを提示し、それら

の問題意識に寄り添いながら語る。 
朝日新聞 2015/01/04 

2014:12. / 286p 
978-4-06-288296-5 
800 円〔本体〕+税 

*9784062882965*

 

面倒だから、しよう 
渡辺 和子 著 
幻冬舎 
小さなことこそ、心をこめて、ていねいに。幸せは、いつもあなたの心が決めるので

す…。ノートルダム清心学園理事長が、自分を見つめなおし、毎日をあたらしく、て

いねいに生きるための言葉を紹介します。 
朝日新聞 2015/01/04 

2013:12. / 162p 
978-4-344-02506-6 
952 円〔本体〕+税 

*9784344025066*

 

呆韓論(産経セレクト S-001) 
室谷 克実 著 
産経新聞出版 
すべての問題の根源と責任は、韓国という国の病にある! “外華内貧”に象徴される

日本人には理解しがたい“文化”と“感覚”を、朴槿恵政権成立後の流れに着目しつ

つ、韓国の報道からつまびらかにする。 
朝日新聞 2015/01/04 

2013:12. / 251p 
978-4-8191-1235-2 
880 円〔本体〕+税 

*9784819112352*

 

忍耐の法～「常識」を逆転させるために～ 
大川 隆法 著 
幸福の科学出版 
「忍耐」とは、あなたを「成功」へと導く 大の武器だ-。大川隆法が、スランプの乗り

切り方や、試練に打ち克つ方法、この世での勝ち負けを超える生き方、新しい時代

を拓く「真理」の力などについて説く。 
朝日新聞 2015/01/04 

2014:01. / 341p 
978-4-86395-412-0 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784863954120*

 

こころのふしぎなぜ?どうして? 
大野 正人/ 村山 哲哉 著 
高橋書店 
世界は、ふしぎなことだらけ。こころ、いのち、家族・友だち、ルール、やさしさにまつ

わるふしぎについて、イラストを用いてわかりやすく解説します。気持ちの日記やク

ラスメイトクイズの作り方なども紹介。 
朝日新聞 2015/01/04 

2013:07. / 189p 
978-4-471-10333-0 
850 円〔本体〕+税 

*9784471103330*
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小島信夫短篇集成<2> アメリカン・スクール/無限後退 
小島 信夫 著 
水声社 
日本文学に新風を吹き込んだ小島信夫の野心的・挑戦的な短篇群を網羅。第 2
巻は、「アメリカン・スクール」「無限後退」など、やがてくるだろう小島信夫の大きな

展開を予告する要素に充ちた作品を収録する。 
朝日新聞 2015/01/04 

2014:12. / 604p 
978-4-8010-0062-9 
8,000 円〔本体〕+税 

*9784801000629*

 

小島信夫短篇集成<3> 愛の完結/異郷の道化師 
小島 信夫 著 
水声社 
日本文学に新風を吹き込んだ小島信夫の野心的・挑戦的な短篇群を網羅。第 3
巻は、アメリカに滞在した頃にあたる、1956 年 11 月から 1959 年 4 月までに発表さ

れた作品 20 作を初出年月日順に収録する。 
朝日新聞 2015/01/04 

2014:12. / 597p 
978-4-8010-0063-6 
8,000 円〔本体〕+税 

*9784801000636*

 

ポケットモンスターX ポケットモンスターY 公式ガイドブック完全ストーリー攻略ガイ

ド 
元宮 秀介/ ワンナップ/ ポケモン/ ゲームフリーク 著 
オーバーラップ 
冒険の始まりから殿堂入り後のストーリー徹底攻略のほか、ポケモンと仲良くなると

起こる「いいこと」、手軽に、強く鍛えられる「スパトレ」全情報などを紹介。コスチュー

ムや全イベントのカタログも収録する。 
朝日新聞 2015/01/04 

2013:11. / 623p 
978-4-906866-38-0 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784906866380*

 

アナと雪の女王(角川アニメ絵本) 
KADOKAWA 
ディズニー作品が角川アニメ絵本として初登場！ 禁断の魔法で引き裂かれた王

家の美しい姉妹。「真実の愛」が凍った世界を救う感動ファンタジー。オールカラ

ー、全フリガナ付きで、読み聞かせにもオススメです！ 
朝日新聞 2015/01/04 

2014:03. / 90p 
978-4-04-110694-5 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784041106945*

 

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

い日々も笑える日につながっているのです…。ノートルダム清心学園理事長が、読

む人の心に和らぎをもたらす言葉を紹介します。 
朝日新聞 2015/01/04 

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

*9784344021747*

 

ポケットモンスターX ポケットモンスターY 公式ガイドブック完全カロス図鑑完成ガ

イド 
元宮 秀介/ ワンナップ/ ポケモン/ ゲームフリーク 著 
オーバーラップ 
カロス地方のポケモンオフィシャルデータはもちろん、バトル相性表とさかさバトル相

性表を完全網羅。登場するメガシンカポケモンや、おすすめコンボなども紹介する。

ジャケットそでに切り取って使うしおりつき。 
朝日新聞 2015/01/04 

2013:12. / 879p 
978-4-906866-39-7 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784906866397*
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村上海賊の娘<下巻> 
和田 竜 著 
新潮社 
織田方の猛攻を雑賀衆の火縄が止め、門徒の勢いを京より急襲した信長が粉砕す

る。毛利・村上の水軍もついに難波海へ。村上海賊は毛利も知らぬ禁じ手と秘術を

携えていた…。『週刊新潮』掲載を加筆修正し単行本化。 
朝日新聞 2015/01/04 

2013:10. / 499p 
978-4-10-306883-9 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784103068839*

 

女のいない男たち 
村上 春樹 著 
文藝春秋 
舞台俳優・家福は女性ドライバーみさきを雇う。死んだ妻について、彼はみさきに少

しずつ語り始めた…。『文藝春秋』掲載の「ドライブ・マイ・カー」ほか、書きおろしの

表題作などを加えた全 6 編の短編を収録する。 
朝日新聞 2015/01/04 

2014:04. / 285p 
978-4-16-390074-2 
1,574 円〔本体〕+税 

*9784163900742*

 

ディズニープリンセスと幸せの法則(星海社新書 58) 
荻上 チキ 著 
星海社 
「アナと雪の女王」を中心に、歴代のディズニープリンセス作品において、プリンセス

たちの夢や幸せがどのように変化してきたかを読み解き、劇中歌や名台詞の分析を

通じて、作品に隠された幸せの法則を明らかにする。 
朝日新聞 2015/01/04 

2014:12. / 259p 
978-4-06-138563-4 
840 円〔本体〕+税 

*9784061385634*

 

嫌われる勇気～自己啓発の源流「アドラー」の教え～ 
岸見 一郎/ 古賀 史健 著 
ダイヤモンド社 
どうすれば人は幸せに生きることができるかという哲学的な問いに、きわめてシンプ

ルかつ具体的な答えを提示する「アルフレッド・アドラーの思想(アドラー心理学)」に

ついて、青年と哲人の対話形式を用いてまとめる。 
朝日新聞 2015/01/04 

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

*9784478025819*

 

長友佑都体幹トレーニング 20 
長友 佑都/ 木場 克己 著 
ベストセラーズ 
サッカー選手・長友佑都が試行錯誤しながら得た体幹トレーニングのやり方を、メン

タルの考え方や目的別の組み合わせ(メニュー)とともに紹介する。書き込み式の目

標欄あり。全て長友佑都が実践&解説した DVD 付き。 
朝日新聞 2015/01/04 

2014:04. / 107p 
978-4-584-13557-0 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784584135570*

 

村上海賊の娘<上巻> 
和田 竜 著 
新潮社 
和睦が崩れ、信長に攻め立てられる大坂本願寺。海路からの支援を乞われた毛利

は村上海賊に頼ろうとした。その娘、景は海賊働きに明け暮れ、嫁の貰い手のない

悍婦で醜女だった…。『週刊新潮』掲載を加筆修正し単行本化。 
朝日新聞 2015/01/04 

2013:10. / 474p 
978-4-10-306882-2 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784103068822*
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山の名作読み歩き～読んで味わう山の楽しみ～(ヤマケイ新書 YS003) 
大森 久雄 編 
山と渓谷社 
数多くの山の書籍を世に送り出してきた編集者が、山にまつわる名作 53 編を厳

選。江戸時代の山岳紀行から現代の名エッセーや紀行、詩まで、山の文芸の流れ

を理解し、その真髄を味わうための道しるべとなるアンソロジー。 
朝日新聞 2015/01/04 

2014:10. / 301p 
978-4-635-51002-8 
880 円〔本体〕+税 

*9784635510028*

 

体験的山道具考～プロが教える使いこなしのコツ～(ヤマケイ新書 YS004) 
笹原 芳樹 著 
山と渓谷社 
登山家としての豊富な経験、登山用具店勤務のプロの知識から生まれた、実践的

な山道具本。食糧から登攀具まで幅広い山道具を、選び、使いこなすために役立

つ 83 編を収録。『登山時報』掲載をもとに加筆訂正して再構成。 
朝日新聞 2015/01/04 

2014:10. / 285p 
978-4-635-51004-2 
800 円〔本体〕+税 

*9784635510042*

 

小島信夫短篇集成<8> 暮坂/こよなく愛した 
小島 信夫 著 
水声社 
日本文学に新風を吹き込んだ小島信夫の野心的・挑戦的な短篇群を網羅。第 8
巻は、「ニンゲンの顔」「こよなく愛した」など、著者 晩年、創作と現実のあわいを揺

蕩いながら綴られた、文学の新境地を指し示す作品群を収録。 
朝日新聞 2015/01/04 

2014:11. / 604p 
978-4-8010-0068-1 
8,000 円〔本体〕+税 

*9784801000681*

 

新・人間革命<第 26 巻> 
池田 大作 著 
聖教新聞社 
創価学会第 3 代会長となった山本伸一が、世界を舞台に繰り広げる民衆凱歌の大

河小説。第 26 巻では、広布第 2 章の「支部制」スタートなどを描く。『聖教新聞』連

載の 2012 年 6 月 15 日?2013 年 7 月 22 日分を書籍化。 
朝日新聞 2015/01/04 

2014:11. / 430p 
978-4-412-01549-4 
1,238 円〔本体〕+税 

*9784412015494*

 

銀翼のイカロス([半沢直樹シリーズ]) 
池井戸 潤 著 
ダイヤモンド社 
経営再建中の帝国航空を任された半沢は、500 億円もの債権放棄を求める再生タ

スクフォースと激突する。政治家との対立、立ちはだかる宿敵…半沢に勝ち目は? 
半沢直樹シリーズ第 4 弾。『週刊ダイヤモンド』連載を書籍化。 
朝日新聞 2015/01/04 

2014:07. / 373p 
978-4-478-02891-9 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784478028919*

 

まんがでわかる 7 つの習慣 
小山 鹿梨子/ フランクリン・コヴィー・ジャパン 著 
宝島社 
バーテンダーを目指して修業を始めた歩は、バー「セブン」での様々な出会いを通

して少しずつ本物への階段を上っていく。彼女を少しずつ変えたのは「7 つの習慣」

だった…。人生を変える「7 つの習慣」の要点をまんがで伝える。 
朝日新聞 2015/01/04 

2013:10. / 175p 
978-4-8002-1531-4 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784800215314*
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ex�music<L> ポスト・ロックの系譜 
佐々木 敦 著 
アルテスパブリッシング 
批評家・佐々木敦がポスト・ロック、テクノミュージック、電子音楽のミュージシャンた

ちについて論じた名著「ex�music」の新編集版。L には、ルー・リード、トータスなど

ポスト・ロックにかかわるテクストを収録する。 
朝日新聞 2015/01/04 

2014:07. / 215p 
978-4-903951-88-1 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784903951881*

 

33 年後のなんとなく、クリスタル 
田中 康夫 著 
河出書房新社 
1980 年代、日本の豊かな時代を過ごした「彼女たち」は今、何を思い、どう生きてい

るのか。透明性、多面性、独創性、そして予言性に満ちた、「なんとなく、クリスタル」

33 年後の物語。膨大な註も収録。 
朝日新聞 2015/01/04、産経新聞 2015/01/18 

2014:11. / 275p,69p 
978-4-309-02334-2 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784309023342*

 

宮尾登美子全集<第１５巻>  
宮尾 登美子 著 
朝日新聞社 
朝日新聞 2015/01/11 

1994:01. / ３３１ｐ 
978-4-02-256452-8 
5,146 円〔本体〕+税 

*9784022564528*

 

春灯 改版(新潮文庫)  
宮尾 登美子 著 
新潮社 
朝日新聞 2015/01/11 

2007:02. / ６４３ｐ 
978-4-10-129305-9 
890 円〔本体〕+税 

*9784101293059*

 

櫂 改版(新潮文庫)  
宮尾 登美子 著 
新潮社 
朝日新聞 2015/01/11 

2005:11. / ５９８ｐ 
978-4-10-129308-0 
790 円〔本体〕+税 

*9784101293080*

 

朱夏(新潮文庫)  
宮尾 登美子 著 
新潮社 
朝日新聞 2015/01/11 

1998:12. / ６２９ｐ 
978-4-10-129309-7 
890 円〔本体〕+税 

*9784101293097*

 

きのね<上巻>(新潮文庫)  
宮尾 登美子 著 
新潮社 
朝日新聞 2015/01/11 

1999:03. / ４６１ｐ 
978-4-10-129310-3 
670 円〔本体〕+税 

*9784101293103*
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きのね<下巻>(新潮文庫)  
宮尾 登美子 著 
新潮社 
朝日新聞 2015/01/11 

1999:03. / ４５５ｐ 
978-4-10-129311-0 
670 円〔本体〕+税 

*9784101293110*

 

仁淀川(新潮文庫)  
宮尾 登美子 著 
新潮社 
朝日新聞 2015/01/11 

2003:08. / ３９２ｐ 
978-4-10-129317-2 
590 円〔本体〕+税 

*9784101293172*

 

敗者の身ぶり～ポスト占領期の日本映画～ 
中村 秀之 著 
岩波書店 
映画の中にあらわれる「歴史の薄明」をたどる 
朝日新聞 2015/01/11 

2014:10. / 8p,336p,5p 
978-4-00-024477-0 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784000244770*

 

暴力と差別としての米軍基地～沖縄と植民地-基地形成史の共通性～(未来への

歴史) 
林 博史 著 
かもがわ出版 
なぜ沖縄だけが基地を押しつけられるのかー植民地の歴史のなかに原点があっ

た！！ 
朝日新聞 2015/01/11 

2014:10. / 175p 
978-4-7803-0738-2 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784780307382*

 

安倍官邸の正体(講談社現代新書 2294)  
田崎 史郎 著 
講談社 
時の権力者は何を考えているのか。官邸の意思決定システムがわかれば、「次」が

読める。日本の将来について考えるための必読書 
朝日新聞 2015/01/11 

2014:12. / 257p 
978-4-06-288294-1 
800 円〔本体〕+税 

*9784062882941*

 

白馬のお嫁さん 1(アフタヌーン KC) 
庄司 創 著 
講談社 
男だけど、妊娠して子供が産める「産む男」がいる時代。リスク大嫌いな清隆と、産

む男 3 人が贈る、コミカル嫁取りドラマ、開幕！ 
朝日新聞 2015/01/11 

2015:01. / 232p 
978-4-06-388013-7 
640 円〔本体〕+税 

*9784063880137*

 

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

は？ 英米ミステリ界を戦慄させた驚愕と慟哭の傑作！ 
朝日新聞 2015/01/11 

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

*9784167901967*
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人生処方詩集(岩波文庫 32-471-1) 
エーリヒ・ケストナー/ 小松 太郎 著 
岩波書店 
「ふたりのロッテ」や「飛ぶ教室」の著者ケストナーによる、悩める大人のための詩

集。現代人のゆううつをユーモアをまじえた新鮮な感覚とウイットで表現する。 
朝日新聞 2015/01/11 

2014:11. / 293p 
978-4-00-324711-2 
720 円〔本体〕+税 

*9784003247112*

 

ずっこけそこない話 
草市 潤 著 
三月書房 
96 歳の、とある一日…。「人間がこの世に住んでいた頃の話」「そのときはそのとき」

「花もそれぞれ見る目もそれぞれ」など、佐賀在住の歌人・エッセイストが綴る全 72
篇。 
朝日新聞 2015/01/11 

2014:11. / 234p 
978-4-7826-0223-2 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784782602232*

 

森と日本人の 1500 年(平凡社新書 751)  
田中 淳夫 著 
平凡社 
時とともに変わる風景。今ある緑は、どんな経緯を経て生まれたか。森林景観に人

はどのように関わってきたか。現代につながる日本の森と人の歩みを 1500 年にわ

たってたどる。 
朝日新聞 2015/01/11 

2014:10. / 239p 
978-4-582-85751-1 
780 円〔本体〕+税 

*9784582857511*

 

あかりの湖畔(中公文庫 あ 80-1)  
青山 七恵 著 
中央公論新社 
たったひとつの家族だからこそ、打ち明けられない「秘密」がある-。大きな湖のほとり

にある「お休み処・風弓亭」の三姉妹。平穏な暮らしの中の小さな分岐点が、彼女た

ちの運命を変えていく…。 
朝日新聞 2015/01/11 

2014:11. / 375p 
978-4-12-206035-7 
700 円〔本体〕+税 

*9784122060357*

 

友だちは永遠じゃない～社会学でつながりを考える～(ちくまプリマー新書 222)  
森 真一 著 
筑摩書房 
凝り固まって息苦しいように感じられる人間関係や社会も、「一時的協力理論」という

フィルターを通すとちょっと違った成立の姿が見えてくる。そんな社会の像や、そこ

に見いだせる可能性を考える。 
朝日新聞 2015/01/11 

2014:11. / 167p 
978-4-480-68924-5 
780 円〔本体〕+税 

*9784480689245*

 

小説検定(新潮文庫 な-88-1)  
南陀楼綾繁 著 
新潮社 
動物、恋愛、旅など 8 テーマで小説にまつわるクイズを出題。古典的名作から近年

のベストセラーまで、解く内にもっと本が読みたくなる! 文学トリビアも満載。『yom 
yom』連載に加筆し書籍化。 
朝日新聞 2015/01/11 

2014:11. / 299p 
978-4-10-126261-1 
670 円〔本体〕+税 

*9784101262611*
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本当にあった医学論文 
倉原 優 著 
中外医学社 
「70 年も心臓の中に残っていた弾丸」「床に落ちた食べ物は安全か?」「ハリー・ポッ

ターの頭痛を真面目に診断してみた」「ゴキブリの抽出物ががんに効く!?」など、実

在する世界のトンデモ医学論文を紹介する。 
朝日新聞 2015/01/11 

2014:11. / 4p,150p 
978-4-498-04820-1 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784498048201*

 

辞書には載らなかった不採用語辞典 
飯間 浩明 著 
ＰＨＰエディターズ・グループ 
いさぎなさ、ウロキョロ、ぽちる…。「三省堂国語辞典」の編纂者が、文芸書からツイ

ッター、バスの中の大学生の会話までを渉猟して集めた、辞書に載らないけれど魅

力的なことばたちをユーモアたっぷりに解説する。 
朝日新聞 2015/01/11 

2014:11. / 207p 
978-4-569-81816-0 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784569818160*

 

たった独りの外交録～中国・アメリカの狭間で、日本人として生きる～ 
加藤 嘉一 著 
晶文社 
言論統制、反日感情、尖閣危機、ハーバードでの情報戦…。中国の論壇で活躍

し、現在はアメリカで研究・言論活動を続ける著者による、中国・アメリカという 2 つ

の大国をたった独りで駆け抜けた「個人外交」の記録。 
朝日新聞 2015/01/11 

2014:10. / 318p 
978-4-7949-6857-9 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784794968579*

 

「戦場体験」を受け継ぐということ～ビルマルートの拉孟全滅戦の生存者を尋ね歩

いて～ 
遠藤 美幸 著 
高文研 
日本軍 1300 人 vs.中国軍 4 万人! 1944 年 6?9 月、米英軍による?介石軍支援の

「援?ルート」遮断をめぐって、日本軍と中国軍が激突した中国ビルマ国境の要衝

「拉孟」。日本軍守備隊全滅の真相を明らかにする。 
朝日新聞 2015/01/11 

2014:11. / 239p 
978-4-87498-549-6 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784874985496*

 

見てしまう人びと～幻覚の脳科学～ 
オリヴァー・サックス/ 大田 直子 著 
早川書房 
幻覚は狂気の徴候でも不名誉なことでもなく、他に類のないカテゴリーの意識であ

り、精神生活である。様々な幻覚の原因と症状を網羅し、幻覚を体験する人間の心

の不思議を描くほか、幻覚と脳の働きの関係も科学的に考察する。 
朝日新聞 2015/01/11 

2014:10. / 379p 
978-4-15-209496-4 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784152094964*

 

なぜ関西のローカル大学「近大」が、志願者数日本一になったのか 
山下 柚実 著 
光文社 
「世界初のマグロの完全養殖」と「志願者数日本一」という 2 つの快挙を成し遂げた

裏側には、周到な準備と徹底した改革があった-。近畿大学のユニークな取り組み

から、ビジネスのヒントが見えてくる渾身のノンフィクション。 
朝日新聞 2015/01/11 

2014:11. / 253p 
978-4-334-97802-0 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784334978020*
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邸宅美術館の誘惑～アートコレクターの息づかいを感じる至福の空間～ 
朽木 ゆり子 著 
集英社 
世界有数のアートコレクターの邸宅で往時のままにコレクションが楽しめる“邸宅美

術館”。ヨーロッパとアメリカから珠玉の 15 館を選び、収集の歴史や主な作品を丁

寧な解説と美しいカラー写真で紹介する。地図&ガイドも収録。 
朝日新聞 2015/01/11 

2014:10. / 159p 
978-4-08-781553-5 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784087815535*

 

アルピニズムと死～僕が登り続けてこられた理由～(ヤマケイ新書 YS001) 
山野井 泰史 著 
山と渓谷社 
かつて「天国にいちばん近いクライマー」と呼ばれた男はなぜ、死ななかったのか。

凍傷のため手足の指を計 10 本失いながらも、尽きることのない登攀意欲で前進し

続ける世界的クライマー山野井泰史が、今までの歩みを回想する。 
朝日新聞 2015/01/11 

2014:10. / 188p 
978-4-635-51007-3 
760 円〔本体〕+税 

*9784635510073*

 

女王はかえらない 
降田 天 著 
宝島社 
片田舎の小学校に、東京から美しい転校生・エリカがやってきて、クラスの“女王”と

して君臨していたマキの座を脅かすようになる。スクール・カーストのバランスは崩

れ、物語は背筋も凍る、まさかの展開に-。学園ミステリー。 
朝日新聞 2015/01/11 

2015:01. / 317p 
978-4-8002-3547-3 
1,480 円〔本体〕+税 

*9784800235473*

 

川の地図辞典～江戸・東京／２３区編～  
之潮 
水の都といわれた江戸・東京の街の「消えた川・消えた地形歩き」に必携の地図辞

典。東京２３区の河川や現旧水路を見直し、都市部の原地形と環境を把握すること

ができる。明治初期／平成対照地図、「初版迅速測図」も多数収録。 
朝日新聞 2015/01/11 

2007:12. /  
978-4-902695-04-5 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784902695045*

 

フィルムノワール/黒色影片(フィルムノワール) 
矢作 俊彦 著 
新潮社 
神奈川県警の嘱託・二村は、ある殺し屋がモデルとなった映画フィルムの行方を追

って香港に飛んだ。立て続けに起こる射殺事件。複雑な過去と現在が交錯し…。二

村永爾シリーズ。『新潮』連載を大幅に加筆改稿し単行本化。 
朝日新聞 2015/01/11、日本経済新聞 2015/01/11 

2014:11. / 571p 
978-4-10-377507-2 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784103775072*

 

日本型クリエイティブ・サービスの時代～「おもてなし」への科学的接近～ 
山内 裕 編 
日本評論社 
日本の「おもてなし」を科学の眼で明らかにするテキスト。「おもてなし」や、切磋琢

磨の価値共創という価値創出の概念を整理したうえで、日本型クリエイティブ・サー

ビスを理解・実践するための方法論、今後の展望等を示す。 
朝日新聞 2015/01/11、日本経済新聞 2015/01/11 

2014:10. / 5p,229p 
978-4-535-55799-4 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784535557994*
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竜馬がゆく<１>(文春文庫)  
司馬 遼太郎 著 
文芸春秋 
朝日新聞 2015/01/18 

1998:09. / ４４６ｐ 
978-4-16-710567-9 
650 円〔本体〕+税 

*9784167105679*

 

さよならガールフレンド(Feel コミックス FC Swing) 
高野 雀 著 
祥伝社 
朝日新聞 2015/01/18 

2015:01. / 192p 
978-4-396-76628-3 
680 円〔本体〕+税 

*9784396766283*

 

ジョン・レディ・ブラック～近代日本ジャーナリズムの先駆者～ 
奥 武則 著 
岩波書店 
自らの理想を追求し続けた新聞人の生涯 
朝日新聞 2015/01/18 

2014:10. / 11p,319p,9p
978-4-00-025998-9 
6,800 円〔本体〕+税 

*9784000259989*

 

人喰いの社会史～カンニバリズムの語りと異文化共存～ 
弘末 雅士 著 
山川出版社 
スマトラを舞台に異文化との共存への道筋を解く 
朝日新聞 2015/01/18 

2014:11. / 202p,25p 
978-4-634-64073-3 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784634640733*

 

古本屋ツアー・イン・神保町 
小山 力也 著 
本の雑誌社 
古書の街「神保町」のすべてのお店を訪問したガイドエッセイ。読んで愉しい、行っ

て楽しい、これ以上ない神保町ガイド。 
朝日新聞 2015/01/18 

2014:11. / 333p 
978-4-86011-262-2 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784860112622*

 

千のプラトー～資本主義と分裂症～<下>(河出文庫)  
ジル・ドゥルーズ/ フェリックス・ガタリ/ 宇野 邦一/ 小沢 秋広/ 田中 敏彦/ 豊崎 

光一/ 宮林 寛/ 守中 高明 著 
河出書房新社 
かつてない国家、戦争、技術、資本への問いから、平滑空間／条里空間の考察を

経て非有機的生に向かう壮大な歴史哲学の試み。 
朝日新聞 2015/01/18 

2010:11. / ３９３，９ｐ 
978-4-309-46345-2 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784309463452*

 

時間のかかる読書(河出文庫 み 27-1) 
宮沢 章夫 著 
河出書房新社 
横光利一の名作短編「機械」を 11 年かけてぐずぐず読んでみた。脱線バンザイ。

読書を愛する全ての人に捧げる伊藤整賞受賞作の名作。 
朝日新聞 2015/01/18 

2014:12. / 349p 
978-4-309-41336-5 
920 円〔本体〕+税 

*9784309413365*
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千のプラトー～資本主義と分裂症～<上>(河出文庫)  
ジル・ドゥルーズ/ フェリックス・ガタリ/ 宇野 邦一/ 小沢 秋広/ 田中 敏彦/ 豊崎 

光一/ 宮林 寛/ 守中 高明 著 
河出書房新社 
ドゥルーズ／ガタリ 大の挑戦、ついに文庫化。リゾーム、抽象機械、アレンジメント

など新たな概念によって宇宙と大地の生を解き放つ 
朝日新聞 2015/01/18 

2010:09. / ３６５ｐ 
978-4-309-46342-1 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784309463421*

 

千のプラトー～資本主義と分裂症～<中>(河出文庫)  
ジル・ドゥルーズ/ フェリックス・ガタリ/ 宇野 邦一/ 小沢 秋広/ 田中 敏彦/ 豊崎 

光一/ 宮林 寛/ 守中 高明 著 
河出書房新社 
ドゥルーズ／ガタリによる極限的な思考の実験。中巻では顔貌性、逃走線の考察か

ら生成変化をめぐりつつ、宇宙の時を刻むリトルネロへ向かう。 
朝日新聞 2015/01/18 

2010:10. / ４３９ｐ 
978-4-309-46343-8 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784309463438*

 

ルンタ 
山下 澄人 著 
講談社 
人間の暮らしにうんざりしたわたしは家を出て、ユという女との記憶と死んだはずの

友人の中西を道連れに山へ向かう。表題作など全 2 編を収録。『群像』掲載を単行

本化。 
朝日新聞 2015/01/18 

2014:10. / 232p 
978-4-06-219191-3 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784062191913*

 

病いの共同体～ハンセン病療養所における患者文化の生成と変容～ 
青山 陽子 著 
新曜社 
ハンセン病療養所という場で紡がれた、「誇りに満ちた生」の記憶。患者たちが集団

としての連帯を生み出し、独自の文化を形成していったプロセスを社会学の視点か

ら描く。 
朝日新聞 2015/01/18 

2014:11. / 6p,297p,12p
978-4-7885-1412-6 
3,600 円〔本体〕+税 

*9784788514126*

 

鳥たち 
よしもと ばなな 著 
集英社 
家族を失い、天涯孤独で身を寄せ合う「まこ」と「嵯峨」。お互いしか癒せない淋しさ

を抱えた、ふたりの恋のかたちとは-。静かな祈りに包まれる長編小説。『すばる』掲

載を単行本化。 
朝日新聞 2015/01/18 

2014:10. / 206p 
978-4-08-771582-8 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784087715828*

 

長い２０世紀～資本、権力、そして現代の系譜～  
ジョヴァンニ・アリギ/ 土佐 弘之/ 柄谷 利恵子/ 境井 孝行/ 永田 尚見 著 
作品社 
“マネー”と“パワー”は、いかにして「長い２０世紀」を終焉させ、新たな時代を作ろう

としているのか？ ２０世紀資本主義の“世界システム”の台頭と展開を壮大なスケ

ールで分析する。 
朝日新聞 2015/01/18 

2009:01. / ５８６ｐ 
978-4-86182-217-9 
5,200 円〔本体〕+税 

*9784861822179*
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三遊亭圓歌ひとり語り 全部ウソ。 
三遊亭 圓歌/ 田中 聡 著 
河出書房新社 
少年時代、戦争と新大久保駅、戦後混乱期の芸人たち、三代目圓歌襲名、落語協

会会長、忘れ得ぬ人びと…。昭和から平成へと、激変する落語界を第一線で見て

きた著者による、貴重な時代の証言。 
朝日新聞 2015/01/18 

2014:11. / 258p 
978-4-309-27537-6 
1,750 円〔本体〕+税 

*9784309275376*

 

色彩の息子(集英社文庫 や 2-4) 
山田 詠美 著 
集英社 
一人きりで目覚めてしまう明け方。私は人の声に触れたくて、知らない誰かに電話

をかける-。「顔色の悪い魚」ほか、心の中のパレットから選びだした言葉で描きださ

れた、全 12 編の短編を収録。 
朝日新聞 2015/01/18 

2014:11. / 214p 
978-4-08-745250-1 
460 円〔本体〕+税 

*9784087452501*

 

吉本隆明<未収録>講演集<2> 心と生命について 
吉本 隆明 著 
筑摩書房 
吉本隆明の既刊の講演集に収められていない講演、新たに音源が発見された講

演をテーマ別に編集。2 は、意識、心、生命、死生観といった人間存在の根本に関

わるテーマを平易に語る講演録を収録。 
朝日新聞 2015/01/18 

2015:01. / 374p 
978-4-480-78802-3 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784480788023*

 

張り込み日記～渡部雄吉写真集～ 
渡部 雄吉/ 乙一 著 
ナナロク社 
昭和 33 年、茨城県水戸市で起きたバラバラ殺人事件。犯人の手掛かりを追って、

舞台は東京へ。ベテランと若手、2 人の刑事が真相に迫る。実際の捜査を 20 日間

にわたって密着撮影した実録写真集。 
朝日新聞 2015/01/18 

2014:11. / 198p 
978-4-904292-52-5 
2,700 円〔本体〕+税 

*9784904292525*

 

極楽のあまり風～ギリシア文学からの眺め～ 
中務 哲郎 著 
ピナケス出版 
漱石とギリシア奇談、墓所を隠す話、「荘子」に寄せる西洋古典的注釈…。西洋古

典を学び、ギリシア文学を専門とする著者が、古典を引用し、奇譚を紹介する。『図

書』連載のエッセイを中心に書籍化。 
朝日新聞 2015/01/18 

2014:11. / 253p 
978-4-903505-13-8 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784903505138*

 

紺碧の果てを見よ 
須賀 しのぶ 著 
新潮社 
関東大震災の日も、妹の手を離さなかった兄は海軍の道を選び、妹は兄への思慕

を胸に沈めた…。命を振り絞って生きた者たちと、兄妹の秘めやかな思いを描く。

『新潮ケータイ文庫 DX』連載を加筆修正。 
朝日新聞 2015/01/18 

2014:12. / 453p 
978-4-10-337031-4 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784103370314*
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自然主義と宗教の間～哲学論集～(叢書・ウニベルシタス 1018)  
ユルゲン・ハーバーマス 著 
法政大学出版局 
民主主義的な手続きが危機に瀕するなかで、市民による公共的な論争への参加の

重要性を論じ、脱超越論化した理性のあり方を問うハーバーマスの哲学論集。自身

の知的遍歴を語った京都賞受賞記念講演も収録。 
朝日新聞 2015/01/18 

2014:10. / 406p,58p 
978-4-588-01018-7 
4,800 円〔本体〕+税 

*9784588010187*

 

社会脳からみた認知症～徴候を見抜き、重症化をくい止める～(ブルーバックス 
B-1889) 
伊古田 俊夫 著 
講談社 
記憶障害や知的能力の低下だけではとらえきれない、患者の「心の変化」とは? 現

役世代からの早期発見を可能にする知識とは? 認知症の症状を理解し、介護の負

担を軽くする新しい視点を、専門医がやさしく語る。 
朝日新聞 2015/01/18 

2014:11. / 238p 
978-4-06-257889-9 
900 円〔本体〕+税 

*9784062578899*

 

沈みゆく大国アメリカ(集英社新書 0763) 
堤 未果 著 
集英社 
「1%の超・富裕層」が仕掛けた“オバマケア”で、アメリカ医療は完全崩壊! 「がん治

療薬は自己負担、安楽死薬なら保険適用」「高齢者は高額手術より痛み止め」…。

アメリカ版皆保険制度の実態を明らかにする。 
朝日新聞 2015/01/18 

2014:11. / 206p 
978-4-08-720763-7 
720 円〔本体〕+税 

*9784087207637*

 

工場日記(ちくま学芸文庫 ウ 5-3)  
シモーヌ・ヴェイユ 著 
筑摩書房 
人間性を壊敗させる必然性の機構のなかで、はたして人間本来の生は可能なのか

-。教職をなげうち、女工として工場に飛び込んだうら若き女性哲学者が、極限の状

況下で自己犠牲と献身について考え抜いた、魂の記録。 
朝日新聞 2015/01/18 

2014:11. / 287p 
978-4-480-09646-3 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784480096463*

 

アルタッドに捧ぐ 
金子 薫 著 
河出書房新社 
亡き祖父の家で一人暮らしをしながら小説を書いている本間。ある日、その主人公

が砂漠で死んだ。彼の意図しないところで。すると本間の前に、少年が飼育してい

たトカゲのアルタッドが現れ…。『文藝』掲載を単行本化。 
朝日新聞 2015/01/18 

2014:11. / 130p 
978-4-309-02337-3 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784309023373*

 

明治維新と幕臣～「ノンキャリア」の底力～(中公新書 2294) 
門松 秀樹 著 
中央公論新社 
明治維新が成し遂げられたとき、本当に江戸幕府は無為無策で、すぐれた人材を

欠いていたのだろうか。行政実務に精通し、政権交代後も継続登用された中・下級

の旧幕臣たちに光を当て、明治維新への新たな視座を提供する。 
朝日新聞 2015/01/18 

2014:11. / 5p,233p 
978-4-12-102294-3 
820 円〔本体〕+税 

*9784121022943*
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財政危機の深層～増税・年金・赤字国債を問う～(NHK 出版新書 449)  
小黒 一正 著 
ＮＨＫ出版 
消費税増税への根強い抵抗感、自転車操業で積み増す赤字国債、受益負担格差

がある年金…。財政危機の問題の本質は、どこにあるのか。元財務官僚の経済学

者が、世に氾濫する「誤解」を正し、持続的で公正な財政の未来を問う。 
朝日新聞 2015/01/18 

2014:12. / 253p 
978-4-14-088449-2 
780 円〔本体〕+税 

*9784140884492*

 

子どもに貧困を押しつける国・日本(光文社新書 718) 
山野 良一 著 
光文社 
2014 年 7 月、日本の子どもの貧困率は 16.3%と過去 悪を更新。無保険の子、居

所不明の「消えた子」の問題、生活保護バッシング…。無責任な社会の、見えない

「貧困」をレポートし、福祉の新たな視座と解決策を探る。 
朝日新聞 2015/01/18 

2014:10. / 284p 
978-4-334-03821-2 
820 円〔本体〕+税 

*9784334038212*

 

国民国家と暴力  
アンソニー・ギデンズ/ 松尾 精文/ 小幡 正敏 著 
而立書房 
「再帰性」概念と「構造化」理論を、国民国家と資本主義や工業主義との結びつき、

国民国家に内包されている政治的暴力という事例の中に当てはめ、その理論の有

効性を確認し、その議論を通じて、モダニティの分析を展開する。 
朝日新聞 2015/01/18 

1999:11. / ４２４，３３ｐ 
978-4-88059-264-0 
4,000 円〔本体〕+税 

*9784880592640*

 

「立入禁止」をゆく～都市の足下・頭上に広がる未開地～ 
ブラッドリー・L.ギャレット/ 東郷 えりか 著 
青土社 
廃墟のホテル、閉鎖された地下鉄のトンネル、下水道や共同溝、超高層ビルのてっ

ぺん、忘れられた遺跡…。文化人類学・都市研究家である著者が、アメリカと欧州の

立入禁止区域に侵入した現代的探検記。カラー図版も多数収録。 
朝日新聞 2015/01/18、毎日新聞 2015/01/18 

2014:10. / 292p,22p 
978-4-7917-6826-4 
4,200 円〔本体〕+税 

*9784791768264*

 

丸山眞男集別集<第 1 巻> 1933-1949 
丸山 眞男 著, 丸山 眞男/ 東京女子大学丸山眞男文庫 編 
岩波書店 
「丸山眞男集」に収録されなかった丸山眞男の論文・未定稿・講演記録を年代順に

編集。第 1 巻は、「明治政府の秩禄処分とその影響」など、1933 年から 1949 年に

執筆・記録されたものをまとめる。 
朝日新聞 2015/01/18、毎日新聞 2015/01/25 

2014:12. / 11p,425p 
978-4-00-092801-4 
4,200 円〔本体〕+税 

*9784000928014*

 

砂の女 改版(新潮文庫)  
安部 公房 著 
新潮社 
朝日新聞 2015/01/25 

2003:03. / ２７６ｐ 
978-4-10-112115-4 
520 円〔本体〕+税 

*9784101121154*
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肉体の悪魔(光文社古典新訳文庫)  
ラディゲ/ 中条 省平 著 
光文社 
朝日新聞 2015/01/25 

2008:01. / ２３０ｐ 
978-4-334-75148-7 
476 円〔本体〕+税 

*9784334751487*

 

ある遭難者の物語 第２版(叢書アンデスの風)  
ガブリエル・ガルシア・マルケス/ 堀内研二 著 
水声社 
朝日新聞 2015/01/25 

1992:07. / １３９ｐ 
978-4-89176-273-5 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784891762735*

 

食べているのは生きものだ 
森枝 卓士 著 
福音館書店 
命をいただいている実感 ありますか? 
朝日新聞 2015/01/25 

2014:11. / 40p 
978-4-8340-8129-9 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784834081299*

 

毛利元就～武威天下無双、下民憐愍の文徳は未だ～(ミネルヴァ日本評伝選) 
岸田 裕之 著 
ミネルヴァ書房 
いかにして中国地方一の大名となったのか 
朝日新聞 2015/01/25 

2014:11. / 29p,427p,9p
978-4-623-07224-8 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784623072248*

 

しきぶとんさんかけぶとんさんまくらさん(福音館の幼児絵本) 
高野 文子 著 
福音館書店 
高野文子がおくる、お休みなさいの絵本！ 
朝日新聞 2015/01/25 

2014:02. / [24p] 
978-4-8340-8049-0 
800 円〔本体〕+税 

*9784834080490*

 

銀幕の神々 
山本 甲士 著 
小学館 
忘れ得ぬ人と映画の思い出を叙情豊かに描く 
朝日新聞 2015/01/25 

2015:01. / 316p 
978-4-09-386403-9 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784093864039*

 

辞書をよむ(平凡社新書 760) 
今野 真二 著 
平凡社 
各時代の辞書を読み各時代の言語生活を浮彫りにする 
朝日新聞 2015/01/25 

2014:12. / 183p 
978-4-582-85760-3 
800 円〔本体〕+税 

*9784582857603*
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映画の奈落～北陸代理戦争事件～ 
伊藤 彰彦 著 
国書刊行会 
実録ヤクザ映画『北陸代理戦争』をめぐる男たちの戦い。関係者への直接取材と緻

密な脚本分析によって浮き彫りにするドキュメント。 
朝日新聞 2015/01/25 

2014:05. / 315p,8p 
978-4-336-05810-2 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784336058102*

 

清とこの夜 
広小路 尚祈 著 
中央公論新社 
無骨な居酒屋店主・清を前に、今宵も常連は上機嫌。抱えた屈託や願望が、酔うほ

どに顔をのぞかせて…。人生の滑稽さを描きだす、哀切と笑いの酒場小説。 
朝日新聞 2015/01/25 

2014:11. / 198p 
978-4-12-004678-0 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784120046780*

 

折り紙えほん 
高野 紀子 著 
あすなろ書房 
つる、羽子板、お雛さまの折り方を知ってますか? 「和」の心を伝える折り紙の基本

から、四季の行事をいろどるクラフトのアイデアまで、わかりやすく紹介します。 
朝日新聞 2015/01/25 

2014:12. / 59p 
978-4-7515-2716-0 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784751527160*

 

映画監督深作欣二  
深作 欣二/ 山根 貞男 著 
ワイズ出版 
今年映画撮影中に死去した、日本を代表する映画監督・深作欣二の世界の集大成

本。本人が語る全作品、貴重なスナップ、スチール、そして詳細なフィルモグラフィ

で構成。 
朝日新聞 2015/01/25 

2003:07. / ５２６ｐ 
978-4-89830-155-5 
4,200 円〔本体〕+税 

*9784898301555*

 

折口信夫 
安藤 礼二 著 
講談社 
民俗学と国文学が交わる地点に独自の古代学の体系を打ち立てた折口信夫とは、

いったい何者であったのか? 生涯の「謎」を解き明かし、思想の全体像に迫る、決

定的折口論。 
朝日新聞 2015/01/25 

2014:11. / 533p 
978-4-06-219204-0 
3,700 円〔本体〕+税 

*9784062192040*

 

サザエさんえほん<1> わかめちゃんとおまわりさん 
長谷川 町子 著 
朝日新聞出版 
昭和 50 年代に刊行された「サザエさんえほん」を、長谷川町子自筆の原画から、実

際に描いた鮮やかな色合いを再現して復刻。1 は、「わかめちゃんとおまわりさん」

を収録する。 
朝日新聞 2015/01/25 

2015:01. / [18p] 
978-4-02-258941-5 
796 円〔本体〕+税 

*9784022589415*
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昆虫はすごい(光文社新書 710) 
丸山 宗利 著 
光文社 
恋愛、戦争、奴隷、共生…。虫はなんでもやっている! 人間たちの思考を覆す、小

さな生物のあっぱれな生き方を紹介し、地球上で も多種多様な昆虫の生態に迫

る。写真も多数収録。 
朝日新聞 2015/01/25 

2014:08. / 238p 
978-4-334-03813-7 
780 円〔本体〕+税 

*9784334038137*

 

スマホチルドレン対応マニュアル～「依存」「炎上」これで防ぐ!～(中公新書ラクレ 
495) 
竹内 和雄 著 
中央公論新社 
スマートフォンを手放せない子ども、「スマホチルドレン」。現場で問題解決を試み、

講演を重ねる著者が、その背景や段階別の対処法を探る。LINE 株式会社・田端

信太郎との対談も収録。 
朝日新聞 2015/01/25 

2014:05. / 225p 
978-4-12-150495-1 
800 円〔本体〕+税 

*9784121504951*

 

中高生のためのケータイ・スマホハンドブック 
今津 孝次郎/ 金城学院中学校/ 金城学院高等学校 著 
学事出版 
ケータイとスマートフォンを「人間とコミュニケーション」という基本から捉え直し、具体

的にどうつきあえばよいのかについて、中高生自身の目線から検討した成果をまと

めたハンドブック。 
朝日新聞 2015/01/25 

2013:09. / 95p 
978-4-7619-1999-3 
600 円〔本体〕+税 

*9784761919993*

 

妄想彼女～頭の中で作りあげた僕の恋人～ 
地主 恵亮 著 
鉄人社 
運命の出会い、はじめてのデート、幸福な毎日、プロポーズ、結婚式、子育て…。

架空の恋人との思い出を記録した禁断のラブメモリーズが満載の、ひとりデート発

案者・地主恵亮による妄想恋愛本。 
朝日新聞 2015/01/25 

2014:10. / 125p 
978-4-86537-018-8 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784865370188*

 

その日東京駅五時二十五分発(新潮文庫 に-30-1)  
西川 美和 著 
新潮社 
終戦当日、焼け野原の東京から故郷広島に向かう「ぼく」。滅亡と虚無の淵で 19 歳

の通信兵が眺めたこの国とは? 淡々と、だがありありと「あの戦争」が蘇る、広島出身

の著者が挑んだ入魂の物語。 
朝日新聞 2015/01/25 

2015:01. / 137p 
978-4-10-126471-4 
400 円〔本体〕+税 

*9784101264714*

 

ソクラテスの妻(文春文庫 や 54-3) 
柳 広司 著 
文藝春秋 
ソクラテスの死後、悪妻クサンティッペが亡夫の実像を語る表題作のほか、オイディ

プス、ゼウス、ミノタウロス、イカロス、タレスなどギリシアの神や人々が生き生きとよみ

がえる全 13 の掌編を収録。 
朝日新聞 2015/01/25 

2014:12. / 187p 
978-4-16-790249-0 
550 円〔本体〕+税 

*9784167902490*
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ぼくらの七日間戦争 改版(角川文庫 そ 3-1) 
宗田 理 著 
KADOKAWA 
１年２組の男子生徒が全員、姿を消した。河川敷にある工場跡に立てこもり、体面ば

かりを気にする教師や親、大人たちへ“叛乱”を起こす！ 何世代にもわたり読み継

がれてきた不朽のシリーズ 高傑作。 
朝日新聞 2015/01/25 

2014:06. / 381p 
978-4-04-101334-2 
640 円〔本体〕+税 

*9784041013342*

 

昭和の劇～映画脚本家笠原和夫～  
笠原 和夫/ 荒井 晴彦/ 〓 秀実 著 
太田出版 
ヤクザ映画ファン必読！ 「仁義なき戦い」などを手掛けた脚本家・笠原和夫の世界

を解き明かす！ 綿密なインタビューによって明かされたエピソードが満載。笠原作

品から日本映画、東映映画の歴史を追う。 
朝日新聞 2015/01/25 

2002:11. / ６０５ｐ 
978-4-87233-695-5 
4,286 円〔本体〕+税 

*9784872336955*

 

ペテン師と天才～佐村河内事件の全貌～ 
神山 典士 著 
文藝春秋 
18 年間、ゴーストライターを務めた新垣隆の懺悔告白によって暴かれた、佐村河内

守の虚飾の姿。2 人の奇妙な共犯関係はなぜ成立し、誰もが騙され続けたのか…。

壮大なペテンの真相に迫ったノンフィクション。 
朝日新聞 2015/01/25 

2014:12. / 321p 
978-4-16-390184-8 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784163901848*

 

清冽～詩人茨木のり子の肖像～(中公文庫 こ 58-1)  
後藤 正治 著 
中央公論新社 
詩集「倚りかからず」などで広く知られる詩人・茨木のり子。日常的な言葉を使いな

がら、烈しさを内包する詩はどのように生まれたのか。彼女の生涯と、数々の詩を生

み出した清冽なる精神に迫るノンフィクション。 
朝日新聞 2015/01/25 

2014:11. / 300p 
978-4-12-206037-1 
740 円〔本体〕+税 

*9784122060371*

 

「個性」はこの世界に本当に必要なものなのか(アスキー新書 246)  
東京大学教養学部/ 博報堂ブランドデザイン 著 
KADOKAWA 
ビジネスや教育現場で「個性」の重要性が叫ばれ始めて久しい。一方で効率・スピ

ード重視の組織にも多くの成功者がいる。個性の本質的な意味は何なのか? この

疑問に東大の 先端研究者 10 名が文理両面から迫る！ 
朝日新聞 2015/01/25 

2014:12. / 191p 
978-4-04-866827-9 
750 円〔本体〕+税 

*9784048668279*

 

セクトの宗教社会学(文庫クセジュ 996) 
ナタリ・リュカ 著 
白水社 
社会の治安を乱し、人びとが不安を覚える宗教集団はあらゆる時代や場所に見出

される。歴代のさまざまな戦闘的なセクトを紹介し、現代社会に及ぼす影響を解説。

また、現代の動向とともに各国における対策を紹介する。 
朝日新聞 2015/01/25 

2014:11. / 139p,7p 
978-4-560-50996-8 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784560509968*
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ある小さなスズメの記録～人を慰め、愛し、叱った、誇り高きクラレンスの生涯～

(文春文庫 キ 16-1) 
クレア・キップス/ 梨木 香歩 著 
文藝春秋 
第二次世界大戦中のロンドン郊外で、足と翼に障碍を持つ小スズメが老婦人に拾

われた。成長した小スズメはやがて、爆撃機の襲来に怯える人々の希望の灯火とな

っていき…。老婦人と小スズメの心の交流を描いたストーリー。 
朝日新聞 2015/01/25 

2015:01. / 190p 
978-4-16-790280-3 
650 円〔本体〕+税 

*9784167902803*

 

おなかの赤ちゃんは光を感じるか～生物時計とメラノプシン～(岩波科学ライブラリ

ー 233) 
太田 英伸 著 
岩波書店 
胎児は「脳」で光を感じている。明暗情報を脳に伝える光受容体メラノプシンが胎児

期に機能しはじめること、赤ちゃんの成長には明暗の変化が重要であることを明ら

かにし、そのしくみを、医療現場で利用する方法を提案する。 
朝日新聞 2015/01/25 

2014:12. / 9p,105p,4p 
978-4-00-029633-5 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784000296335*

 

さまよえる町～フクシマ曝心地の「心の声」を追って～ 
三山 喬 著 
東海大学出版部 
「原発で潤ってきた町」と避難先での白眼視に遭うなかで、語るべき「ことば」さえ失

った町民は、これからどこで、どう生きようとしているのか-。福島の原発事故で全町

避難となった大熊町と、さまよう人々の姿を描き出す。 
朝日新聞 2015/01/25 

2014:11. / 301p 
978-4-486-03786-6 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784486037866*

 

246(新潮文庫 さ-7-21)  
沢木 耕太郎 著 
新潮社 
名作「深夜特急」の原稿を書きながら、本を読み、映画を観、246 号線沿いを歩きつ

つ思考した日々。疲れを癒すのは、幼い娘とのひととき-。産みの苦しみと喜びを味

わいながら疾走した 1986 年を切り取った日記エッセイ。 
朝日新聞 2015/01/25 

2014:11. / 565p 
978-4-10-123521-9 
940 円〔本体〕+税 

*9784101235219*

 

シネマの極道～映画プロデューサー一代～ 
日下部 五朗 著 
新潮社 
高倉健がいた、藤純子がいた。菅原文太が、夏目雅子が、岩下志麻姐さんがやっ

てきた。深作欣二組は今日も深夜作業をしていた…。「仁義なき戦い」を作り、やが

てカンヌ映画祭を獲った名プロデューサーが明かす戦後映画秘史。 
朝日新聞 2015/01/25 

2012:12. / 192p 
978-4-10-333231-2 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784103332312*

 

太陽の草原を駆けぬけて 
ウーリー・オルレブ/ 母袋 夏生 著 
岩波書店 
戦争で故郷を追われた 5 歳のエリューシャと家族は、ポーランドからカザフスタンの

草原の小さな村に落ちのびる。その暮らしのなかで、エリューシャはたくましく成長し

ていき…。どんなときも前を向いて生きた母と子の旅の物語。 
朝日新聞 2015/01/25 

2014:12. / 254p 
978-4-00-115665-2 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784001156652*
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風に立つライオン(幻冬舎文庫 さ-8-9) 
さだ まさし 著 
幻冬舎 
1988 年、ケニアの戦傷病院で働く日本人医師・航一郎のもとへ少年兵ンドゥングが

担ぎ込まれた。2011 年 3 月、医師となったンドゥングは被災地石巻を訪れ…。同名

の楽曲から生まれた小説。2015 年 3 月公開映画の原作。 
朝日新聞 2015/01/25 

2014:12. / 380p 
978-4-344-42297-1 
650 円〔本体〕+税 

*9784344422971*

 

偽装された自画像～画家はこうして?をつく～ 
冨田 章 著 
祥伝社 
画家は必ず?をつく。画家が自画像に仕掛けた「偽装」には、驚くべき事実や、画家

の隠れた一面が隠されていた。悲劇、野心、プライド…。15 世紀ルネサンスから現

代までの「自画像」から見えてくる、もうひとつの西洋絵画史。 
朝日新聞 2015/01/25 

2014:10. / 211p 
978-4-396-61506-2 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784396615062*

 

ラブスター博士の最後の発見(創元 SF 文庫 SF マ 5-1) 
アンドリ・S.マグナソン/ 佐田 千織 著 
東京創元社 
謎めいた天才科学者ラブスターの発明のせいで引き裂かれた恋人たち。一方、探

し求めていたひと粒の「種」をついに見つけたラブスターは、あと 4 時間で死ぬ運命

にあった…。優しくてちょっと奇妙な、世界の終わりと再生の物語。 
朝日新聞 2015/01/25 

2014:11. / 373p 
978-4-488-75101-2 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784488751012*

 

イタリア・ルネサンス美術大図鑑<1> 1400 年?1500 年 
スティーヴン・J.キャンベル/ マイケル・W.コール/ 池上 公平/ 金山 弘昌 著 
柊風舎 
イタリア・初期ルネサンスの美術を 13 世紀の胎動から説き起こし、作品が生まれた

宗教的背景、パトロンの関心、民衆の反応など多角的に検証。15 世紀イタリアの各

都市に発展していったルネサンス美術の全貌を浮き彫りにする。 
朝日新聞 2015/01/25 

2014:12. / 351p 
978-4-86498-018-0 
15,000 円〔本体〕+税 

*9784864980180*

 

知識欲の誕生～ある小さな村の講演会 1895-96～ 
アラン・コルバン/ 築山 和也 著 
藤原書店 
19 世紀末、フランスのある小村でおこなわれた連続講演会を、歴史家コルバンが

資料を駆使して再現し、村人たちにおける知識欲の誕生と彼らを取り巻く知的環境

の変化を明らかにする。「記録を残さなかった男の歴史」の姉妹編。 
朝日新聞 2015/01/25 

2014:10. / 199p 
978-4-89434-993-3 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784894349933*

 

<ルポ>かわいい!～竹久夢二からキティちゃんまで～ 
青柳 絵梨子 著 
寿郎社 
世界に輸出される kawaii。それはトキメキを求める少女たちの魔法のコトバ、抵抗と

解放の合い言葉! 戦前から続く<少女文化>の奥深さを若き女性記者が探る。地方

紙各紙に掲載された共同通信の人気連載企画を単行本化。 
朝日新聞 2015/01/25 

2014:10. / 241p 
978-4-902269-72-7 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784902269727*
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老人と海 改版(新潮文庫)  
ヘミングウェイ/ 福田 恒存 著 
新潮社 
キューバの老漁夫サンチャゴは、長い不漁にもめげず、小舟に乗り、たった一人で

出漁する。残りわずかな餌に想像を絶する巨大なカジキマグロがかかった。4 日に

わたる死闘ののち老人は勝ったが、帰途サメに襲われ、舟にくくりつけた獲物はみ

るみる食いちぎられてゆく……。徹底した外面描写を用い、大魚を相手に雄々しく

闘う老人の姿を通して自然の厳粛さと人間の勇気を謳う名作。 
朝日新聞 2015/01/25 

2003:05. / 170p 
978-4-10-210004-2 
430 円〔本体〕+税 

*9784102100042*

 

天災から日本史を読みなおす～先人に学ぶ防災～(中公新書 2295) 
磯田 道史 著 
中央公論新社 
大地震、噴火、台風…。史料に残された災いの記録をひもとくと、もう一つの日本史

が見えてくる。東日本大震災後に津波常襲地に移住した著者が、災害から命を守

る先人の知恵を伝える。『朝日新聞』be 連載を書籍化。 
朝日新聞 2015/01/25、日本経済新聞 2015/01/25 

2014:11. / 4p,221p 
978-4-12-102295-0 
760 円〔本体〕+税 

*9784121022950*

 

誰がタブーをつくるのか?(河出ブックス 074) 
永江 朗 著 
河出書房新社 
タブーはいかにして、そして誰のために生まれたのか？ 誰も教えてくれないタブー

の正体と無力化する思考法。 
東京・中日新聞 2015/01/11 

2014:08. / 217p 
978-4-309-62474-7 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784309624747*

 

エヴァンジェリカルズ～アメリカ外交を動かすキリスト教福音主義～(ヒストリカル・

スタディーズ 11) 
マーク・R.アムスタッツ/ 加藤 万里子 著 
太田出版 
なぜアメリカはイスラエルを支持し、核兵器を持ち続ける北朝鮮に人道支援を行うの

か? 国内に推定 1 億人の信者を持つアメリカ 大の宗教勢力「福音派」の信仰と、

外交において果たしてきた役割を解き明かす。 
東京・中日新聞 2015/01/11 

2014:11. / 329p,33p 
978-4-7783-1413-2 
2,700 円〔本体〕+税 

*9784778314132*

 

死に支度 
瀬戸内 寂聴 著 
講談社 
いつ死んでも悔いはない。毎日が死に支度-。作家として、宗教者として、人間とし

て、烈しくも真摯に生き抜いた、92 歳の到達点。すべての世代へ「死と向かい合う

智恵」を伝える長篇小説。『群像』連載を単行本化。 
東京・中日新聞 2015/01/11 

2014:10. / 269p 
978-4-06-219135-7 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784062191357*

 

フランクフルト学派～ホルクハイマー、アドルノから 21 世紀の「批判理論」へ～(中
公新書 2288)  
細見 和之 著 
中央公論新社 
反ユダヤ主義と対決し、マルクスとフロイトの思想を統合して独自の「批判理論」を

構築したフランクフルト学派。その始まりから戦後ドイツにおける活躍を描き、多様な

思想像の未来まで展望する。 
東京・中日新聞 2015/01/11、日本経済新聞 2015/01/11 

2014:10. / 8p,238p 
978-4-12-102288-2 
840 円〔本体〕+税 

*9784121022882*
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お洒落の旅人 
大内 順子 著 
世界文化社 
ファッション･ジャーナリスト大内順子さんの自叙伝。世界のモードを日本へ伝えるこ

とを使命として邁進してきた 80 年の人生録。 
東京・中日新聞 2015/01/17 

2014:12. / 191p 
978-4-418-14511-9 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784418145119*

 

ブルース 
桜木 紫乃 著 
文藝春秋 
貧民窟で母親の閨の相手をした多指症の男娼が指を切り落とし、釧路の夜の支配

者へのしあがる-。著者新境地の釧路ノワール。『オール讀物』掲載をまとめて単行

本化。 
東京・中日新聞 2015/01/18 

2014:12. / 236p 
978-4-16-390179-4 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784163901794*

 

東芝の祖からくり儀右衛門～日本の発明王田中久重伝～ 
林 洋海 著 
現代書館 
グローバル企業「東芝」の祖・田中久重。「からくり師」から一歩抜け出し、日本の機

械技術近代化の先駆者として歴史にその名を刻み、世界に誇れる技術立国の基礎

をつくったその生涯を描く。 
東京・中日新聞 2015/01/18 

2014:10. / 278p 
978-4-7684-5748-1 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784768457481*

 

京都の流儀<もてなし篇>(翼の王国 books) 
徳力 龍之介 著 
木楽舎 
花街のことば、「都をどり」のお茶席、芸妓さんのお仕事、お盃洗…。京都で生まれ

育った著者が、祇園の粋なもてなしを紹介する。ANA グループ機内誌『翼の王国』

連載に加筆・修正し書籍化。 
東京・中日新聞 2015/01/18 

2014:10. / 159p 
978-4-86324-079-7 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784863240797*

 

書物の夢、印刷の旅～ルネサンス期出版文化の富と虚栄～ 
ラウラ・レプリ/ 柱本 元彦 著 
青土社 
出版文化と印刷技術の創成期、そこに生きる人たちはどのような仕事をし、どのよう

な富と栄光、そして屈辱の中にいたのか-。ルネサンス期のヴェネツィア、書籍と出

版の世界に生きた知識人たち印刷者たちの物語。 
東京・中日新聞 2015/01/18 

2014:11. / 279p,8p 
978-4-7917-6831-8 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784791768318*

 

ジャスミンの残り香～「アラブの春」が変えたもの～ 
田原 牧 著 
集英社 
宗教勢力の抵抗を呼び、中東を未曾有の混乱に陥れた「アラブの春」は徒労だった

のか? 30 年近くにわたりアラブ世界を見続けたジャーナリストが、中東民衆革命の

意味を問う。 
東京・中日新聞 2015/01/25 

2014:11. / 250p 
978-4-08-789005-1 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784087890051*
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冨久屋けいあん花暦(朝日文庫 お 72-1) 
大原 久澄 著 
朝日新聞出版 
口入屋「冨久屋」の女将・お勢以のもとには、奉公先を求めて様々な事情を抱えた

女たちが駆け込んでくる。絶望の淵にあっても、己の力で人生を切り開こうとする女

たちの行く末は? 連作 5 篇を収録。 
東京・中日新聞 2015/01/25 

2014:10. / 220p 
978-4-02-264750-4 
660 円〔本体〕+税 

*9784022647504*

 

影踏み鬼～新撰組篠原泰之進日録～ 
葉室 麟 著 
文藝春秋 
生きている限り、人は何事かをなすことができる-。伊東甲子太郎を慕い新撰組に入

隊、後に赤報隊に身を投じた久留米脱藩隊士・篠原泰之進。彼の眼を通じてみた

新撰組の隆盛と凋落を描く。『オール讀物』連載を単行本化。 
東京・中日新聞 2015/01/25 

2015:01. / 246p 
978-4-16-390189-3 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784163901893*

 

日本占領史 1945-1952～東京・ワシントン・沖縄～(中公新書 2296)  
福永 文夫 著 
中央公論新社 
1945 年の敗戦後、マッカーサーを頂点に GHQ の支配下に置かれた日本。21 世

紀まで続く「戦後体制」が創られた日本占領 7 年間の全貌を、占領した側だけでな

く、占領された側の記録をあらためてたどり、明らかにする。 
東京・中日新聞 2015/01/25 

2014:12. / 3p,360p 
978-4-12-102296-7 
900 円〔本体〕+税 

*9784121022967*

 

文明の盛衰と環境変動～マヤ・アステカ・ナスカ・琉球の新しい歴史像～ 
高宮 広土 編 
岩波書店 
消された文明の盛衰と環境とのかかわりに迫る 
読売新聞 2015/01/04 

2014:09. / 16p,256p 
978-4-00-024698-9 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784000246989*

 

ベニテングタケの話(ヤマケイ新書 YS008) 
堀 博美 著 
山と渓谷社 
毒キノコなのに、キノコ・カルチャー界で圧倒的支持を得るベニテングタケ。唯一無

二のキノコライターが、蠱惑的なベニテングタケの話題を縦横に語り尽くす。 
読売新聞 2015/01/04 

2014:11. / 205p 
978-4-635-51008-0 
880 円〔本体〕+税 

*9784635510080*

 

「お金」って、何だろう?～僕らはいつまで「円」を使い続けるのか?～(光文社新書 
723) 
山形 浩生/ 岡田斗司夫 FREEex 著 
光文社 
信用・格差・幸福度とは? 現代の貨幣経済社会に懐疑的な岡田斗司夫と、途上国

の経済援助にも携わる評論家・山形浩生。2 人の対話を通して、「お金の本質」をわ

かりやすく解き明かす。 
読売新聞 2015/01/04 

2014:11. / 221p 
978-4-334-03826-7 
740 円〔本体〕+税 

*9784334038267*
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ぼくは物覚えが悪い～健忘症患者 H・M の生涯～ 
スザンヌ・コーキン/ 鍛原 多惠子 著 
早川書房 
手術の後遺症で記憶を新たに作れない脳障害患者が記憶の科学に残した遺産は

いかに巨大だったか。患者 H・M の生涯と、彼がもたらした神経科学の成果を明か

す、驚きと感動のドキュメント。 
読売新聞 2015/01/04 

2014:11. / 469p 
978-4-15-209501-5 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784152095015*

 

快楽について(岩波文庫 33-697-1) 
ロレンツォ・ヴァッラ/ 近藤 恒一 著 
岩波書店 
ルネサンス期の人文主義者ロレンツォ・ヴァッラが、対話篇の形で、快楽について吟

味・再評価。肉体の美しさを讃美し、快楽を肯定。さらに信仰・希望・愛によって至

高の快楽である至福に至ると説く。 
読売新聞 2015/01/04 

2014:10. / 525p 
978-4-00-336971-5 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784003369715*

 

里の時間(岩波新書 新赤版 1511) 
芥川 仁/ 阿部 直美 著 
岩波書店 
古来、素朴な自然が残る日本各地の集落を訪ね、自然と共につつましやかに暮ら

す人びとの日々の営み、身近にある「幸せ」の姿をさり気ない写真、飾り気ない言葉

で伝える。『リトルヘブン』掲載を書籍化。 
読売新聞 2015/01/04 

2014:10. / 11p,222p 
978-4-00-431511-7 
980 円〔本体〕+税 

*9784004315117*

 

ラスト・マタギ～志田忠儀・98 歳の生活と意見～ 
志田 忠儀 著 
KADOKAWA 
朝日連峰に生まれ、そこで生き続ける男・志田忠儀。山の中で 70 年過ごした経験

を思い浮かべながら、狩猟や釣りのこと、国立公園のこと、遭難救助や保護運動、

大井沢の環境のことなどについて書き記す。 
読売新聞 2015/01/04 

2014:11. / 203p 
978-4-04-101518-6 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784041015186*

 

東北朝市紀行(<私の大学>テキスト版 5) 
池田 進一 著 
こぶし書房 
十文字の朝市、扇田の朝市、肘折温泉の朝市、久慈の朝市…。失われつつある東

北各地の朝市を取材し続けて 20 年。露店の店先でのおばちゃんたちのおしゃべり

と、愛情あふれる写真とでつづった貴重な記録。 
読売新聞 2015/01/04 

2014:11. / 179p 
978-4-87559-296-9 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784875592969*

 

パイプのけむり選集<味>(小学館文庫 た 11-4) 
團 伊玖磨 著 
小学館 
作曲家・團伊玖磨が長年書き続けた名エッセイから選りすぐったシリーズ第 4 弾。

舞台は日本、アジア、ヨーロッパ、中近東。鰻蒲焼き、焼肉、蒸し上海蟹、鯨刺身な

ど、著者が体験した極上の「味」とドラマを綴る。 
読売新聞 2015/01/04 

2014:12. / 305p 
978-4-09-406107-9 
620 円〔本体〕+税 

*9784094061079*
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フルトヴェングラーの遺言～混迷する現代へのメッセージ～ 
野口 剛夫 著 
春秋社 
芸術への視座、作曲と作曲家への思い、演奏のありよう、文明論・人間論等、音楽

生活の核心に注がれる、真摯な眼差しと批評精神-。偉大な指揮者フルトヴェングラ

ーの至言を読み解く。『音楽現代』連載を書籍化。 
読売新聞 2015/01/04 

2014:10. / 5p,227p 
978-4-393-93586-6 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784393935866*

 

「メジャー」を生みだす～マーケティングを超えるクリエイターたち～(角川 one テー

マ 21 D-54) 
堀田 純司 著 
KADOKAWA 
“若く、普通の人々”を相手にしなければならないエンタメ業界の「メジャー」市場。そ

こで闘い続ける、優れた創作者の体内で実践されている「マーケティング」は深い!
プロの時代観をベストセラー編集者が徹底取材! 
読売新聞 2015/01/04 

2014:12. / 286p 
978-4-04-102411-9 
800 円〔本体〕+税 

*9784041024119*

 

小林孝亘 私たちを夢見る夢 
小林 孝亘 著 
青幻舎 
常に身近なモチーフと真摯に向き合い、静けさと強い存在感をもつ絵画を手がけて

きた小林孝亘の作品集。初期の潜水艦、木漏れ日、バンコクの夜の光といった作品

群にドローイングや版画などを加え、その歩みを紹介する。 
読売新聞 2015/01/04 

2014:11. / 161p,23p 
978-4-86152-468-4 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784861524684*

 

日本の民俗 祭りと芸能(角川ソフィア文庫 J110-1)  
KADOKAWA 
神事である御幣の祭り、様々な鬼の祭りや獅子舞、能や風流…。時代の変化の中

で刻々と失われゆく信仰の情景を、折口信夫に学び、宮本常一と旅した目で捉え

る。民俗写真の第一人者が半世紀にわたり撮り続けた記念碑的大作。 
読売新聞 2015/01/04 

2014:11. / 311p 
978-4-04-409474-4 
1,280 円〔本体〕+税 

*9784044094744*

 

日本の民俗 暮らしと生業(角川ソフィア文庫 J110-2)  
KADOKAWA 
正月や盆などの年中行事、農村の田植えや漁村の海女、巫女や人形まわし…。変

貌し続ける伝承と習俗の真の姿を、折口信夫に学び、宮本常一と旅した目で捉え

る。民俗写真の第一人者が半世紀にわたり撮り続けた記念碑的大作。 
読売新聞 2015/01/04 

2014:11. / 298p 
978-4-04-409475-1 
1,280 円〔本体〕+税 

*9784044094751*

 

献灯使 
多和田 葉子 著 
講談社 
大災厄に見舞われた後、鎖国状態の日本。死を奪われた世代の老人・義郎には、

体が弱い曾孫・無名をめぐる心配事が尽きない。やがて無名は「献灯使」として海外

へ旅立つ運命に…。『群像』掲載の表題作ほか、全 5 編を収録。 
読売新聞 2015/01/04 

2014:10. / 265p 
978-4-06-219192-0 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784062191920*
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復興の書店(小学館文庫 い 10-1) 
稲泉 連 著 
小学館 
絶対に忘れない。本が街に灯りをともしたあの日のことを-。東日本大震災で深く傷

つき、棚の商品を一度は全て失いながらも、少しずつ確実に店を復旧していこうと

する、東北の書店経営者や書店員の姿を描く感動ドキュメント。 
読売新聞 2015/01/04 

2014:11. / 262p 
978-4-09-406101-7 
580 円〔本体〕+税 

*9784094061017*

 

親鸞「四つの謎」を解く 
梅原 猛 著 
新潮社 
タブーを破り妻帯したのはなぜか? 「悪人正機説」の悪の自覚はいつ生まれたの

か? 晩年に到った悟り「等正覚」とは? 親鸞の謎を解き明かし、その真の教えに迫

る。『芸術新潮』2014 年 3 月号特集をベースに大幅加筆。 
読売新聞 2015/01/04 

2014:10. / 310p 
978-4-10-303024-9 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784103030249*

 

営繕かるかや怪異譚(幽 BOOKS) 
小野 不由美 著 
KADOKAWA 
雨の日に鈴の音が鳴れば、それは怪異の始まり。袋小路に佇む喪服姿の女を、決

して家の中に入れてはいけない。「雨の鈴」など、住居にまつわる怪異を営繕屋・尾

端が鮮やかに修繕する全 6 篇を収録。『幽』連載を改稿し単行本化。 
読売新聞 2015/01/04 

2014:12. / 268p 
978-4-04-102417-1 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784041024171*

 

隠された神々～古代信仰と陰陽五行～(河出文庫 よ 17-1) 
吉野 裕子 著 
河出書房新社 
日本の信仰は、古代より太陽の運行にもとづき、神の去来を東西軸上に想定してい

たが、中国の陰陽五行が渡来すると、神への信仰は南北軸にとって変わられた。

“隠された神々”の秘密を探りながら、日本宗教の大きな変化に迫る。 
読売新聞 2015/01/04 

2014:11. / 237p 
978-4-309-41330-3 
850 円〔本体〕+税 

*9784309413303*

 

小惑星探査機「はやぶさ 2」の挑戦 
松浦 晋也 著 
日経ＢＰ社 
初代「はやぶさ」の教訓は? 世界初に向けた装備とは? キーパーソンのインタビュ

ーを交えながら、小惑星探査機「はやぶさ 2」のプロジェクトの実像に迫る。『日経テ

クノロジーオンライン』連載を再編集・加筆して単行本化。 
読売新聞 2015/01/04 

2014:11. / 399p 図版
16p 
978-4-8222-7639-3 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784822276393*

 

大脱出～健康、お金、格差の起原～ 
アンガス・ディートン/ 松本 裕 著 
みすず書房 
世界はより豊かで健康になったが、貧困から脱出できずに取り残された国や人々も

いる。成長と健康の関係を分析し、格差の背後にあるメカニズムを解明。取り残され

た人々を助ける手立てをも示した、健康と豊かさの経済学の本。 
読売新聞 2015/01/04、朝日新聞 2015/01/11、日本経済新聞 2015/01/18 

2014:10. / 351p,21p 
978-4-622-07870-8 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784622078708*
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生と死をめぐる断想 
岸本 葉子 著 
中央公論新社 
人はどこから来てどこへ行くのか? がんを経験したエッセイストが、治療や瞑想の経

験、仏教・神道・心理学を渉猟し時間と存在について辿り着いた境地を、平明に深

く綴る。 
読売新聞 2015/01/04、毎日新聞 2015/01/04 

2014:11. / 203p 
978-4-12-004680-3 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784120046803*

 

なるほどの対話(新潮文庫)  
河合 隼雄/ 吉本 ばなな 著 
新潮社 
読売新聞 2015/01/11 

2005:08. / ３１２ｐ 
978-4-10-135951-9 
520 円〔本体〕+税 

*9784101359519*

 

感染症パニック(講談社+α 新書 608-2B) 
中原 英臣 著 
講談社 
緊急出版、2015 年感染症パニック再び。感染症学の専門家が警告。デング熱、エ

ボラ出血熱、殺人マダニ……本当に危ないのはこれだ 
読売新聞 2015/01/11 

2014:12. / 171p 
978-4-06-272881-2 
800 円〔本体〕+税 

*9784062728812*

 

怪奇文学大山脈～西洋近代名作選～<2> 20 世紀革新篇 
荒俣 宏 著 
東京創元社 
西洋怪奇小説の鉱脈は、汲めども尽きぬ宝の山――稀代の碩学が満を持して贈

る、至高の怪奇幻想文学アンソロジー第２巻。初紹介作多数の 17 篇。 
読売新聞 2015/01/11 

2014:08. / 434p 
978-4-488-01021-8 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784488010218*

 

怪奇文学大山脈～西洋近代名作選～<1> 19 世紀再興篇 
荒俣 宏 著 
東京創元社 
西洋怪奇小説の鉱脈は、汲めども尽きぬ宝の山――稀代の碩学が満を持して贈

る、至高の怪奇幻想文学アンソロジー第１巻。本邦未訳作を含む 14 編。 
読売新聞 2015/01/11 

2014:06. / 445p 
978-4-488-01020-1 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784488010201*

 

日本史の森をゆく～史料が語るとっておきの 42 話～(中公新書 2299)  
東京大学史料纂所 編 
中央公論新社 
バサラは元々、優雅さを意味していた? 未婚の皇后の正体とは? 信長が朝廷に改

暦を求めた真意とは? 古代から幕末まで、史料に秘められた歴史の逸話を綴る。 
読売新聞 2015/01/11 

2014:12. / 3p,240p 
978-4-12-102299-8 
800 円〔本体〕+税 

*9784121022998*

 

感情を生きる～パフォーマティブ社会学へ～(慶應義塾大学三田哲学会叢書) 
岡原 正幸/ 小倉 康嗣/ 澤田 唯人/ 宮下 阿子 著 
慶應義塾大学出版会 
「生」と「感情」の社会学入門。人びとの抱く感情が、他者との関わりにおいて社会的

にどのように生み出され、また変容していくのかを考察する「感情社会学」の入門

書。 
読売新聞 2015/01/11 

2014:03. / 132p 
978-4-7664-2123-1 
700 円〔本体〕+税 

*9784766421231*
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風流ここに至れり 
玄侑 宗久 著 
幻戯書房 
流動し続ける現実に、文学は、宗教は、どう向き合うのか。福島県三春町在住の僧

侶・作家の玄侑宗久による、十年以上にわたる「風流」=「ゆらぎ」の軌跡と禅のエッ

センス。 
読売新聞 2015/01/11 

2014:11. / 252p 
978-4-86488-061-9 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784864880619*

 

8 割の人は自分の声が嫌い～心に届く声、伝わる声～(角川 SSC 新書 235) 
山崎 広子 著 
KADOKAWA 
本当の自分の声を知れば、人生が変わる! 思いを伝え、人の心を動かし、自分自

身を、そして将来をも変えていく声の力について解説し、声を本当の味方にするた

めの方法を紹介する。 
読売新聞 2015/01/11 

2014:11. / 222p 
978-4-04-731644-7 
800 円〔本体〕+税 

*9784047316447*

 

おやすみ神たち 
川島 小鳥/ 谷川 俊太郎 著 
ナナロク社 
谷川俊太郎の書き下ろしの詩と、川島小鳥が台湾で撮り下ろした写真で、目に見え

ない“たましい”に思いを馳せる一冊。本体表紙にも詩あり。ジャケットは広げるとポ

スターになる仕様。 
読売新聞 2015/01/11 

2014:11. / 1 冊(ページ

付なし) 
978-4-904292-53-2 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784904292532*

 

ベン・シャーンを追いかけて 
永田 浩三 著 
大月書店 
20 世紀という時代を生き、社会と向き合いつづけた画家ベン・シャーン。故郷リトア

ニアからイタリア・フランス、生涯の大半を過ごしたアメリカまで、稀有な表現者の実

像に迫った旅の記録。 
読売新聞 2015/01/11 

2014:10. / 303p 
978-4-272-61230-7 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784272612307*

 

認知の母にキッスされ 
ねじめ 正一 著 
中央公論新社 
おふくろ米寿、おれ六十四。今日も明日も、介護の日々。そして、母の認知症の妄

想は加速していく…。生きることのおかしみやユーモアが溢れる介護小説。『中央公

論』連載を改稿して単行本化。 
読売新聞 2015/01/11 

2014:11. / 298p 
978-4-12-004673-5 
1,750 円〔本体〕+税 

*9784120046735*

 

和歌のルール 
和歌文学会/ 上野 誠 著, 渡部 泰明 編 
笠間書院 
ルールさえ知っていれば、和歌は、今よりずっと楽しめる。高校の教科書に載って

いる作品を中心に和歌の魅力を味わうのに十分な 10 のルールを選び、わかりやす

く解説する。和歌用語解説も掲載。 
読売新聞 2015/01/11 

2014:11. / 166p 
978-4-305-70752-9 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784305707529*
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福永武彦とその時代 
渡邊 一民 著 
みすず書房 
「戦後への出発」から「戦後の終わり」まで-。敗戦直後に颯爽とあらわれ、小説の新

しい地平を切り開いていった作家・福永武彦の文学的軌跡を克明にたどる。著者が

死の直前まで書き綴った遺稿。 
読売新聞 2015/01/11 

2014:09. / 261p 
978-4-622-07851-7 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784622078517*

 

少し湿った場所 
稲葉 真弓 著 
幻戯書房 
2014 年 8 月、著者は 期にあとがきをつづり、逝った。猫との暮らし、住んだ町、故

郷、思い出の本、四季の手ざわり、そして、半島のこと…。その全人生をふりかえる

単行本未収録エッセイ集。 
読売新聞 2015/01/11 

2014:10. / 285p 
978-4-86488-058-9 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784864880589*

 

日本考古学百景～戦前の絵葉書にみる遺跡と遺物～ 
平田 健 編 
吉川弘文館 
明治末年から戦前期にかけて、日本の考古学者たちによって作成された、遺跡や

出土品を収めた絵葉書。北海道から九州に及ぶ、約 1500 点の貴重な絵葉書を都

道府県別に収載する。解題、年表も掲載。 
読売新聞 2015/01/11 

2014:12. / 3p,338p 
978-4-642-09340-8 
9,500 円〔本体〕+税 

*9784642093408*

 

病室の「シャボン玉ホリデー」～ハナ肇と過ごした最期の 29 日間～(文庫ぎんが堂 
な 6-1) 
なべ おさみ 著 
イーストプレス 
ザ・ピーナッツ、布施明らが病室で演じる「シャボン玉」のコント。そして「スターダス

ト」のメロディーが優しく流れ出す…。肝臓ガンで亡くなった俳優・コメディアンのハ

ナ肇の、激しくも哀しい 期を克明に綴る。 
読売新聞 2015/01/11 

2014:11. / 413p 
978-4-7816-7122-2 
900 円〔本体〕+税 

*9784781671222*

 

ベースボールのアルケオロジー～ボール遊びから大リーグへ～ 
佐伯 泰樹 著 
悠書館 
すべては一本の棒きれと、一個の石ころから始まった! 旧石器時代の原野にボー

ル遊びの原型の痕跡を捜し、<モダン・ベースボール>として存在を確立するまでの

長い道のりを、興味深いエピソードをちりばめつつ語る。 
読売新聞 2015/01/11 

2014:09. / 6p,277p 
978-4-903487-95-3 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784903487953*

 

さよならを待つふたりのために(STAMP BOOKS) 
ジョン・グリーン/ 金原 瑞人/ 竹内 茜 著 
岩波書店 
ヘイゼルは 16 歳。甲状腺がんが肺に転移して以来、酸素ボンベが手放せない生

活。骨肉腫で片脚を失った少年オーガスタスと出会い、互いにひかれあうが…。死

をみつめながら日々を生きる若者の姿を力強く描いた青春小説。 
読売新聞 2015/01/11 

2013:07. / 337p 
978-4-00-116405-3 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784001164053*
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通訳日記～ザックジャパン 1397 日の記録～ 
矢野 大輔 著 
文藝春秋 
ザッケローニ監督は全身全霊を傾けて日本代表チームを作り上げてきた。その事

実をより多くの人に伝えたい…。チーム通訳として過ごした 4 年間の記録。『Sports 
Graphic Number』連載に加筆し書籍化。 
読売新聞 2015/01/11 

2014:11. / 413p 
978-4-16-008204-5 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784160082045*

 

アスペルガー症候群の難題(光文社新書 720) 
井出 草平 著 
光文社 
アスペルガー症候群の特性と犯罪に関係はあるのか? 現在まで積み重ねられてき

た科学的知見に基づきこの難題に答え、加害者・被害者を生まないための情報共

有の必要性を説く。『α シノドス』連載を加筆・訂正して書籍化。 
読売新聞 2015/01/11 

2014:10. / 341p 
978-4-334-03823-6 
880 円〔本体〕+税 

*9784334038236*

 

怪奇文学大山脈～西洋近代名作選～<3> 諸雑誌氾濫篇 
荒俣宏 著 
東京創元社 
西洋怪奇小説の山脈は、無尽蔵の宝の山である－。碩学・荒俣宏編纂による、畏

怖と感嘆を誘う怪奇幻想小説アンソロジー。3 は、グラン・ギニョルの戯曲や雑誌掲

載小説全 21 篇を収録。詳細なまえがきと作品解説付き。完結巻。 
読売新聞 2015/01/11 

2014:12. / 556p 
978-4-488-01022-5 
2,700 円〔本体〕+税 

*9784488010225*

 

赤頭巾ちゃん気をつけて(新潮文庫 し-73-1) 
庄司 薫 著 
新潮社 
学生運動の煽りで入試が中止という災難に見舞われた高校 3 年の薫。愛犬が死

に、幼馴染の由美と絶交し、踏んだり蹴ったりの 1 日がスタートするが…。青年の目

で現代日本に通底する価値観の揺らぎを直視した 60 年代の青春小説。 
読売新聞 2015/01/11 

2012:03. / 198p 
978-4-10-138531-0 
460 円〔本体〕+税 

*9784101385310*

 

悩むが花(文春文庫 い 26-23) 
伊集院 静 著 
文藝春秋 
一目惚れで夜も眠れません。年寄りのわがままに困ってます。 愛の人を亡くしまし

た…。伊集院静があなたの相談に答えます。抱腹絶倒、なのに、本物の大人の生き

方が見えてくる人生相談。人気作家たちや桑田佳祐の悩みも収録。 
読売新聞 2015/01/11 

2014:12. / 223p 
978-4-16-790256-8 
490 円〔本体〕+税 

*9784167902568*

 

非除染地帯～ルポ 3・11 後の森と川と海～ 
平田 剛士 著 
緑風出版 
東京電力福島第一原発の過酷事故発生から 3 年半。除染対象から外れた「非除

染地帯」の森・川・海では今も大量の放射能が生態系をめぐり続けている。非除染

地帯で何が起きているのか、現地のリアルな状況を伝える。 
読売新聞 2015/01/11 

2014:09. / 166p 
978-4-8461-1414-5 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784846114145*
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未来の記憶は蘭のなかで作られる 
星野 智幸 著 
岩波書店 
過ちは過去を忘れることから始まる-。身辺雑記、社会時評的な思索、旅の記録、文

学をめぐる断章、サッカー…。1997 年にデビューしてから現在に至る 17 年間に書

いた小説以外の文章を選り抜いて収録。 
読売新聞 2015/01/11、産経新聞 2015/01/24 

2014:11. / 10p,227p 
978-4-00-024875-4 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784000248754*

 

民主党を見つめ直す～元官房長官・藤村修回想録～ 
藤村 修/ 竹中 治堅 著 
毎日新聞社 
総括「民主党」。普天間移設問題、東日本大震災、尖閣諸島問題、税の一体改革、

TPP…。野田内閣の官房長官を務めた藤村修が、政権終焉までの 482 日間を、イ

ンタビュー方式で語りつくす。 
読売新聞 2015/01/11、日本経済新聞 2015/01/18、毎日新聞 2015/01/25 

2014:11. / 399p 
978-4-620-32232-2 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784620322322*

 

ファーブル昆虫記<１> ふしぎなスカラベ(集英社文庫)  
ファーブル/ 奥本 大三郎 著 
集英社 
読売新聞 2015/01/18 

1996:05. / ３９８ｐ 
978-4-08-760283-8 
750 円〔本体〕+税 

*9784087602838*

 

目まいのする散歩(中公文庫)  
武田 泰淳 著 
中央公論新社 
読売新聞 2015/01/18 

1978:05. / ２０９ｐ 
978-4-12-200534-1 
629 円〔本体〕+税 

*9784122005341*

 

負けた者がみな貰う(ハヤカワｅｐｉ文庫)  
グレアム・グリーン/ 丸谷 才一 著 
早川書房 
読売新聞 2015/01/18 

2004:12. / １７５ｐ 
978-4-15-120030-4 
600 円〔本体〕+税 

*9784151200304*

 

身をもって知る技法～マダガスカルの漁師に学ぶ～(フィールドワーク選書 8) 
飯田 卓 著, 印東 道子/ 白川 千尋/ 関 雄二 編 
臨川書店 
小さな漁村で解明かす海と人との豊かな関係 
読売新聞 2015/01/18 

2014:11. / 222p 
978-4-653-04238-9 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784653042389*

 

インスタントラーメンが海を渡った日～日韓・?に賭けた男たちの挑戦～ 
村山 俊夫 著 
河出書房新社 
明星食品と三養食品の国境を越えた信頼と技術提携により韓国初のインスタントラ

ーメンが誕生した――知られざる日韓交流史！ 
読売新聞 2015/01/18 

2015:01. / 197p 
978-4-309-24685-7 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784309246857*
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中国経済の故郷を歩く 
舩橋 晴雄 著 
日経ＢＰ社 
2030 年、GDP 米中逆転? 中国は世界を主導しえるのか? 共産党支配国家・中国

の「深層の深層」に迫る異色ルポ。覇権をめざす巨龍の広大な国土を訪ね歩いて、

経済思想の源流を探る。 
読売新聞 2015/01/18 

2014:10. / 437p 
978-4-8222-5049-2 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784822250492*

 

ピアノを弾く哲学者～サルトル、ニーチェ、バルト～(at プラス叢書 07) 
フランソワ・ヌーデルマン/ 橘 明美 著 
太田出版 
ピアノをこよなく愛した 3 人の思想家、サルトル、ニーチェ、バルト。彼らのピアノ演

奏、音楽体験を取りあげながら、哲学的思考、時間性、家族・友人関係と演奏がい

かに交錯していたのかを明らかにする。 
読売新聞 2015/01/18 

2014:12. / 228p 
978-4-7783-1415-6 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784778314156*

 

よもぎ草子～あなたはだれですか～ 
ミーヨン 著 
窓社 
地中に根をはやし、自分ではいっぽも動けず、ずっとおなじ場所に生きている草

は、どんな風景を見ているのだろう-。通学路沿いにはえたヒメムカシヨモギの、あり

のままの姿を撮り続けたモノクロ写真集。 
読売新聞 2015/01/18 

2014:11. / 1 冊(ページ

付なし) 
978-4-89625-128-9 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784896251289*

 

新宿駅最後の小さなお店ベルク～個人店が生き残るには？～(ちくま文庫 い 85-
1) 
井野 朋也 著 
筑摩書房 
新宿駅東口改札から徒歩 15 秒にある個人商店カフェ「ベルク」。チェーン店にはな

い、飲食店経営の面白さと創意工夫を店長自らが綴る。外食業コンサルタントの解

説も収録。その後の動きを追加して文庫化。 
読売新聞 2015/01/18 

2014:12. / 276p 
978-4-480-43233-9 
740 円〔本体〕+税 

*9784480432339*

 

バカをつらぬくのだ!～バカボンのパパと読む老子・実践編～(角川 SSC 新書 238) 
ドリアン助川 著 
KADOKAWA 
老子を学び、いかにその知恵を日々の暮らしに取り入れていくのか? 老子の原文

からくみとれるポイントと、身近な逸話を交互に積み上げ、生きづらい日々を少しで

も変えるためのヒントをやさしく語りかける。 
読売新聞 2015/01/18 

2014:11. / 223p 
978-4-04-731676-8 
800 円〔本体〕+税 

*9784047316768*

 

句々快々～「話の特集句会」交遊録～ 
矢崎 泰久 著 
本阿弥書店 
永六輔、小沢昭一、渥美清、中山千夏、岸田今日子、冨士眞奈美…。「話の特集

句会」に集った綺羅星のごとき才能が残す名句・迷句の数々。巻末に著名人直筆

の短冊コレクションを収録。『俳壇』連載を単行本化。 
読売新聞 2015/01/18 

2014:12. / 188p 
978-4-7768-1133-6 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784776811336*
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「旧石器時代」の発見・岩宿遺跡(シリーズ「遺跡を学ぶ」 100) 
小菅 将夫 著 
新泉社 
相沢忠洋が関東ローム層から発見した石器は、日本列島に「旧石器時代」という人

類 古の時代があったことをはじめて実証した。その後の調査もふまえ石器群から

当時の生活を復元し、岩宿遺跡の意義を再考する。 
読売新聞 2015/01/18 

2014:12. / 93p 
978-4-7877-1340-7 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784787713407*

 

雪山の白い虎 
デイヴィッド・ゴードン/ 青木 千鶴 著 
早川書房 
去年の秋に、ぼくはインポになった。目下のところは誰かとセックスをする機会がな

いから、実体験をもって、自分はインポだと確信しているわけではないのだが…。表

題作ほか全 13 篇を収録した、著者初の短篇集。 
読売新聞 2015/01/18 

2014:12. / 461p 
978-4-15-209510-7 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784152095107*

 

つくられる偽りの記憶～あなたの思い出は本物か？～(DOJIN 選書 62)  
越智 啓太 著 
化学同人 
事件の目撃者の書き換えられた記憶、前世の記憶、生まれた瞬間の記憶、エイリア

ンに誘拐された記憶…。信じがたい記憶現象の背後にある心理的なメカニズムを、

認知心理学の 新の知見に基づきながら解き明かす。 
読売新聞 2015/01/18 

2014:11. / 207p 
978-4-7598-1662-4 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784759816624*

 

納豆の起源(NHK ブックス 1223) 
横山 智 著 
ＮＨＫ出版 
センベイ状・ペースト状といった様々な形状、地域によってバラエティに富む発酵方

法・調理法など、アジアには多様な納豆文化があった! 東南アジア大陸部からヒマ

ラヤまでの照葉樹林帯を横断、納豆の起源に迫る。 
読売新聞 2015/01/18 

2014:11. / 317p 
978-4-14-091223-2 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784140912232*

 

イラクサ(ＣＲＥＳＴ ＢＯＯＫＳ)  
アリス・マンロー/ 小竹 由美子 著 
新潮社 
旅仕事の父に伴われてやってきた少年とある町の少女。３０年後に再会した２人の

特別な絆を描いた表題作のほか、「恋占い」「記憶に残っていること」など８篇を収録

した、名匠マンローによる大人のための極上の短篇集。 
読売新聞 2015/01/18 

2006:03. / ４４５ｐ 
978-4-10-590053-3 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784105900533*

 

夜の木の下で 
湯本 香樹実 著 
新潮社 
もし恋というものが、相手の持っている時間と自分の時間を重ね合わせたいと願うも

のなら、あのとき僕はもう、恋をしていたのだ-。少女の揺らぐ性の兆し。少年の淡い

恋心…。記憶の底の繊細な情感を描く、珠玉の作品集。 
読売新聞 2015/01/18 

2014:11. / 197p 
978-4-10-336711-6 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784103367116*
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「美」も「才」も～うぬぼれ 00s～(文春文庫 は 3-47) 
林 真理子 著 
文藝春秋 
雅子さまの行く末、ホリエモンのオーラ、理想の嫁ぎ先とバツイチの躍進。ノンストッ

プで時代の 前線を走りつづけるマリコの鋭くミーハーな視線は、50 代に突入して

さらにパワーアップ! 名言満載のよりぬきエッセイ。 
読売新聞 2015/01/18 

2014:12. / 327p 
978-4-16-790258-2 
620 円〔本体〕+税 

*9784167902582*

 

世界でいちばん石器時代に近い国パプアニューギニア(幻冬舎新書 や-10-1)  
山口 由美 著 
幻冬舎 
いまだに存在する復讐や呪いといった呪術、お金として使われる貝殻、祖先がカマ

キリだと信じる村…。現代人が想像もできない世界が繰り広げられているパプアニュ

ーギニア。その文化をはじめ、歴史、未来などを紹介する。 
読売新聞 2015/01/18 

2014:11. / 206p 
978-4-344-98368-7 
780 円〔本体〕+税 

*9784344983687*

 

わが子よ～出生前診断、生殖医療、生みの親・育ての親～ 
共同通信社社会部 編 
現代書館 
出生前診断、生殖医療、養子縁組という極めて個人的な問題について、当事者だ

けでなく、医者、研究者、検査機関・児童養護施設の関係者、障害者への取材と読

者の便りから、親子とは、子を産み・育てるとは、を問題提起。 
読売新聞 2015/01/18 

2014:10. / 246p 
978-4-7684-5741-2 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784768457412*

 

日本思想全史(ちくま新書 1099)  
清水 正之 著 
筑摩書房 
日本人は選択的に外の思想を受け入れつつ、あるべき人間とは何かという問いを

立ててきた。その根底にあるものは何か。神話時代から現在までの各時代の思想

に、内在的視点をもって丹念に光を当てる。思想史家による本格通史。 
読売新聞 2015/01/18 

2014:11. / 430p,32p 
978-4-480-06804-0 
1,100 円〔本体〕+税 

*9784480068040*

 

理不尽な進化～遺伝子と運のあいだ～ 
吉川 浩満 著 
朝日出版社 
絶滅の観点から生物の歴史を眺めてみると、進化の道筋は理不尽さに満ちている。

進化論が呼び覚ます「魅惑と混乱」の源泉を科学と人文知の接点で掘り当てる、進

化思想の冒険的考古学。朝日出版社第二編集部ブログ連載を書籍化。 
読売新聞 2015/01/18 

2014:10. / 422p,24p 
978-4-255-00803-5 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784255008035*

 

ほとんど想像すらされない奇妙な生き物たちの記録 
カスパー・ヘンダーソン/ 岸田 麻矢 著 
エクスナレッジ 
アホロートル、クマムシ、イエティクラブ…。世界は私たちの想像の及びもつかない

生き物で満ちている。実在する風変わりな生物を起点に、科学や歴史など様々な

領域を横断する。センス・オブ・ワンダーに溢れた生物学エッセイ。 
読売新聞 2015/01/18 

2014:10. / 383p 
978-4-7678-1870-2 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784767818702*
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吉田五十八自邸/吉田五十八(ヘヴンリーハウス-20 世紀名作住宅をめぐる旅 5) 
富永 讓/ 五十嵐 太郎/ 後藤 武 著 
東京書籍 
数学的論理性が生み出す空間の濃密な質-。アカデミズムの論争や流行から距離

をおき、「日本の家」を独自に探求した建築家、吉田五十八の自邸を通して、建築

の質、住宅の質を考える。多数の写真、資料類も収録。 
読売新聞 2015/01/18 

2014:12. / 155p 
978-4-487-80096-4 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784487800964*

 

杏のふむふむ(ちくま文庫 あ 50-1)  
杏 著 
筑摩書房 
ラブラドールのハリーと過ごした子供の頃から、単身海外に渡ったモデル修業時

代、舞台やテレビの仕事、私生活まで、女優・杏がこれまでの人生を、人との出会い

をテーマに振り返って描いたエッセイ集。村上春樹の解説付き。 
読売新聞 2015/01/18、日本経済新聞 2015/01/25 

2015:01. / 255p 
978-4-480-43236-0 
600 円〔本体〕+税 

*9784480432360*

 

感染症の世界史～人類と病気の果てしない戦い～ 
石 弘之 著 
洋泉社 

強の感染症=エボラ出血熱を人類は押さえ込めるのか!? 微生物(ウイルス・細菌・

寄生虫)の 新遺伝子情報、40 億年の地球環境史の視点から、人類を苦しめる感

染症の正体を暴く。 
読売新聞 2015/01/18、毎日新聞 2015/01/18 

2014:12. / 334p 
978-4-8003-0554-1 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784800305541*

 

雲母橋あたり～詩集～ 
秋山 洋一 著 
幻戯書房 
迷路を よくすべる舟の内側も 迷路のような入江らしい 多くの足をもつタコは 複雑

な潮目をよく泳ぐ 泳ぎつつ 水の中で汗をかく(「泳ぐ言葉」より) 詩集。 
読売新聞 2015/01/20 

2014:11. / 141p 
978-4-86488-059-6 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784864880596*

 

石の言葉～詩集～ 
中原 道夫 著 
土曜美術社出版販売 
空の割れ目から宇宙の塵が落ちてくる 黒く爛れているのは ばらばらに砕けた神の

屍の一部であるかもしれない 自らの手で創り上げた文明によって滅びていくそれ

ぞれの神(「神の崩壊」より) 詩集。 
読売新聞 2015/01/20 

2014:10. / 109p 
978-4-8120-2172-9 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784812021729*

 

まりーちゃんとひつじ(岩波の子どもの本)  
フランソワーズ/ 与田 準一 著 
岩波書店 
読売新聞 2015/01/25 

1980:01. / １冊 
978-4-00-115114-5 
640 円〔本体〕+税 

*9784001151145*
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山羊の歌～中原中也詩集～(角川文庫クラシックス)  
中原 中也/ 佐々木 幹郎 著 
角川書店 
読売新聞 2015/01/25 

1997:06. / ２５２ｐ 
978-4-04-117102-8 
476 円〔本体〕+税 

*9784041171028*

 

戦後短篇小説再発見<４> 漂流する家族(講談社文芸文庫)  
講談社文芸文庫 著 
講談社 
読売新聞 2015/01/25 

2001:09. / ２７０ｐ 
978-4-06-198264-2 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784061982642*

 

儚い羊たちの祝宴(新潮文庫 よ-33-2) 
米澤 穂信 著 
新潮社 
読売新聞 2015/01/25 

2011:07. / 329p 
978-4-10-128782-9 
520 円〔本体〕+税 

*9784101287829*

 

クラスの動物園(創元推理文庫)  
ジル・チャ－チル/ 浅羽莢子 著 
東京創元社 
読売新聞 2015/01/25 

1996:04. / ２９３ｐ 
978-4-488-27504-4 
700 円〔本体〕+税 

*9784488275044*

 

仔羊の巣(創元推理文庫)  
坂木 司 著 
東京創元社 
読売新聞 2015/01/25 

2006:06. / ３１８ｐ 
978-4-488-45702-0 
686 円〔本体〕+税 

*9784488457020*

 

経営学大図鑑 
イアン・マルコーズ 著 
三省堂 
ビジネス流れを、わかりやすい図解で紹介。 
読売新聞 2015/01/25 

2015:01. / 352p 
978-4-385-16230-0 
4,200 円〔本体〕+税 

*9784385162300*

 

突破力と無力～挑戦し続ければ世界はきっと変わる!～ 
税所 篤快 著, 税所 篤快/ 日経トップリーダー 編 
日経ＢＰ社 
バングラデシュなど新興国に映像授業で教育革命を目指す活動の第 2 ステージ、

内面的な挫折、乗り越えていく爽やかな挑戦を描く。 
読売新聞 2015/01/25 

2014:12. / 231p 
978-4-8222-7778-9 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784822277789*
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星の王子さま 新版(岩波少年文庫)  
サン＝テグジュペリ/ 内藤 濯 著 
岩波書店 
サハラ砂漠に不時着した飛行士と、ほんとうのことしか知りたがらない星の王子さま

とのふれあいを描いた、永遠の名作。９１年刊に次ぐ新版。 
読売新聞 2015/01/25 

2000:06. / １７５ｐ 
978-4-00-114001-9 
640 円〔本体〕+税 

*9784001140019*

 

ペレのあたらしいふく(世界傑作絵本シリーズ)  
エルサ・ベスコフ/ おのでら ゆりこ 著 
福音館書店 
ペレはこひつじを１ぴきもっていました。大きくなり、うわぎが短くなったペレは、ある

日ひつじの毛をかりとり、すいてくれるようおばあちゃんにたのみました。 
読売新聞 2015/01/25 

1978:01. / １冊 
978-4-8340-0462-5 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784834004625*

 

サラバ!<下> 
西 加奈子 著 
小学館 
一家離散。親友の意外な行動。恋人の裏切り。自我の完全崩壊。絶望のただ中

で、宙吊りにされた歩は、衝き動かされるように彼の地へ飛んだ…。『きらら』連載に

加筆し書籍化。 
読売新聞 2015/01/25 

2014:10. / 358p 
978-4-09-386393-3 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784093863933*

 

懸け橋(ブリッジ)～オバマとブラック・ポリティクス～<上> 
デイヴィッド・レムニック/ 石井 栄司 著 
白水社 
アフリカン・アメリカン出身の大統領の来歴を、「モハメド・アリ」の著者が手練れの技

で、建国以来のブラック・ポリティクスに位置づける。上は、第 1 章から第 7 章までを

収録する。 
読売新聞 2015/01/25 

2014:11. / 418p 
978-4-560-08387-1 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784560083871*

 

懸け橋(ブリッジ)～オバマとブラック・ポリティクス～<下> 
デイヴィッド・レムニック/ 石井 栄司 著 
白水社 
アフリカン・アメリカン出身の大統領の来歴を、「モハメド・アリ」の著者が手練れの技

で、建国以来のブラック・ポリティクスに位置づける。下は、第 8 章から第 17 章まで

を収録する。 
読売新聞 2015/01/25 

2014:11. / 394p,8p 
978-4-560-08388-8 
2,900 円〔本体〕+税 

*9784560083888*

 

人物史の手法～歴史の見え方が変わる～ 
五味 文彦 著 
左右社 
兼好法師は本当に人生の達人だったのか? 聖徳太子、北条政子、世阿弥、武田

信玄…。古代から中世にかけての個性的な 8 人を取り上げ、その人生を鮮やかに

復元する。「生き方」でつかむ歴史の本。 
読売新聞 2015/01/25 

2014:11. / 229p 
978-4-86528-105-7 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784865281057*



 47  

 

旅の話・犬の夢(講談社文芸文庫 え B7)  
江藤 淳 著 
講談社 
ロンドンでターナーと漱石の内的現実について考え、東京で愛犬を傍らに思索を重

ね執筆する。江藤淳が 20 代後半から 30 代にかけて、横溢する好奇心と旺盛な行

動力、躍動する批評精神で綴った随筆集。 
読売新聞 2015/01/25 

2014:12. / 333p 
978-4-06-290252-6 
1,650 円〔本体〕+税 

*9784062902526*

 

古代ローマの食卓  
パトリック・ファース/ 目羅 公和 著 
東洋書林 
古代の文献や資料を広範に漁って、食糧の調達、香味料やハーブと調理法、宗教

儀式、接客模様など、微に入り細を穿って、具体的に古代ローマ人の食習慣を解

説する。途方もない食文化の世界への招待状。 
読売新聞 2015/01/25 

2007:05. / ４０４，２３ｐ 
978-4-88721-735-5 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784887217355*

 

ロバート・ライシュ格差と民主主義 
ロバート・B.ライシュ/ 雨宮 寛/ 今井 章子 著 
東洋経済新報社 
暴走する経済から「かけがえのないもの」を守るたった 1 つの方法とは? 多くの風刺

イラストを挿入しながら、現在の格差社会の問題点や課題を簡潔に記し、現状打開

に向けて一般市民が担うべき行動を示す。 
読売新聞 2015/01/25 

2014:11. / 219p 
978-4-492-44400-9 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784492444009*

 

平安朝皇位継承の闇(角川選書 550) 
倉本 一宏 著 
KADOKAWA 
平城上皇の乱を起こした平城天皇、宮中殺人事件で廃位された陽成天皇、奇行説

話が伝わる冷泉天皇、色好みの逸話に彩られる花山天皇。「狂気」とされた 4 人の

天皇の実像を読み解き、平安朝の闇の歴史に迫る。 
読売新聞 2015/01/25 

2014:12. / 207p 
978-4-04-703550-8 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784047035508*

 

やきとりと日本人～屋台から星付きまで～(光文社新書 731) 
土田 美登世 著 
光文社 
やきとり屋で、なぜ豚・牛もつが出てくるのか? やきとりは日本の伝統食ではないの

か? やきとり誕生の歴史をたどるほか、老舗、全国のご当地やきとり、さまざまなこだ

わりのある店など 70 軒を紹介する。 
読売新聞 2015/01/25 

2014:12. / 262p 
978-4-334-03834-2 
780 円〔本体〕+税 

*9784334038342*

 

家族はなぜうまくいかないのか～論理的思考で考える～(祥伝社新書 396) 
中島 隆信 著 
祥伝社 
男女の結婚観の違い、親子の愛情のすれ違い、増える家族間トラブル…。「論理的

思考」と「インセンティブ」をキーワードに、経済学、社会学、法学、心理学など多分

野の知見を総合して、家族の問題を考える。 
読売新聞 2015/01/25 

2014:12. / 267p 
978-4-396-11396-4 
820 円〔本体〕+税 

*9784396113964*
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賛成・反対を言う前の集団的自衛権入門(幻冬舎新書 こ-22-1)  
香田 洋二 著 
幻冬舎 
安全保障のリアリズムを知り尽くした元・海上自衛隊 No.2 が、戦後 70 年の歴史と

現在の国際情勢を踏まえた大局的見地から、集団的自衛権について今私たちが

知るべきことを、徹底的にわかりやすく解説する。 
読売新聞 2015/01/25 

2014:11. / 217p 
978-4-344-98366-3 
780 円〔本体〕+税 

*9784344983663*

 

昭和の迷走～「第二満州国」に憑かれて～(筑摩選書 0105)  
多田井 喜生 著 
筑摩書房 
破滅的な戦争へ向かう運命の歯車はいつ、どのように回り始めたのだろうか? 「第

二満州国」の策謀が本格化した昭和 10 年前後に焦点を当て、勝田蔵相のポケット

日記や朝鮮銀行の未公開資料などから読み解く。 
読売新聞 2015/01/25 

2014:12. / 296p,10p 
978-4-480-01611-9 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784480016119*

 

深海生物大事典 
佐藤 孝子 著 
成美堂出版 
深海は海洋全体の体積の約 95%を占めており、広大な暗黒空間には様々な深海

生物が存在する。多種多様な深海生物を、「水深」「生活様式」「種の分類」に分け

て、美しい写真と精緻な CG で解説したビジュアル大事典。 
読売新聞 2015/01/25 

2015:01. / 279p 
978-4-415-31873-8 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784415318738*

 

現実を生きるサル空想を語るヒト～人間と動物をへだてる、たった 2 つの違い～ 
トーマス・ズデンドルフ/ 寺町 朋子 著 
白揚社 
なぜチンパンジーはヒトになれなかったのか? 動物と人間の能力を詳細に比較・分

析し、両者をへだてる“わずか 2 つの性質”を明らかにする。動物行動学と心理学を

駆使し、人間の心の本質に迫る科学ノンフィクション。 
読売新聞 2015/01/25 

2015:01. / 446p 
978-4-8269-0177-2 
2,700 円〔本体〕+税 

*9784826901772*

 

毛の力～ロシア・ファーロードをゆく～ 
山口 ミルコ 著 
小学館 
極寒のシベリア、先住民族・ウデヘの住む村と「毛皮のために命を狙われた獣」クロ

テンを追う中で、「人間と自然」「人間と動物」の関係に思いを巡らせ…。ガン闘病

後、「再生の旅」に出た著者が、ロシアでの日々を綴る。 
読売新聞 2015/01/25 

2014:12. / 171p 
978-4-09-379866-2 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784093798662*

 

白いひつじ  
長野 まゆみ 著 
筑摩書房 
進学のため上京した鳥貝は、大学で出会った学生に、ある男子寮を紹介される。２

階建ての洋館に住まう“おとな”な男たちに、鳥貝は翻弄されるばかりで…。生意気

で才気溢れる青年たちと、素直で愛らしい少年の青春物語。 
読売新聞 2015/01/25 

2009:11. / ２１８ｐ 
978-4-480-80423-5 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784480804235*
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老いの味わい(中公新書 2289)  
黒井 千次 著 
中央公論新社 
なぜ歳を取ると何事も億劫になるのか、病気の話にかくも熱が入るのか。昭和一桁

生まれの作家が、一年一年、新しい世界と向き合って歩む日常と思考を丹念に描

いたエッセイ集。『読売新聞』の連載「時のかくれん坊」を書籍化。 
読売新聞 2015/01/25 

2014:10. / 237p 
978-4-12-102289-9 
760 円〔本体〕+税 

*9784121022899*

 

八月十五日の神話～終戦記念日のメディア学～ 増補(ちくま学芸文庫 サ 31-2)  
佐藤 卓己 著 
筑摩書房 
なぜ 8 月 15 日が終戦記念日なのか。この集合的記憶の編成プロセスを「玉音写

真」、学校教科書の終戦記述等から徹底検証。世界の VJ デイ(9 月 2 日)と向き合

い、戦争と平和を論じた 3 篇を増補したメディア史研究の金字塔。 
読売新聞 2015/01/25 

2014:12. / 358p,8p 
978-4-480-09654-8 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784480096548*

 

サラバ!<上> 
西 加奈子 著 
小学館 
1977 年、歩は父の海外赴任先のイランで生まれた。イラン革命のあと、小学生にな

った彼は、エジプトへ向かう。後の人生に大きな影響を与える、ある出来事が待ち受

けていることも知らずに…。『きらら』連載に加筆し書籍化。 
読売新聞 2015/01/25 

2014:10. / 375p 
978-4-09-386392-6 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784093863926*

 

大江健三郎自選短篇(岩波文庫 31-197-1) 
大江 健三郎 著 
岩波書店 
「奇妙な仕事」「飼育」「セヴンティーン」「「雨の木」を聴く女たち」など、デビュー作か

ら中期の連作を経て後期まで、全 23 篇を収録した大江健三郎の自選短篇集。全

収録作品に加筆修訂がほどこされた 終定本。 
読売新聞 2015/01/25 

2014:08. / 840p 
978-4-00-311971-6 
1,380 円〔本体〕+税 

*9784003119716*

 

夜は終わらない 
星野 智幸 著 
講談社 
殺される者の 期の語りが鬼気迫るリアルさと幻想さで、我々を頂点まで押し上げ

てくれる現代の千夜一夜物語。 
日本経済新聞 2015/01/04 

2014:05. / 522p 
978-4-06-218966-8 
1,850 円〔本体〕+税 

*9784062189668*

 

アダム・スミスとその時代 
ニコラス・フィリップソン/ 永井 大輔 著 
白水社 
母との閉じた日々、ヒュームの友情、執拗な隠匿癖まで、「資本主義の祖」の全体像

を初めて示した決定版評伝。 
日本経済新聞 2015/01/04 

2014:06. / 379p,39p 
978-4-560-08369-7 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784560083697*
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聖地 Cs 
木村 友祐 著 
新潮社 
原発二十キロ圏内にある牧場で東京からボランティアに来た女性が見たものは

──。被災地を真正面から見つめて描く新鋭の話題作。 
日本経済新聞 2015/01/04 

2014:08. / 195p 
978-4-10-336131-2 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784103361312*

 

その問題、経済学で解決できます。 
ウリ・ニーズィー/ ジョン・A.リスト/ 望月 衛 著 
東洋経済新報社 
どんなご褒美で成績は上がる？ どうしたら差別をなくせる？ 子育てから政策ま

で、何でも実験して答えを出す 新の行動経済学。 
日本経済新聞 2015/01/04 

2014:08. / 4p,364p,15p
978-4-492-31449-4 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784492314494*

 

サービス産業の生産性分析～ミクロデータによる実証～ 
森川 正之 著 
日本評論社 
サービス産業は生産性は製造業に比べて低いと言われているが本当はどうなの

か？企業・事業所レベルのミクロデータを使って分析。 
日本経済新聞 2015/01/04 

2014:02. / 8p,312p 
978-4-535-55770-3 
6,000 円〔本体〕+税 

*9784535557703*

 

それでも金融はすばらしい～人類最強の発明で世界の難問を解く。～ 
ロバート・J.シラー/ 山形 浩生/ 守岡 桜 著 
東洋経済新報社 
２０１３年にノーベル賞を受賞した著者の 新刊。金融資本主義に関わる全ての人

に金融を通じてよい社会を作ることの大切さを示す。 
日本経済新聞 2015/01/04 

2013:12. / 473p,50p 
978-4-492-65458-3 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784492654583*

 

教誨師 
堀川 惠子 著 
講談社 
死刑囚に仏の教えをさとし、執行直前までその魂を救う役目を負った教誨師。半世

紀にわたり教誨の仕事を続けた僧侶の人生と苦悩を描く 
日本経済新聞 2015/01/04 

2013:12. / 286p 
978-4-06-218741-1 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784062187411*

 

野球部ひとり 
朝倉 宏景 著 
講談社 
部員８人の不良校野球部に、エリート進学校の変人がやってきた。野球は頭脳で勝

てる！伊集院静氏、角田光代氏激賞の新鋭、魂の第２作 
日本経済新聞 2015/01/04 

2014:07. / 319p 
978-4-06-219047-3 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784062190473*

 

男ともだち 
千早 茜 著 
文藝春秋 
同棲相手に倦んで医者の彼氏と危険な逢引。仕事は順調、でもなにか足りない。そ

のとき 29 歳の日常に軽快な懐かしい闖入者が現れた。 
日本経済新聞 2015/01/04 

2014:05. / 237p 
978-4-16-390066-7 
1,550 円〔本体〕+税 

*9784163900667*
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自分では気づかない、ココロの盲点 
池谷 裕二 著 
朝日出版社 
あなたが正しいと思うことが間違っている理由 30。自分で自分が怖くなる！自分を

知って謙虚になれる、 新の「認知バイアス」練習問 
日本経済新聞 2015/01/04 

2013:12. / 125p,6p 
978-4-255-00759-5 
880 円〔本体〕+税 

*9784255007595*

 

ミクロ経済学の力 
神取 道宏 著 
日本評論社 
『経済セミナー』の人気連載が単行本としてカムバック！ 書籍化にあたり、補論や

練習問題を大幅に追加。ミクロ経済学の本質がわかる 
日本経済新聞 2015/01/04 

2014:09. / 12p,537p 
978-4-535-55756-7 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784535557567*

 

絵のように～明治文学と美術～ 
前田 恭二 著 
白水社 
約百年前、美術の国家的保護奨励策を横目に、小説家たちは絵画をどのように意

識し、どう表現したか。山田美妙から石川啄木まで、作品を読み解きながら、現実と

芸術の位相を問い直す。 
日本経済新聞 2015/01/04 

2014:09. / 679p,27p 
978-4-560-08384-0 
6,200 円〔本体〕+税 

*9784560083840*

 

生きるためのサッカー～ブラジル、札幌、神戸転がるボールを追いかけて～ 
ネルソン松原 著 
サウダージ・ブックス 
日本に“ブラジル・サッカー”を伝授し、日本代表や J リーガーを含む数多くの選手

を育成した日系ブラジル人二世のサッカー指導者、ネルソン松原の自叙伝。小笠

原博毅による解説も収録。 
日本経済新聞 2015/01/04 

2014:06. / 239p 
978-4-907473-04-4 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784907473044*

 

繊細な真実(Hayakawa Novels) 
ジョン・ル・カレ/ 加賀山 卓朗 著 
早川書房 
英国領に極秘裏に設置された対テロ組織の数々の成功は虚偽なのか? 真実を求

める元外交官は、隠蔽の首謀者から命を狙われる! スパイ小説の巨匠ジョン・ル・カ

レが描く、世界の新たな闇。 
日本経済新聞 2015/01/04 

2014:11. / 355p 
978-4-15-209503-9 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784152095039*

 

コーポレート・ガバナンスからみる会社法～平成 26 年改正を踏まえて～ 
鳥養 雅夫/ 大堀 徳人/ 山田 洋平 著, 桃尾・松尾・難波法律事務所 編 
商事法務 
平成 26 年改正を踏まえ、改正後の会社法が予定するコーポレート・ガバナンスの

仕組みについて、従来からの制度も含めて全般的に、図表を駆使して解説する。近

時のトピックもコラムで紹介。 
日本経済新聞 2015/01/04 

2014:11. / 15p,315p 
978-4-7857-2237-1 
3,300 円〔本体〕+税 

*9784785722371*
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量的・質的金融緩和～政策の効果とリスクを検証する～ 
日本経済研究センター 編 
日本経済新聞出版社 
前例のないほど大胆な緩和策を打ち出した黒田日銀の金融政策は、日本経済の

復活にどれほど影響を与えるか。その効果とリスクをデータから丹念に分析し、日本

の今後を展望したレポートを公開。 
日本経済新聞 2015/01/04 

2014:06. / 15p,307p 
978-4-532-35600-2 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784532356002*

 

漂流者～野球さえあれば、世界のどこでも生きていける～ 
マック鈴木 著 
三交社 
アメリカ、プエルトリコ、ベネズエラ、ドミニカ、メキシコ、台湾、カナダ、そして日本。

プロ野球選手となった 17 歳以降、野球が出来る場所を探して漂流し続けたマック

鈴木が、波乱の野球人生を語る。 
日本経済新聞 2015/01/04 

2014:02. / 174p 
978-4-87919-818-1 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784879198181*

 

それでも前へ進む 
伊集院 静 著 
講談社 
めぐる季節とともに思い返す、家族、友、仕事、人生-。誰よりも多くの出会いと別れ

を経験した著者だからこそ語れる、苦みと優しさに満ちた魂のメッセージ。『トランヴ

ェール』連載エッセイを単行本化。 
日本経済新聞 2015/01/04 

2014:12. / 189p 
978-4-06-219283-5 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784062192835*

 

ビジネス・ヒストリー～グローバル企業誕生への道程～ 
F.アマトーリ/ A.コリー/ 西村 成弘/ 伊藤 健市 著 
ミネルヴァ書房 
第一次産業革命黎明期から今日の情報革命の時代まで、欧米、日本のほか、世界

各国におけるビジネス・企業の発展の実態と特徴を、その文化的背景も踏まえて比

較、描出し、グローバル化の道程を詳解する。 
日本経済新聞 2015/01/04 

2014:10. / 
18p,400p,14p 
978-4-623-07208-8 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784623072088*

 

中小企業のマクロ・パフォーマンス～日本経済への寄与度を解明する～ 
後藤 康雄 著 
日本経済新聞出版社 
日本の会社全体の 99%以上を占める中小企業の実力は、経済全体の中でどれほ

どなのか? 広汎なデータと計量手法を駆使して近代経済学の視点から中小企業像

を包括的・定量的に捉え、今後のあり方を問う。 
日本経済新聞 2015/01/04 

2014:10. / 15p,355p 
978-4-532-13455-6 
5,200 円〔本体〕+税 

*9784532134556*

 

なぜ大国は衰退するのか～古代ローマから現代まで～ 
グレン・ハバード/ ティム・ケイン/ 久保 恵美子 著 
日本経済新聞出版社 
日本は没落の危機を克服できるか? 古代ローマから、明朝中国、スペイン、オスマ

ン帝国、大英帝国、ユーロ圏、日本、米国まで。 新の経済学をもとに、経済的不

均衡が文明を崩壊させることを解き明かす。 
日本経済新聞 2015/01/04 

2014:10. / 11p,461p 
978-4-532-35613-2 
2,700 円〔本体〕+税 

*9784532356132*
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「進撃の巨人」と解剖学～その筋肉はいかに描かれたか～(ブルーバックス B-
1892) 
布施 英利 著 
講談社 
「超大型巨人」の顔を覆っている白いひもは筋肉なのか骨なのか? 巨人の異様か

つ迫力ある造形が読者を惹きつけるコミック「進撃の巨人」。「美術解剖学」の視点

から、作品の魅力の根源と巨人の正体に迫る。 
日本経済新聞 2015/01/04 

2014:11. / 228p 
978-4-06-257892-9 
900 円〔本体〕+税 

*9784062578929*

 

トールキンの「ホビット」を探して 
コリー・オルセン/ 川上 純子 著 
KADOKAWA 
Podcast で 100 万ダウンロードを記録した大人気“トールキン教授”講座の著者が贈

る、世界初の完全ガイド。壮大な冒険をたどりながら、『ホビット』はもちろん天才トー

ルキンの物語世界を徹底分析する！ 
日本経済新聞 2015/01/04 

2014:01. / 349p 
978-4-04-653293-0 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784046532930*

 

桜色の魂～チャスラフスカはなぜ日本人を 50 年も愛したのか～ 
長田 渚左 著 
集英社 
激動の人生を送った、東京五輪(1964 年)女子体操金メダリスト、ベラ・チャスラフス

カ。彼女の傍らには、いつも日本人の姿があった-。名花と呼ばれたアスリートと日本

との深い絆を描いたノンフィクション。 
日本経済新聞 2015/01/04 

2014:09. / 269p 
978-4-08-780739-4 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784087807394*

 

粒でできた世界(ワンダー・ラボラトリ 01) 
結城 千代子/ 田中 幸/ 西岡 千晶 著 
太郎次郎社エディタス 
現象を条理で解き明かす物理学者コンビと、 不条理の世界を描く漫画家が、 想

像しかできない「科学の不思議」な世界を、 想像以上の世界観で描き出す。 手元

に置きたくなる、 世界を描くあたらしい科学入門。 
日本経済新聞 2015/01/04 

2014:08. / 101p,8p 
978-4-8118-0774-4 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784811807744*

 

火星の人(ハヤカワ文庫 SF 1971) 
アンディ・ウィアー/ 小野田 和子 著 
早川書房 
予期せぬ事故で火星に取り残された宇宙飛行士のマーク・ワトニー。アンテナが消

失したため、地球と連絡をとる手段はないが、居住施設も物資もある。助かる可能性

はゼロではない…。宇宙開発新時代の傑作ハード SF。 
日本経済新聞 2015/01/04 

2014:08. / 580p 
978-4-15-011971-3 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784150119713*

 

あしあと 
勝目 梓 著 
文藝春秋 
ある者はこの世に起こり得ない不思議と遭遇し、ある者ははるか彼方に封じていた

記憶を呼び起こし、ある者は倒錯の性に搦めとられていく-。円熟の筆と技巧が冴え

わたる全 10 篇を収録。『オール讀物』掲載を書籍化。 
日本経済新聞 2015/01/04 

2014:04. / 281p 
978-4-16-390047-6 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784163900476*
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労働時間の経済分析～超高齢社会の働き方を展望する～ 
山本 勲/ 黒田 祥子 著 
日本経済新聞出版社 
「効率的に非効率なことをする」慣習は改まるか? 高齢化が進むなか、グローバル

競争に勝ち抜くには何が必要か? 現代日本人の働き方に関する事実や問題を、個

票データを用いた緻密な分析によって幅広く検証する。 
日本経済新聞 2015/01/04 

2014:04. / 18p,359p 
978-4-532-13451-8 
4,600 円〔本体〕+税 

*9784532134518*

 

決戦!関ケ原 
伊東 潤/ 吉川 永青/ 天野 純希/ 上田 秀人/ 矢野 隆/ 冲方 丁/ 葉室 麟 
著 
講談社 
慶長 5 年 9 月 15 日。天下分け目の大勝負、関ケ原の戦いが勃発。乱世を終わら

せる運命を背負ったのは、どの男だったのか-。伊東潤、吉川永青、天野純希ら 7
人の作家が「関ケ原」を描く。折り込み対陣/武将相関図つき。 
日本経済新聞 2015/01/04 

2014:11. / 298p 
978-4-06-219251-4 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784062192514*

 

ヒトラーのオリンピックに挑んだ若者たち～ボートに託した夢～ 
ダニエル・ジェイムズ・ブラウン/ 森内 薫 著 
早川書房 
1936 年、ナチス政権下のベルリン・オリンピック。孤独なアメリカ人青年がボート競

技との出会いによって成長していく姿を軸に、大恐慌時代のアメリカ、ナチスの思

惑、全米を熱狂させたボート競技クルーの軌跡を描く。 
日本経済新聞 2015/01/04 

2014:09. / 603p 
978-4-15-209485-8 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784152094858*

 

仮借なき時代<下> 
ヴィクトル・セルジュ/ 角山 元保 著 
現代企画室 
激しい空爆に苛まれる陥落寸前のベルリン-。全存在を賭して抑圧と闘った絶対自

由主義者ヴィクトル・セルジュが、苛酷な状況下の民衆の生を圧倒的な筆致で描き

だす。巨大な力に翻弄される個から逆照射した第二次大戦史。 
日本経済新聞 2015/01/04 

2014:02. / 277p 
978-4-7738-1402-6 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784773814026*

 

「反日」中国の文明史(ちくま新書 1080) 
平野 聡 著 
筑摩書房 
中国は雄大なロマンの大陸か。巨大で底知れぬ混沌か。周辺国に対して、必要以

上に強硬となり、自らの立場に沿って周辺国を変えようとする「驕った大国」。その本

質を悠久の中国史に探り、問題のありかと日本の指針を示す。 
日本経済新聞 2015/01/04 

2014:07. / 270p 
978-4-480-06784-5 
840 円〔本体〕+税 

*9784480067845*

 

なぜ貧しい国はなくならないのか～正しい開発戦略を考える～ 
大塚 啓二郎 著 
日本経済新聞出版社 
途上国が離陸できないのは、処方箋が間違っているからだ! シカゴ流の経済理論

と豊富な現場経験に基づき、脱貧困の経済戦略を明かす。経済学はともかくも「開

発経済学」については知りたいと思っている人のための入門書。 
日本経済新聞 2015/01/04 

2014:03. / 271p 
978-4-532-35597-5 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784532355975*
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仮借なき時代<上> 
ヴィクトル・セルジュ/ 角山 元保 著 
現代企画室 
陰謀渦まく開戦前夜のパリより始まる逃避行-。全存在を賭して抑圧と闘った絶対自

由主義者ヴィクトル・セルジュが、苛酷な状況下の民衆の生を圧倒的な筆致で描き

だす。巨大な力に翻弄される個から逆照射した第二次大戦史。 
日本経済新聞 2015/01/04 

2014:02. / 273p 
978-4-7738-1401-9 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784773814019*

 

未必のマクベス(ハヤカワ・ミステリワールド) 
早瀬 耕 著 
早川書房 
王としての旅を続けるため、ぼくは殺人を犯すことにした-。IT 企業の中井優一はバ

ンコクでの商談を成功させる。やがて香港法人の代表取締役として出向を命じられ

た優一だったが、そこには底知れぬ陥穽が待ち受けていて…。 
日本経済新聞 2015/01/04 

2014:09. / 492p 
978-4-15-209480-3 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784152094803*

 

?体上の翼 
結城 充考 著 
東京創元社 
共和国の生体兵器として、数百年にわたり戦いと孤独を生き抜いてきた少女・員

は、互聯網で cy と名乗る人物に出会い、絆を育む。共和国の緑化政策船団が散

布する細菌兵器の脅威が cy に迫っていると知った員は…。本格 SF。 
日本経済新聞 2015/01/04 

2013:11. / 236p 
978-4-488-02726-1 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784488027261*

 

地方消滅～東京一極集中が招く人口急減～(中公新書 2282)  
増田 寛也 著 
中央公論新社 
このままでは 896 の自治体が消滅しかねない-。若者が子育て環境の悪い東京圏

へ移動し続け、人口減少社会に突入。日本の未来図を描き出し、地方に人々が留

まり、希望どおりに子どもを持てる社会へ変わるための戦略を考える。 
日本経済新聞 2015/01/04 

2014:08. / 243p 
978-4-12-102282-0 
820 円〔本体〕+税 

*9784121022820*

 

別荘(ロス・クラシコス 1) 
ホセ・ドノソ 著 
現代企画室 
ベントゥーラ一族が毎夏を過ごす辺境の別荘。大人たちが全員ピクニックに出か

け、別荘には 33 人のいとこたちだけが取り残された。日常の秩序が失われた小世

界で、やがて常軌を逸した出来事が…。ラテンアメリカ文学の金字塔。 
日本経済新聞 2015/01/04 

2014:08. / 557p 
978-4-7738-1418-7 
3,600 円〔本体〕+税 

*9784773814187*

 

モラルの起源～道徳、良心、利他行動はどのように進化したのか～ 
クリストファー・ボーム/ 斉藤 隆央 著 
白揚社 
なぜ人間にだけ道徳が生まれたのか。気鋭の進化人類学者が進化論、動物行動

学、文化人類学、考古学、霊長類のフィールドワーク、狩猟採集民族誌などの知見

を駆使して人類 大の謎に迫り、エレガントで斬新な新理論を提唱する。 
日本経済新聞 2015/01/04 

2014:11. / 482p 
978-4-8269-0176-5 
3,600 円〔本体〕+税 

*9784826901765*
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人は時代といかに向き合うか 
三谷 太一郎 著 
東京大学出版会 
近代日本の形成に関わった政治家、学者、宗教家、文芸家等のそれぞれの時代と

の交渉を追跡し、政治史家としての研鑽に裏打ちされた著者の同時代観を提示す

る。 
日本経済新聞 2015/01/04 

2014:06. / 4p,323p 
978-4-13-003338-1 
2,900 円〔本体〕+税 

*9784130033381*

 

キャプテンサンダーボルト 
阿部 和重/ 伊坂 幸太郎 著 
文藝春秋 
蔵王に墜落した B29、公開中止になった幻の映画、迫りくる冷酷非情な破壊者…。

世界を救うために、2 人は走る。現代を代表する人気作家、阿部和重と伊坂幸太郎

が、着想・技術をすべて詰め込んだ 強の冒険活劇。 
日本経済新聞 2015/01/04、朝日新聞 2015/01/11 

2014:11. / 524p 
978-4-16-390194-7 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784163901947*

 

波の音が消えるまで<下> 
沢木 耕太郎 著 
新潮社 
美しい中国人娼婦が抱えた哀しい秘密、老人が背負い続けてきた罪と罰、航平の

父の死の意外な真相。明かされていく過去を振り切るように、航平は己自身を賭け

て 後の大勝負に挑む。そして…。 
日本経済新聞 2015/01/04、毎日新聞 2015/01/04、朝日新聞 2015/01/18 

2014:11. / 433p 
978-4-10-327518-3 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784103275183*

 

波の音が消えるまで<上> 
沢木 耕太郎 著 
新潮社 
香港返還の前日に立ち寄ったマカオで、航平はバカラの熱に浮かされる。まるで

「運命」に抗うかのように、偶然が支配するバカラに必然を見出そうともがく。謎の老

人との出会いが、彼をさらなる深みへと誘っていき…。 
日本経済新聞 2015/01/04、毎日新聞 2015/01/04、朝日新聞 2015/01/18 

2014:11. / 454p 
978-4-10-327517-6 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784103275176*

 

生命とは何か～物理的にみた生細胞～(岩波文庫)  
シュレーディンガー/ 岡 小天/ 鎮目 恭夫 著 
岩波書店 
日本経済新聞 2015/01/11 

2008:05. / ２１５ｐ 
978-4-00-339461-8 
660 円〔本体〕+税 

*9784003394618*

 

物理学とは何だろうか<下>(岩波新書 黄版)  
朝永 振一郎 著 
岩波書店 
日本経済新聞 2015/01/11 

1979:11. / ２３６ｐ 
978-4-00-420086-4 
800 円〔本体〕+税 

*9784004200864*
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ハニービターハニー(集英社文庫)  
加藤 千恵 著 
集英社 
日本経済新聞 2015/01/11 

2009:10. / ２３５ｐ 
978-4-08-746490-0 
460 円〔本体〕+税 

*9784087464900*

 

ハッピー☆アイスクリーム(集英社文庫 か 54-3） 
加藤 千恵 著 
集英社 
日本経済新聞 2015/01/11 

2011:12. / 194p 
978-4-08-746774-1 
420 円〔本体〕+税 

*9784087467741*

 

沈黙の春 改版(新潮文庫)  
レイチェル・カーソン/ 青樹 簗一 著 
新潮社 
日本経済新聞 2015/01/11 

2004:06. / ３９４ｐ 
978-4-10-207401-5 
670 円〔本体〕+税 

*9784102074015*

 

成長の限界～ロ－マ・クラブ「人類の危機」レポ－ト～  
ドネラ・Ｈ．メドウズ/ 大来佐武郎 著 
ダイヤモンド社 
日本経済新聞 2015/01/11 

1972:05. / 203p 
978-4-478-20001-8 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784478200018*

 

こぼれ落ちて季節は 
加藤 千恵 著 
講談社 
『ハニー ビター ハニー』の著者、加藤千恵が紡ぐ誰もが一度は通り過ぎた季節。

１０～３０代男女の揺れ動く気持ちを描いた群像劇。 
日本経済新聞 2015/01/11 

2014:09. / 205p 
978-4-06-219142-5 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784062191425*

 

世界でもっとも正確な長さと重さの物語～単位が引き起こすパラダイムシフト～ 
ロバート・P.クリース/ 吉田 三知世 著 
日経ＢＰ社 
理論と実験に関わる単純さ/美しさを求める科学の本質とは? 測定のベースとなる長

さや重さの単位。科学の発展に寄与した単位の制定を巧みに語る科学エッセイ。 
日本経済新聞 2015/01/11 

2014:11. / 429p 
978-4-8222-8537-1 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784822285371*

 

オン・ザ・マップ～地図と人類の物語～(ヒストリカル・スタディーズ 12) 
サイモン・ガーフィールド/ 黒川 由美 著 
太田出版 
先史時代の洞窟壁画から Google マップにいたるまで、果てなき好奇心で未踏の地

に挑み、地図を作りつづけてきた人間の壮大な闘いと冒険の物語。貴重な図版も

100 点以上収録する。 
日本経済新聞 2015/01/11 

2014:12. / 418p 
978-4-7783-1424-8 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784778314248*
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たんぽるぽる(かばん BOOKS) 
雪舟 えま 著 
短歌研究社 
美容師の指からこの星にはない海の香気が舞い降りてくる 雨の中うさぎに雨をみ

せにゆくわたしをだれも見ないであろう 1996?2010 年の作品から 322 首を選んで

収録した歌集。 
日本経済新聞 2015/01/11 

2011:04. / 140p 
978-4-86272-246-1 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784862722461*

 

ニコニコ哲学～川上量生の胸のうち～ 
川上 量生/ 加藤 貞顕 著 
日経ＢＰ社 
ニコニコ動画を育てあげ、新生 KADOKAWA・DWANGO トップとなった川上量生

が、生き方、働き方の哲学を語りつくす。ニコニコ宣言(9)も収録。『cakes』連載をもと

に単行本化。 
日本経済新聞 2015/01/11 

2014:11. / 287p 
978-4-8222-5051-5 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784822250515*

 

波止場浪漫<下> 
諸田 玲子 著 
日本経済新聞出版社 
次郎長の死を境に世情は様変わり。娘のけんにも驚天動地の出来事が襲いかか

る。国民一丸となって戦争に突き進む陰で、忍苦を強いられる市井の人々を放って

はおけず…。『日本経済新聞』連載を単行本化。 
日本経済新聞 2015/01/11 

2014:12. / 304p 
978-4-532-17131-5 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784532171315*

 

ヴィクトリア女王の王室～側近と使用人が語る大英帝国の象徴の真実～ 
ケイト・ハバード/ 橋本 光彦 著 
原書房 
大英帝国の 盛期をつくりあげたヴィクトリア女王の素顔を知る者たちだけが描ける

英国史。女官、秘書官、主治医、首席司祭…。女王に仕えた人々が遺した大量の

日記や書簡から浮かび上がる英国王室のドラマ。 
日本経済新聞 2015/01/11 

2014:11. / 466p,3p 
978-4-562-05113-7 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784562051137*

 

プラトニック・プラネッツ 
雪舟 えま 著 
KADOKAWA 
近未来／パラレルワールドの地球を舞台に、一人の女性が自分の夢を見定め歩み

だす成長物語。大事な人との別れ、自らの夢、働くこと……宇宙の美しさとそこでの

営み、すべての命に感謝したくなる、唯一無二の物語。 
日本経済新聞 2015/01/11 

2014:07. / 270p 
978-4-04-066904-5 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784040669045*

 

ゲノム科学への道～ノーベル賞講演でたどる～(岩波現代全書 047) 
吉川 寛 著 
岩波書店 
遺伝情報を総合した生命科学であるゲノム科学は、いかにして生まれたのか。ノー

ベル賞受賞者が授賞式で行った講演等を解読し、ゲノム科学の誕生にいたる遺伝

子・分子生物学 100 年の歴史を研究者の生の言葉で綴る。 
日本経済新聞 2015/01/11 

2014:11. / 10p,278p,4p
978-4-00-029147-7 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784000291477*



 59  

 

波止場浪漫<上> 
諸田 玲子 著 
日本経済新聞出版社 
維新以降、清水で地元の名士となった次郎長。養女となったけんが大人になる前

に出逢った西洋医との関係が深まるにつれて、やがて…。著者自らのルーツを遡

る、町の物語、恋の物語。『日本経済新聞』連載を単行本化。 
日本経済新聞 2015/01/11 

2014:12. / 297p 
978-4-532-17130-8 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784532171308*

 

農山村は消滅しない(岩波新書 新赤版 1519) 
小田切 徳美 著 
岩波書店 
地方は消滅するのか? 否。どこよりも早く過疎化、超高齢化と切実に向き合ってきた

農山村は、この難問を突破しつつある。現場をとことん歩いて回る研究者が丁寧に

その事例を報告、地方消滅論が意図した狙いを喝破する。 
日本経済新聞 2015/01/11 

2014:12. / 10p,242p 
978-4-00-431519-3 
780 円〔本体〕+税 

*9784004315193*

 

松田聖子と中森明菜～一九八〇年代の革命～ 増補版(朝日文庫 な 36-3) 
中川 右介 著 
朝日新聞出版 
アイドルを自覚して演じた松田聖子と、孤高のアーティスト・中森明菜。1980 年代当

時 前線の作詞家・作曲家が彼女たちに触発されて生み出した作品を論じ、2 人

の闘いのドラマを描く。85 年以降を大幅加筆した増補版。 
日本経済新聞 2015/01/11 

41978 / 367p 
978-4-02-261814-6 
900 円〔本体〕+税 

*9784022618146*

 

プーチンはアジアをめざす～激変する国際政治～(NHK 出版新書 448)  
下斗米 伸夫 著 
ＮＨＫ出版 
ウクライナ危機が生んだのは、深刻な米ロ対立であった。国際政治はなぜここまで

緊迫化してしまったのか? クレムリン内外に通じる著者が、ロシアの「脱欧入亜」戦

略を読み解き、日ロ関係を含む国際政治の大変動を展望する。 
日本経済新聞 2015/01/11 

2014:12. / 219p 
978-4-14-088448-5 
740 円〔本体〕+税 

*9784140884485*

 

隣居～私と「あの女」が見た中国～ 
田口 佐紀子 著 
潮出版社 
社会主義の中国で共産党幹部の娘はどんな人生を送ってきたのか、それはわたし

の生きてきた人生とどんなふうに違うのか…。著者の知り合いであり、共産党幹部の

娘である女性の人生を通して、中国の近現代史を浮き彫りにする。 
日本経済新聞 2015/01/11 

2014:11. / 189p 
978-4-267-01994-4 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784267019944*

 

まちづくり構造改革～地域経済構造をデザインする～ 
中村 良平 著 
日本加除出版 
まちづくりを考える際の地域経済がもつ構造的な問題をモデルとデータから明らか

にし、それへの対応策を具体的に論じる。さらに、これまで実施した分析例を紹介し

つつ、自立してそれが持続可能な地域となるための提案を行う。 
日本経済新聞 2015/01/11 

2014:03. / 10p,219p,6p
978-4-8178-4147-6 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784817841476*
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日本の社会保障政策～課題と改革～ 
小塩 隆士/ 田近 栄治/ 府川 哲夫 著 
東京大学出版会 
現行の社会保障制度が抱える問題点や改革のあり方に関する政策的な論点をさま

ざまな角度から議論。それらを踏まえ、社会保障制度の持続可能性を高め、社会的

厚生の向上に資するためにはどのような改革が求められるかを考える。 
日本経済新聞 2015/01/11 

2014:11. / 6p,233p 
978-4-13-040269-9 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784130402699*

 

晩鐘 
佐藤 愛子 著 
文藝春秋 
老作家・藤田杉のもとにある日届いた訃報。それはかつての夫、畑中辰彦のものだ

った。尊敬し信頼もしていた辰彦が、後に杉を苦しめたのはなぜだったのか。杉は

辰彦のほんとうの姿を探し始めた…。『オール讀物』掲載を書籍化。 
日本経済新聞 2015/01/11 

2014:12. / 475p 
978-4-16-390178-7 
1,850 円〔本体〕+税 

*9784163901787*

 

発展する地域 衰退する地域～地域が自立するための経済学～(ちくま学芸文庫 

シ 31-1) 
ジェイン・ジェイコブズ 著 
筑摩書房 
アメリカで大規模再開発により街が「死んで」いく過程を観察した著者は、街や地域

が生み出すダイナミズムに注目。経済が発展・衰退する鍵を、古今東西の無数の例

から探り出す。地域が自立するための処方箋を描いた先駆的名著。 
日本経済新聞 2015/01/11 

2012:11. / 413p 
978-4-480-09502-2 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784480095022*

 

入門都市計画～都市の機能とまちづくりの考え方～ 
谷口 守 著 
森北出版 
少子高齢化、環境・資源問題…。社会が変わっていく中で、どう都市計画に対する

「考え方」を変えていく必要があるのか、その手掛かりをどうつかむのか。具体的な

事例を多く交え、都市計画に関する知識と話題を平易に解説する。 
日本経済新聞 2015/01/11 

2014:10. / 6p,146p 
978-4-627-45261-9 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784627452619*

 

「研究室」に行ってみた。(ちくまプリマー新書 223) 
川端 裕人 著 
筑摩書房 
砂漠のリアルムシキングから宇宙輸送の巨大なアイディアまで。研究者たちにインタ

ビューし、研究の内容や研究にまつわるエピソード等を整理して伝える。『ナショナ

ルジオグラフィック』日本版公式サイト連載から抜粋、再編集。 
日本経済新聞 2015/01/11、朝日新聞 2015/01/25 

2014:12. / 236p 
978-4-480-68925-2 
860 円〔本体〕+税 

*9784480689252*

 

アジア再興～帝国主義に挑んだ志士たち～ 
パンカジ・ミシュラ/ 園部 哲 著 
白水社 
アフガーニーが煽る、梁啓超が跳ぶ、タゴールが唸る-。現代の中国、インド、イスラ

ーム世界をかたち作る源泉となった知識人・活動家たちの足跡を追い、大きな歴史

地図の中に、今の国際情勢を位置づける。 
日本経済新聞 2015/01/11、東京・中日新聞 2015/01/18、毎日新聞 2015/01/25 

2014:10. / 411p,31p 
978-4-560-08395-6 
3,400 円〔本体〕+税 

*9784560083956*
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工作舎物語～眠りたくなかった時代～ 
臼田 捷治 著 
左右社 
松岡正剛が在籍した時代を中心に、初期工作舎の活動をたどった本。工作舎とい

う稀有の水源が生み出した、デザインを主とした水脈を探る。不夜城でくりひろげら

れた、常識を越えたエピソードが満載。 
日本経済新聞 2015/01/11、東京・中日新聞 2015/01/25 

2014:11. / 292p 
978-4-86528-109-5 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784865281095*

 

古代への情熱～シュリーマン自伝～ 改版(岩波文庫)  
シュリーマン/ 村田 数之亮 著 
岩波書店 
日本経済新聞 2015/01/18 

1976:02. / ２０１ｐ 
978-4-00-334201-5 
660 円〔本体〕+税 

*9784003342015*

 

海の都の物語～ヴェネツィア共和国の一千年～<１>(新潮文庫)  
塩野 七生 著 
新潮社 
日本経済新聞 2015/01/18 

2009:05. / ２３５ｐ 
978-4-10-118132-5 
430 円〔本体〕+税 

*9784101181325*

 

トリエステの坂道(新潮文庫)  
須賀 敦子 著 
新潮社 
日本経済新聞 2015/01/18 

1998:09. / ２７２ｐ 
978-4-10-139221-9 
490 円〔本体〕+税 

*9784101392219*

 

スコット親子、日本を駆ける～父と息子の自転車縦断 4000 キロ～ 
チャールズ・R.スコット/ 児島 修 著 
紀伊國屋書店出版部 
米国人父子の痛快な冒険旅行記 
日本経済新聞 2015/01/18 

2014:12. / 365p 
978-4-314-01123-5 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784314011235*

 

農業問題の基層とはなにか～いのちと文化としての農業～(シリーズ・いま日本の

「農」を問う 1) 
末原 達郎/ 佐藤 洋一郎/ 岡本 信一/ 山田 優 著 
ミネルヴァ書房 
現代の農業問題を考えるための基本的視点 
日本経済新聞 2015/01/18 

2014:12. / 5p,300p,4p 
978-4-623-07217-0 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784623072170*

 

デュアル・ブランド戦略～NB and/or PB～ 
矢作 敏行 著 
有斐閣 
ブランド・ポートフォリオ戦略の新地平を拓く 
日本経済新聞 2015/01/18 

2014:11. / 7p,418p,5p 
978-4-641-16449-9 
3,300 円〔本体〕+税 

*9784641164499*
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GDP2 位の中国が抱えるジレンマとは何か～習近平政権と調和社会の行方～ 
王 文亮 著 
ミネルヴァ書房 
GDP2 位の発展途上国が抱えるジレンマを分析 
日本経済新聞 2015/01/18 

2014:12. / 20p,264p,2p
978-4-623-07183-8 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784623071838*

 

土地の「未来」は地形でわかる～災害を予測する変動地形学の世界～ 
渡辺 満久 著 
日経ＢＰ社 
活断層研究の第一人者が徹底解析！坂、河原、丘…身近な地形から探る、災害の

可能性 
日本経済新聞 2015/01/18 

2014:12. / 198p 
978-4-8222-5052-2 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784822250522*

 

本なんて読まなくたっていいのだけれど、 
幅 允孝 著 
晶文社 
職業はブックディレクター。幅允孝さんが、本の仕事について、好きな本について、

日常について、語った待望のエッセイ集。 
日本経済新聞 2015/01/18 

2014:12. / 334p 
978-4-7949-6858-6 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784794968586*

 

勝海舟と幕末外交～イギリス・ロシアの脅威に抗して～(中公新書 2297)  
上垣外 憲一 著 
中央公論新社 
イギリスとロシアの植民地獲得競争に巻き込まれてゆく幕末の日本。ペリー来航から

対馬占拠事件まで、幕末の外交に勝海舟がどのように関わったのかを考察する。 
日本経済新聞 2015/01/18 

2014:12. / 7p,268p 
978-4-12-102297-4 
880 円〔本体〕+税 

*9784121022974*

 

人間の器量(新潮新書)  
福田 和也 著 
新潮社 
今の日本には全人的な魅力、迫力、実力を備えた人がいない。なぜ日本人はかく

も小粒になったのか。その理由と本質に迫ることで、人生を豊かにしてくれる、日本

人が忘れたものを再確認する。 
日本経済新聞 2015/01/18 

2009:12. / １９１ｐ 
978-4-10-610340-7 
680 円〔本体〕+税 

*9784106103407*

 

佐藤泰志 そこに彼はいた 
福間 健二 著 
河出書房新社 
41 歳でみずから生を断った作家・佐藤泰志。夢を共有した詩人がその生涯をたどり

ながら、全作品を未発表作品・草稿まで含めて徹底解説。佐藤泰志の生と言葉を

未来へ刻印するために書き下ろした評伝。 
日本経済新聞 2015/01/18 

2014:11. / 449p 
978-4-309-02345-8 
2,900 円〔本体〕+税 

*9784309023458*

 

とんでもなく役に立つ数学(角川ソフィア文庫 K121-1)  
西成 活裕 著 
KADOKAWA 
“渋滞学”で著名な東大教授が、高校生たちとの対話を通して数学の楽しさを紹介

していく。通勤ラッシュや宇宙ゴミ、犯人さがし…など身近なところや意外なシーンで

の活躍に、これまでのイメージも一新！ 
日本経済新聞 2015/01/18 

2014:12. / 241p 
978-4-04-409476-8 
760 円〔本体〕+税 

*9784044094768*
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シティ・ファーマー～世界の都市で始まる食料自給革命～ 
ジェニファー・コックラル=キング/ 白井 和宏 著 
白水社 
工業化・グローバル化された食品生産・流通システムがもたらす食の危機に対し

て、私たちは何をすべきか。パリ、ロンドン、ロサンゼルスなど、世界の都市の新たな

食料生産のムーブメントをレポートする。 
日本経済新聞 2015/01/18 

2014:11. / 299p,20p 
978-4-560-08402-1 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784560084021*

 

妻を看取る日～国立がんセンター名誉総長の喪失と再生の記録～(新潮文庫 か

63-1） 
垣添 忠生 著 
新潮社 
定年間際、リンゴの種ほどの影が妻を襲った。がんの専門医でありながら 愛の人

を救えなかった無力感と喪失感…。絶望の淵から医師はいかにして立ち直ったの

か。心の軌跡を赤裸々に綴った慟哭と再生の体験記。 
日本経済新聞 2015/01/18 

2012:05. / 205p 
978-4-10-136241-0 
430 円〔本体〕+税 

*9784101362410*

 

パリの皇族モダニズム～領収書が明かす生活と経済感覚～ 
青木 淳子 著 
KADOKAWA 
パリ滞在中の平均支出月額約 1 万 2940 円 当時の一般勤労家庭の 142 倍の生

活費を使い、皇族はどのような生活を送っていたのか? 新史料から見えてきた、皇

室外遊の様子と文化的意義を多くの写真と共に紹介。 
日本経済新聞 2015/01/18 

2014:12. / 253p 
978-4-04-653330-2 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784046533302*

 

私の記憶が消えないうちに～デコ最後の上海バンスキング～ 
吉田 日出子 著 
講談社 
ずっと隠しておこうと思った秘密、でも、お話ししちゃいましょう。また、劇場で会いた

いから…。現在深刻な障害と戦っている女優・吉田日出子が、ご無沙汰のワケから

自由劇場時代の思い出、家族のことまで語り残す。 
日本経済新聞 2015/01/18 

2014:11. / 229p 
978-4-06-219110-4 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784062191104*

 

戦略決定の本質  
Ｃ．Ｒ．シェンク/ 山倉 健嗣 著 
文眞堂 
戦略決定の現在と未来をコンパクトに解説。認知・組織・政治パースペクティブの３

つの観点から的確に要約し、優れた戦略、戦略の改善にまで言及する理論と現実

とのバランスを巧みに図る。組織の視点を重視した戦略論。 
日本経済新聞 2015/01/18 

1998:04. / １４４ｐ 
978-4-8309-4287-7 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784830942877*

 

国際リユースと発展途上国～越境する中古品取引～(研究双書 613) 
小島 道一 編 
アジア経済研究所 
経済学、経済地理学、文化人類学、社会学などさまざまなアプローチで、国際リユ

ースの実態を明らかにし、そのうえで、中古品が国際取引されている経済的・文化

的背景、発展途上国の産業発展への影響などについて検討する。 
日本経済新聞 2015/01/18 

2014:12. / 6p,286p 
978-4-258-04613-3 
3,600 円〔本体〕+税 

*9784258046133*
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心の先史時代  
スティーヴン・ミズン/ 松浦 俊輔/ 牧野 美佐緒 著 
青土社 
６００万年前に猿から分かれ、「心」を進化させた人類。その「心」で、先史時代の人

類は何を見、何を考えていたのか。心のシステムを解明する進化心理学と、認知考

古学の 新データを駆使して、心の世界へ新たな扉を開ける。 
日本経済新聞 2015/01/18 

1998:08. / ３７５，３５ｐ 
978-4-7917-5653-7 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784791756537*

 

悪い恋人 
井上 荒野 著 
朝日新聞出版 
開発業者として現れた中学時代の同級生と、抗うこともないまま肉体関係をもってし

まった沙知。自宅裏の森を伐採する宅地造成工事の告知を機に、彼女の家族は一

変し…。日常に潜む正常と異常のあわいに見える異様な光景を描く。 
日本経済新聞 2015/01/18 

2014:12. / 182p 
978-4-02-251240-6 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784022512406*

 

人と企業はどこで間違えるのか?～成功と失敗の本質を探る「10 の物語」～ 
ジョン・ブルックス/ 須川 綾子 著 
ダイヤモンド社 
著名企業の経営者、ウォール街のブローカー、功成り名遂げたビジネスマン…。彼

らはその人生やビジネスにおいて、どこで間違えたのか? その失敗の原因となった

「人間の本質的な部分」も、ブルックスが深く鮮やかに洞察する。 
日本経済新聞 2015/01/18 

2014:12. / 363p 
978-4-478-02977-0 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784478029770*

 

徒然草 新訂(岩波文庫)  
吉田兼好/ 西尾実 著 
岩波書店 
日本経済新聞 2015/01/25 

1985:01. / ４３８ｐ 
978-4-00-301121-8 
960 円〔本体〕+税 

*9784003011218*

 

おくのほそ道(角川ソフィア文庫)  
松尾 芭蕉/ 角川書店 著 
角川学芸出版 
日本経済新聞 2015/01/25 

2001:07. / ２５４ｐ 
978-4-04-357402-5 
590 円〔本体〕+税 

*9784043574025*

 

源氏物語(角川ソフィア文庫)  
紫式部/ 角川書店 著 
角川書店 
日本経済新聞 2015/01/25 

2001:11. / ５０４ｐ 
978-4-04-357405-6 
952 円〔本体〕+税 

*9784043574056*

 

更級日記(角川ソフィア文庫)  
菅原孝標女/ 川村 裕子 著 
角川学芸出版 
日本経済新聞 2015/01/25 

2007:04. / ２３３ｐ 
978-4-04-357416-2 
590 円〔本体〕+税 

*9784043574162*
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方丈記(角川ソフィア文庫)  
鴨 長明/ 武田 友宏 著 
角川学芸出版 
日本経済新聞 2015/01/25 

2007:06. / １８９ｐ 
978-4-04-357419-3 
590 円〔本体〕+税 

*9784043574193*

 

日本仏教史～思想史としてのアプロ－チ～(新潮文庫)  
末木文美士 著 
新潮社 
日本経済新聞 2015/01/25 

1996:09. / ４１２ｐ 
978-4-10-148911-7 
630 円〔本体〕+税 

*9784101489117*

 

人民解放軍と中国政治～文化大革命から鄧小平へ～ 
林 載桓 著 
名古屋大学出版会 
軍部統治の謎を解き明かす 
日本経済新聞 2015/01/25 

2014:11. / 3p,247p 
978-4-8158-0786-3 
5,500 円〔本体〕+税 

*9784815807863*

 

ブッダから、ほとけへ～原点から読み解く日本の仏教思想～ 
立川 武蔵 著 
岩波書店 
なぜ仏教は救済の宗教となったのか 
日本経済新聞 2015/01/25 

2013:01. / 224p 
978-4-00-024680-4 
2,900 円〔本体〕+税 

*9784000246804*

 

日本中世の国家と仏教(歴史文化セレクション)  
佐藤 弘夫 著 
吉川弘文館 
新旧仏教を含めた中世仏教の全体像を再構築 
日本経済新聞 2015/01/25 

2010:09. / ２８１，１１ｐ 
978-4-642-06366-1 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784642063661*

 

十六夜日記(物語の舞台を歩く 7）  170p 2005 
田渕句美子 著 
山川出版社 
鎌倉期日記文学の代表作．その旅の足跡をたどる 
日本経済新聞 2015/01/25 

2005:04. / 170p 
978-4-634-22470-4 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784634224704*

 

バレンタインデーの秘密～愛の宗教文化史～(平凡社新書 763) 
浜本 隆志 著 
平凡社 
なぜ女性が男性にチョコレートを贈る日となったのか 
日本経済新聞 2015/01/25 

2015:01. / 254p 
978-4-582-85763-4 
840 円〔本体〕+税 

*9784582857634*
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経済行動と宗教～日本経済システムの誕生～ 
寺西 重郎 著 
勁草書房 
経済行動は宗教によりここまで変わるのか。日本人の叡智が生んだ日本経済システ

ムの特徴をプロテスタンティズムとの比較から解明。 
日本経済新聞 2015/01/25 

2014:09. / 8p,499p,31p
978-4-326-55071-5 
3,500 円〔本体〕+税 

*9784326550715*

 

プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神(ＮＩＫＫＥＩ ＢＰ ＣＬＡＳＳＩＣＳ)  
マックス・ウェーバー/ 中山 元 著 
日経ＢＰ社 
職業を天職とみて仕事に励むプロテスタントの経済倫理が、近代資本主義の原動

力になったことを論証した名著。画期的な新訳で登場。 
日本経済新聞 2015/01/25 

2010:01. / ５３１ｐ 
978-4-8222-4791-1 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784822247911*

 

学校で教えてくれない音楽(岩波新書 新赤版 1520) 
大友 良英 著 
岩波書店 
「音楽の根っこにある一番大事なもの」を知った瞬間から、音を声を、出せるようにな

る-。音楽の授業が苦手だった「孤高の即興ノイズ演奏家」大友良英が、「音楽の原

石」のつかみとり方を語る。 
日本経済新聞 2015/01/25 

2014:12. / 6p,230p 
978-4-00-431520-9 
780 円〔本体〕+税 

*9784004315209*

 

菊之助の礼儀 
長谷部 浩 著 
新潮社 
伝統を着実に受け継ぎながら、創意工夫に満ちた再創造の道を歩む、尾上菊之

助。歌舞伎の現代を担う役者は、日々何を考え、舞台に上がるのか。若き役者の言

葉、演目を通して、輝きの根源を描く。 
日本経済新聞 2015/01/25 

2014:11. / 189p 
978-4-10-336751-2 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784103367512*

 

エネルギーと新国際秩序 
豊田 正和/ 森本 敏/ 日本エネルギー経済研究所 著 
エネルギーフォーラム 
複雑で変化の激しい国際情勢の中で、日本がエネルギーを安定的に確保しつつ、

国家の安全と繁栄を維持確保していくにはどうすればいいのか。日本のエネルギー

政策を、安全保障戦略の一環として考える。 
日本経済新聞 2015/01/25 

2014:11. / 328p 
978-4-88555-441-4 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784885554414*

 

オーガニックラベルの裏側～21 世紀食品産業の真実～ 
クレメンス・G.アルヴァイ/ 長谷川 圭 著 
春秋社 
「環境と人に優しい」が売りのオーガニック食品。だが、その実態は…。有機養鶏や

有機農業の知られざる現実から、食品大企業の狡猾な広告戦略までを徹底ルポ。

食を私たちの手に取り戻すための具体策も満載。 
日本経済新聞 2015/01/25 

2014:11. / 231p 
978-4-393-74155-9 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784393741559*
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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 
ナチス・ドイツ研究の権威が、第二次大戦の帰趨、戦後の支配と構造を方向づけ

た、英米ソ、日独伊の各国指導者たちの「決断」を徹底検証する。上は、1940 年春

から 1941 年夏までの出来事を取り上げる。 
日本経済新聞 2015/01/25 

2014:10. / 397p 
978-4-560-08396-3 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784560083963*

 

習近平の強権政治で中国はどこへ向かうのか～2012?2013 年～(シリーズ・チャイ

ナウォッチ 2)  
濱本 良一 著 
ミネルヴァ書房 
新疆ウィグル族問題、尖閣諸島問題、北朝鮮ミサイル発射、習-オバマ会談など、政

治・経済・外交の多方面から 2012?13 年の中国動向をとらえ、分析する。アジア専

門の月刊誌『東亜』連載を加筆・補正。 
日本経済新聞 2015/01/25 

2014:12. / 
21p,459p,25p 
978-4-623-07174-6 
4,500 円〔本体〕+税 

*9784623071746*

 

ROE 最貧国日本を変える 
『山を動かす』研究会 編 
日本経済新聞出版社 
「世界 貧国」と言ってよいレベルにある、日本の上場企業の資本生産性(ROE)。
「金主」「運用会社・業界」「上場企業」というインベストメント・チェーンの中で、日本

企業の資本生産性向上策を検討する。 
日本経済新聞 2015/01/25 

2014:12. / 268p 
978-4-532-35624-8 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784532356248*

 

Google vs トヨタ～「自動運転車」は始まりにすぎない～(角川 EPUB 選書 018) 
泉田 良輔 著 
KADOKAWA 
自動運転車をきっかけに、Google とトヨタが激突する衝撃の未来。電機・IT 業界と

自動車業界の両者を知る気鋭のアナリストが、豊富な取材とデータに基づき、2020
年を挟んだ近未来の産業地図を精緻に予測！ 
日本経済新聞 2015/01/25 

2014:12. / 221p 
978-4-04-080023-3 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784040800233*

 

現代語訳蜻蛉日記(岩波現代文庫) 
[藤原道綱母/ 室生 犀星 著 
岩波書店 
結婚生活の苦しみ、夫・藤原兼家と愛人たちへの愛憎の情念…。大政治家の妻と

して、波瀾に富んだ生涯を送った道綱母が、その半生を書き綴った王朝女流文学

の代表作「蜻蛉日記」。室生犀星の味わい深い現代語訳を収録。 
日本経済新聞 2015/01/25 

2013:08. / 3p,309p 
978-4-00-602225-9 
1,040 円〔本体〕+税 

*9784006022259*

 

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

スラム国の正体」「分裂する中国」から「岐路に立つ日本」まで読み解き、サバイバル

の時代を生き抜くためのインテリジェンスを伝授する。 
日本経済新聞 2015/01/25 

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

*9784166610006*
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日本国最後の帰還兵深谷義治とその家族 
深谷 敏雄 著 
集英社 
第二次世界大戦時、中国戦線でスパイとして活躍した憲兵・深谷義治。敗戦後も極

秘指令を受け上海に潜伏するも中国当局によって逮捕、獄中で拷問を受ける…。

彼の次男が一家の悲劇の全てを伝える、執念のノンフィクション。 
日本経済新聞 2015/01/25 

2014:12. / 444p 
978-4-08-781555-9 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784087815559*

 

ザ・ビートルズ解散の真実 
ピーター・ドゲット/ 奥田 祐士 著 
イーストプレス 
メンバーを告訴したポール、アップル・コア社の崩壊、ヘロイン依存症…。これまで

書かれなかった金銭問題も含め、解散の真実、解散後の 4 人の活動と葛藤を徹底

的に描く。1967 年?2014 年のディスコグラフィも収録。 
日本経済新聞 2015/01/25 

2014:12. / 558p 
978-4-7816-1272-0 
3,500 円〔本体〕+税 

*9784781612720*

 

哲学者、競馬場へ行く～賭博哲学の挑戦～ 
檜垣 立哉 著 
青土社 
春の桜花賞、伝統の天皇賞、夢と現実のジャパンカップ、年末の有馬記念…。大学

で西洋哲学を教えるその男は、今週もまた競馬場へと足を運ぶ。現代思想の 前

線は競馬場にもあると信じる哲学者による、異色の日本競馬通史。 
日本経済新聞 2015/01/25 

2014:11. / 263p,7p 
978-4-7917-6833-2 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784791768332*

 

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 
ナチス・ドイツ研究の権威が、第二次大戦の帰趨、戦後の支配と構造を方向づけ

た、英米ソ、日独伊の各国指導者たちの「決断」を徹底検証する。下は、1941 年夏

から秋までの出来事を取り上げる。祭文草谷による解説も収録。 
日本経済新聞 2015/01/25 

2014:10. / 263p,141p 
978-4-560-08397-0 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784560083970*

 

最低生活保障と社会扶助基準～先進 8 ケ国における決定方式と参照目標～ 
『貧困研究』集委員会 編 
明石書店 
先進 8 ケ国の社会扶助制度の紹介にとどまらず、給付水準の決定・改定方式、他

の社会保障制度との関係性に着目し、社会扶助制度が対象とする人口集団や、

低生活保障の基準、その基準の適切さを判断する根拠などを検討する。 
日本経済新聞 2015/01/25 

2014:11. / 224p 
978-4-7503-4096-8 
3,600 円〔本体〕+税 

*9784750340968*

 

未来へ… 
新井 素子 著 
角川春樹事務所 
成人式を迎えた“ひとり娘”の菜苗が、いままで家庭内で触れずに過ごしてきた菜苗

の双子の姉・香苗の仏壇を出してほしいと言いだした。この日をきっかけに、母と娘

の不思議な日々が幕を開け…。『ランティエ』連載を書籍化。 
日本経済新聞 2015/01/25 

2014:11. / 565p 
978-4-7584-1247-6 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784758412476*
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日本ぶらりぶらり(ちくま文庫)  
山下 清 著 
筑摩書房 
毎日新聞 2015/01/04 

1998:04. / ２３２ｐ 
978-4-480-03396-3 
680 円〔本体〕+税 

*9784480033963*

 

フラナリー・オコナーとの和やかな日々～オーラル・ヒストリー～ 
田中 浩司 著, クレイグ・アマソン 編 
新評論 
神と人間の問題を描いた短編の名手の人間像 
毎日新聞 2015/01/04 

2014:11. / 15p,286p 
978-4-7948-0984-1 
3,400 円〔本体〕+税 

*9784794809841*

 

イシュア記～新約聖書物語～ 
小川 国夫 著 
ぷねうま舎 
異貌のイエス、福音書に書かれなかったこと─小川国夫の聖書世界が、ここにその

全容をあらわす。 
毎日新聞 2015/01/04 

2014:11. / 551p 
978-4-906791-39-2 
5,600 円〔本体〕+税 

*9784906791392*

 

大杉栄伝～永遠のアナキズム～ 
栗原 康 著 
夜光社 
米騒動、ストライキ、民衆芸術論……。破天荒な生き方というだけでは語りつくせな

い、その思想に光をあてた、新たな評伝の登場。 
毎日新聞 2015/01/04 

2013:12. / 318p 
978-4-906944-03-3 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784906944033*

 

ひかりのりゅう 
小野 美由紀/ ひだか きょうこ 著 
絵本塾出版 
七色の光をはきだす光の竜がやって来て、村は明るくにぎやかになった。きみはほ

んとうに神様なの? 「原発絵本プロジェクト」が贈る、子どもたちとともに、この国の過

去と未来を考える一冊。 
毎日新聞 2015/01/04 

2014:11. / [32p] 
978-4-86484-058-3 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784864840583*

 

秋たちぬ～寺山修司未発表詩集～ 
寺山 修司 著, 寺山 修司/ 田中 未知 編 
岩波書店 
草のまくらに草ぶとん その上にねて青空をゆく 白いくもを仰ぎながら未だ 還らな

い父を想った(「畫の一時」より) 寺山修司が 10 代の頃に綴った詩を収めた未発表

詩集。手描きのノートも全ページ収録。 
毎日新聞 2015/01/04 

2014:11. / 174p 
978-4-00-024045-1 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784000240451*

 

オリーブの罠(講談社現代新書 2288)  
酒井 順子 著 
講談社 
80?90 年代の少女たちから熱狂的に愛された雑誌『オリーブ』とその時代、女性に

与えた影響について、同誌の愛読者でもあり執筆者でもあった著者が分析する。

「元オリーブ少女&少年の面会時間」も収録。 
毎日新聞 2015/01/04 

2014:11. / 261p 
978-4-06-288288-0 
800 円〔本体〕+税 

*9784062882880*
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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。 
毎日新聞 2015/01/04 

2014:11. / 324p,10p 
978-4-02-251173-7 
2,100 円〔本体〕+税 

*9784022511737*

 

ほとんど人力 
菅原文太と免許皆伝の達人たち 著 
小学館 
2012 年、国民運動グループ「いのちの党」を結成した菅原文太が、金子兜太、相場

英雄、大田昌秀、松島令ら在野 17 人と熱く語り合う。『本の窓』掲載「連載対談 外

野の直言、在野の直感」を加筆修正して単行本化。 
毎日新聞 2015/01/04 

2013:07. / 189p 
978-4-09-388290-3 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784093882903*

 

紙つなげ!彼らが本の紙を造っている～再生・日本製紙石巻工場～ 
佐々 涼子 著 
早川書房 
東日本大震災で被災した日本製紙・石巻工場。機能は全停止し、従業員でさえ復

旧は無理だと考えた。しかし工場長は半年での復興を宣言。その日から、彼らの闘

いは始まった…。奇跡の工場再生を描いたノンフィクション。 
毎日新聞 2015/01/04 

2014:06. / 267p 
978-4-15-209460-5 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784152094605*

 

東映ゲリラ戦記 
鈴木 則文 著 
筑摩書房 
「トラック野郎シリーズ」全作の監督で知られる著者が、“下品こそ、この世の花”をモ

ットーに、激変する 70 年代の日本映画界で撮り続けた B 級娯楽映画の熱き舞台

裏を綴る。『ちくま』連載を単行本化。ヌード写真あり。 
毎日新聞 2015/01/04 

2013:11. / 229p 
978-4-480-81838-6 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784480818386*

 

儲かる農業論～エネルギー兼業農家のすすめ～(集英社新書 0757A)  
金子 勝/ 武本 俊彦 著 
集英社 
「農業+小規模発電=エネルギー兼業農家」が本当の地方創生! 経済学者と、食と

農の政策アナリストが、「儲かる産業」としての農業のあり方を提言。各地の事例を挙

げながら、食料自給率の低下なども解決する道筋を探る。 
毎日新聞 2015/01/04 

2014:10. / 183p 
978-4-08-720757-6 
700 円〔本体〕+税 

*9784087207576*

 

21 世紀の資本 
トマ・ピケティ 著 
みすず書房 
民間財産に基づく市場経済は、放置するなら、強力な収斂の力を持っている。だが

一方で、格差拡大の強力な力もそこにはある-。18 世紀以来の富と所得の分配動学

をめぐる歴史的知識の現状を明らかにし、今後の教訓を示す。 
毎日新聞 2015/01/04 

2014:12. / 
15p,608p,98p 
978-4-622-07876-0 
5,500 円〔本体〕+税 

*9784622078760*
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アジア主義～その先の近代へ～ 
中島 岳志 著 
潮出版社 
近代日本のアジア主義者たちは何につまずいたのか。そこにはいかなる可能性が

あったのか。気鋭の論客が、アジア主義者たちの思想と行動を丹念にたどり、未来

へのヒントを探る。『潮』連載「アジア主義を考える」を大幅加筆。 
毎日新聞 2015/01/04 

2014:07. / 455p 
978-4-267-01971-5 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784267019715*

 

高倉健インタヴューズ 
高倉 健/ 野地 秩嘉 著 
プレジデント社 
初めて語った「何度も見た映画のこと」、セリフの一言一句への想い…。ほとんど取

材を受けない高倉健が認めた、貴重なインタヴュー集。1995 年から 2011 年までの

映画の撮影現場で行ったインタヴューを中心に構成する。 
毎日新聞 2015/01/04 

2012:08. / 191p 
978-4-8334-2017-4 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784833420174*

 

宗教と公共空間～見直される宗教の役割～ 
磯前 順一 編 
東京大学出版会 
多様な学問的・文化的背景から現代世界における「宗教と公共空間」の問題系に

光をあてた論考集。2012 年に京都の国際日本文化研究センターで開催された会

議の参加者報告に加え、海外の論者の論考を集めて収録する。 
毎日新聞 2015/01/04 

2014:07. / 7p,294p 
978-4-13-010410-4 
4,400 円〔本体〕+税 

*9784130104104*

 

あなたに褒められたくて(集英社文庫)  
高倉健 著 
集英社 
毎日新聞 2015/01/11 

1993:08. / ２０５ｐ 
978-4-08-748066-5 
560 円〔本体〕+税 

*9784087480665*

 

三好十郎著作集<第 1 巻～第 3 巻> 復刻版 
三好 十郎 著 
不二出版 
毎日新聞 2015/01/11 

2014:11. / 3 冊 
978-4-8350-7697-3 
48,000 円〔本体〕+税 

*9784835076973*

 

世界の図書館～美しい知の遺産～ 
ジェームズ・W.P.キャンベル/ ウィル・プライス/ 桂 英史/ 野中 邦子/ 高橋 早苗 
著 
河出書房新社 
古代メソポタミアから現代日本の 新図書館まで、5400 年にわたる絢爛豪華な

「知」の世界史を総観する決定版。 
毎日新聞 2015/01/11 

2014:10. / 327p 
978-4-309-25555-2 
8,800 円〔本体〕+税 

*9784309255552*
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アインシュタインの逆オメガ～脳の進化から教育を考える～ 
小泉 英明 著 
文藝春秋 
進化のカギとなった手指の発達とヒトの知的創造性の間には密接な関係があるので

はないか。進化と脳の発達を、幼児教育の観点からやさしく解き明かす。図版も多

数掲載。 
毎日新聞 2015/01/11 

2014:11. / 213p 
978-4-16-390164-0 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784163901640*

 

バカになったか、日本人 
橋本 治 著 
集英社 
説明できない総理大臣、進まない復興と原発再稼働、増税と強引な解散総選挙

…。現代の「なんかヘンだな?」を解き明かす、“議論の仕方”を忘れた 1 億 3000 万

人のためのちょっと辛口な処方箋。 
毎日新聞 2015/01/11 

2014:12. / 239p 
978-4-08-780745-5 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784087807455*

 

英単語記憶術～語源による必須 6000 語の征服～(ちくま文庫 い 82-2) 
岩田 一男 著 
筑摩書房 
6000 語の必須英単語を 250 のグループに分類、構成する語根、接頭辞、接尾辞

に着目し、単語を成り立ちから理解する学習法を紹介。英単語を覚えながら、ヨーロ

ッパの歴史と文化についての知識も得られる。 
毎日新聞 2015/01/11 

2014:12. / 523p 
978-4-480-43235-3 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784480432353*

 

新世界ザル～アマゾンの熱帯雨林に野生の生きざまを追う～<上> 
伊沢 紘生 著 
東京大学出版会 
1970 年代、アフリカの大型類人猿に背を向けて、ひとりの研究者が新世界ザルを

追って南米へと旅立った…。世界的な霊長類学者による新世界ザル研究の集大

成。上は、ホエザル、フサオマキザル等を取り上げる。 
毎日新聞 2015/01/11 

2014:11. / 413p 
978-4-13-063339-0 
3,600 円〔本体〕+税 

*9784130633390*

 

新世界ザル～アマゾンの熱帯雨林に野生の生きざまを追う～<下> 
伊沢 紘生 著 
東京大学出版会 
熱帯雨林をすみわけて進化したサルたちの生きざまを通して、孤高のフィールドワ

ーカーはなにを観たのか…。世界的な霊長類学者による新世界ザル研究の集大

成。下は、クモザル、セマダラタマリン等を取り上げる。 
毎日新聞 2015/01/11 

2014:11. / p416?913 
978-4-13-063340-6 
4,200 円〔本体〕+税 

*9784130633406*

 

バイリンガルな夢と憂鬱 
西 成彦 著 
人文書院 
アイヌ神謡集の知里幸惠、植民地台湾の複雑な言語状況を描いた佐藤春夫と呂

赫若、在日作家の金石範や李恢成らを、欧米文学の試みと比較しながら、20 世紀

の世界文学として論じる。文学の本質に迫る野心的批評。 
毎日新聞 2015/01/11 

2014:12. / 277p 
978-4-409-16096-1 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784409160961*
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青のパティニール最初の風景画家 
石川 美子 著 
みすず書房 
歴史の闇から浮かび上がった、16 世紀ネーデルラントの画家パティニール。その絵

のきわめて独特な世界にわけいり、ヨーロッパにおける「風景」という概念の発生をと

らえた、絵画と文学のハイブリッドな研究エッセー。 
毎日新聞 2015/01/11 

2014:12. / 299p,25p 
図版 16p 
978-4-622-07844-9 
5,000 円〔本体〕+税 

*9784622078449*

 

クララ・シューマン 
モニカ・シュテークマン/ 玉川 裕子 著 
春秋社 
ピアニストとして、作曲家として、教育者として、新しい美学の規範を確立しつつ、19
世紀の音楽界に多大な足跡を残したクララ・シューマンの生涯を描く。定評ある「ロ・

ロ・ロ伝記叢書」の俗流解釈を排した堅実な評伝。 
毎日新聞 2015/01/11 

2014:09. / 219p,26p 
978-4-393-93585-9 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784393935859*

 

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

に囚われていた。ある夜、不思議な犬たちが岩塩鉱を襲い、謎の病が発生する。そ

の隙に逃げ出したヴァンは幼子を拾い、ユナと名付け、育てるが…。 
毎日新聞 2015/01/11 

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

*9784041018880*

 

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

広がる謎の病の治療法を探していた。ヴァンとホッサル。ふたりの男たちが、愛する

人々を守るため、この地に生きる人々を救うために選んだ道は…。 
毎日新聞 2015/01/11 

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

*9784041018897*

 

インターネット・ゲーム依存症～ネトゲからスマホまで～(文春新書 995) 
岡田 尊司 著 
文藝春秋 
インターネット・ゲーム依存症を理解するために必要な基本的知識や 新の専門的

な知見を平易に伝えるとともに、その危険を予防し、依存症になった場合にはどの

ように治療し克服していけばいいかを述べる。チェックリスト付き。 
毎日新聞 2015/01/11、朝日新聞 2015/01/25 

2014:12. / 294p 
978-4-16-660995-6 
820 円〔本体〕+税 

*9784166609956*

 

路上観察学入門(ちくま文庫)  
赤瀬川原平 著 
筑摩書房 
毎日新聞 2015/01/18 

1993:12. / ３８０ｐ 
978-4-480-02818-1 
780 円〔本体〕+税 

*9784480028181*
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瞽女キクイとハル～強く生きた盲女性たち～(みやざき文庫 109) 
川野 楠己 著 
鉱脈社 
毎日新聞 2015/01/18 

2014:10. / 325p 
978-4-86061-555-0 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784860615550*

 

内山節著作集<2> 山里の釣りから 
内山 節 著 
農山漁村文化協会 
「流れの思想」から川をとらえなおす 
毎日新聞 2015/01/18 

2014:09. / 330p 
978-4-540-14126-3 
2,900 円〔本体〕+税 

*9784540141263*

 

内山節著作集<8> 戦後思想の旅から 
内山 節 著 
農山漁村文化協会 
戦後の時代精神に人間の空白を読みとる 
毎日新聞 2015/01/18 

2014:11. / 270p 
978-4-540-14132-4 
2,700 円〔本体〕+税 

*9784540141324*

 

描かれた倭寇～「倭寇図巻」と「抗倭図巻」～ 
東京大学史料纂所 編 
吉川弘文館 
日中両国に残る二つの倭寇図巻の謎を追う 
毎日新聞 2015/01/18 

2014:10. / 111p 
978-4-642-08253-2 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784642082532*

 

オウリィと呼ばれたころ～終戦をはさんだ自伝物語～ 
佐藤 さとる 著 
理論社 
コロボックルの物語を書く決意をする青春期 
毎日新聞 2015/01/18 

2014:10. / 249p 
978-4-652-20050-6 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784652200506*

 

ドファララ門 
山下 洋輔 著 
晶文社 
古希を迎えたジャズピアニストが、自らの音楽的ルーツを求めて、明治・大正・昭和・

平成と、時空間を駆け巡る。抱腹絶倒自叙伝。 
毎日新聞 2015/01/18 

2014:12. / 381p 
978-4-7949-6864-7 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784794968647*

 

中国社会の基層変化と日中関係の変容 
愛知大学国際中国学研究センター 編 
日本評論社 
激しく変容する日中関係を解き明かすカギはどこにあるのか。これからの日中関係

を良好にし、前進するための方法論の構築を目指す。 
毎日新聞 2015/01/18 

2014:07. / 8p,262p 
978-4-535-58667-3 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784535586673*
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このミステリーがすごい!～2014 年のミステリー&エンターテインメントベスト 20～

<2015 年版> 
『このミステリーがすごい!』集部 編 
宝島社 
2014 年の国内＆海外のミステリー小説ランキングに加え、過去のすべての短編を

対象にした、「オールタイム・ベスト国内短編ミステリー」ランキングを発表。 
毎日新聞 2015/01/18 

2014:12. / 207p 
978-4-8002-3490-2 
520 円〔本体〕+税 

*9784800234902*

 

東アジア海域に漕ぎだす<6> 海がはぐくむ日本文化 
静永 健 編 
東京大学出版会 
海によって結ばれた、近代以前の東アジアの往来の歴史を俯瞰的に叙述。6 は、

「寧波-博多」の航路を起点に、海を越えた交流によって形づくられていった日本の

さまざまな伝統文化について考える。 
毎日新聞 2015/01/18 

2014:04. / 4p,255p,2p 
978-4-13-025146-4 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784130251464*

 

東アジア海域に漕ぎだす<2> 文化都市 寧波 
早坂 俊廣 編 
東京大学出版会 
海によって結ばれた、近代以前の東アジアの往来の歴史を俯瞰的に叙述。2 は、

東アジア有数の情報発信地だった港町・寧波(ニンポー)の文化的特質を、そこで作

成・保存された多種多様な「記録」から浮き彫りにする。 
毎日新聞 2015/01/18 

2013:02. / 4p,282p,1p 
978-4-13-025142-6 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784130251426*

 

語り継ぎたい。命の尊さ～阪神淡路大震災ノート～ 新版 
住田 功一 著 
学びリンク 
6400 人以上が亡くなった阪神淡路大震災。災害の概要や被害が広がった経過、

災害現場での出来事、異常を感知し危機を回避する為に必要なこと等を、NHK ア

ナウンサーである著者が当時の取材ノートから紹介する。 
毎日新聞 2015/01/18 

2011:04. / 119p 
978-4-902776-57-7 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784902776577*

 

心のケア～阪神・淡路大震災から東北へ～(講談社現代新書 2121） 
加藤 寛/ 相 葉月 著 
講談社 
心のケアの実際の活動と、そこで大切なこととは-。16 年間、神戸で傷ついた心の回

復に尽くしてきた精神科医・加藤寛が、阪神・淡路大震災以来の経験をふまえ、ノン

フィクションライター・ 相葉月にわかりやすく語る。 
毎日新聞 2015/01/18 

2011:09. / 229p 
978-4-06-288121-0 
760 円〔本体〕+税 

*9784062881210*

 

東アジア海域に漕ぎだす<1> 海から見た歴史 
羽田 正 編 
東京大学出版会 
海によって結ばれた、近代以前の東アジアの往来の歴史を俯瞰的に叙述。1 は、

1250 年-1350 年、1500 年-1600 年、1700 年-1800 年の 3 つの「100 年間」を選び、

各時代の特徴や多様性を描き出す。 
毎日新聞 2015/01/18 

2013:01. / 3p,289p,2p 
978-4-13-025141-9 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784130251419*
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東アジア海域に漕ぎだす<3> くらしがつなぐ寧波と日本 
高津 孝 編 
東京大学出版会 
海によって結ばれた、近代以前の東アジアの往来の歴史を俯瞰的に叙述。3 は、

港町・寧波(ニンポー)を中心とした長江下流域から日本へとつながる地域の環境、

生活、信仰、文化を、フィールド調査をもとに明らかにする。 
毎日新聞 2015/01/18 

2013:05. / 4p,252p,1p 
978-4-13-025143-3 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784130251433*

 

東アジア海域に漕ぎだす<5> 訓読から見なおす東アジア 
中村 春作 編 
東京大学出版会 
海によって結ばれた、近代以前の東アジアの往来の歴史を俯瞰的に叙述。5 は、よ

り広い視野で「訓読」を捉えなおし、漢字・漢文の習得を通してそれぞれに文化を構

築してきた「東アジア漢文世界」の多様な展開を読みとく。 
毎日新聞 2015/01/18 

2014:07. / 5p,317p,1p 
978-4-13-025145-7 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784130251457*

 

租税抵抗の財政学～信頼と合意に基づく社会へ～(シリーズ現代経済の展望) 
佐藤 滋/ 古市 将人 著 
岩波書店 
なぜ日本ではこんなにも痛税感が強いのか? 歴史分析や国際比較を踏まえつつ、

「財政危機」の名の下でリスクが私化され、生活困窮が放置される日本財政のあり方

を批判的に検証。普遍主義的な財政制度を築くことを訴える。 
毎日新聞 2015/01/18 

2014:10. / 11p,218p 
978-4-00-028736-4 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784000287364*

 

パリ行ったことないの(madame FIGARO BOOKS) 
山内 マリコ 著 
ＣＣＣメディアハウス 
長い間、『フィガロジャポン』を定期購読しているというのに、パリに行ったことがな

い。わたし、パリにすら行かずに、死んでもいいと思ってたの? 連作短編小説集。

『フィガロジャポン』連載に書き下ろしを加えて書籍化。 
毎日新聞 2015/01/18 

2014:12. / 196p 
978-4-484-14232-6 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784484142326*

 

東アジア海域に漕ぎだす<4> 東アジアのなかの五山文化 
島尾 新 編 
東京大学出版会 
海によって結ばれた、近代以前の東アジアの往来の歴史を俯瞰的に叙述。4 は、

禅宗寺院のなかでも幕府(将軍)が特に保護した寺院である「五山」と、そこに花ひら

いた「五山文化」を総合的に描き、日本文化の重要性を見なおす。 
毎日新聞 2015/01/18 

2014:01. / 5p,290p,1p 
978-4-13-025144-0 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784130251440*

 

九年前の祈り 
小野 正嗣 著 
講談社 
35 歳になるシングルマザーのさなえは、幼い息子をつれて、海辺の小さな集落に

戻ってきた。息子を持て余しながら、さなえが懐かしく思い出したのは、9 年前の「み

っちゃん姉」の言葉だった…。表題作など全 4 作を収録する。 
毎日新聞 2015/01/18、朝日新聞 2015/01/25 

2014:12. / 221p 
978-4-06-219292-7 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784062192927*
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ザ・サークル 
デイヴ・エガーズ/ 吉田 恭子 著 
早川書房 
インターネット・カンパニー「サークル」に転職したメイ。サークルで推奨されるソーシ

ャルメディアでの活発な交流は、次第にメイの重荷になっていき…。人間とインター

ネットの未来を予見したソーシャルメディア小説。 
毎日新聞 2015/01/18、読売新聞 2015/01/25 

2014:12. / 526p 
978-4-15-209511-4 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784152095114*

 

一遍聖絵(岩波文庫)  
聖戒/ 大橋 俊雄 著 
岩波書店 
「踊り念仏」一遍上人の絵入りの伝記 
毎日新聞 2015/01/25 

2000:07. / １６４ｐ 
978-4-00-333212-2 
540 円〔本体〕+税 

*9784003332122*

 

赤ちゃんにきびしい国で、赤ちゃんが増えるはずがない。 
境 治 著 
三輪舎 
ハフィントン・ポスト日本版で 17 万いいね！を記録した同名の記事が待望の書籍

化！ 
毎日新聞 2015/01/25 

2014:12. / 287p 
978-4-9908116-0-0 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784990811600*

 

ドナルド・キーンわたしの日本語修行 
ドナルド・キーン/ 河路 由佳 著 
白水社 
日本文学の泰斗はいかに日本語を学び、生涯の仕事とするに至ったのか。思い出

の詰まった教科書を前に、自身の原点を語る。 
毎日新聞 2015/01/25 

2014:09. / 265p 
978-4-560-08677-3 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784560086773*

 

村上春樹を読む午後 
湯川 豊/ 小山 鉄郎 著 
文藝春秋 
鋭敏な批評家と、日本記者クラブ賞を受賞した記者。村上春樹文学について日本

で も造詣が深い 2 人が、対話によって村上文学の中心へとあざやかに切り込む。

15 のコラムと書誌的年譜も収録。 
毎日新聞 2015/01/25 

2014:11. / 277p 
978-4-16-390080-3 
1,650 円〔本体〕+税 

*9784163900803*

 

コロボーク～ロシアの民話～ 
ＪＲＣ 
おばあさんが作ったまんまるまるぱん・コロボークは、窓のへりから転がって、家の外

へと逃げ出した。ころころ転がって道へ出たコロボークは、そこでばったりうさぎと出

会い…。ロシアの有名な民話。 
毎日新聞 2015/01/25 

2014:12. / 46p 
978-4-86538-026-2 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784865380262*

 

原発と大津波 警告を葬った人々(岩波新書 新赤版 1515) 
添田 孝史 著 
岩波書店 
原子力産業で地震学の 新の科学的知見は、なぜ活かされなかったのか。その後

のプレートテクトニクス理論導入期において、どのような議論で「補強せず」の方針

が採られたのか、綿密な調査によって明らかにする。 
毎日新聞 2015/01/25 

2014:11. / 15p,204p 
978-4-00-431515-5 
740 円〔本体〕+税 

*9784004315155*
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幻滅～外国人社会学者が見た戦後日本 70 年～ 
ロナルド・ドーア 著 
藤原書店 
依然としてどこよりも暮らしやすいが、右傾化した現在の政治・政策には違和感しか

ない-。戦後間もなく来日したイギリスの社会学者が、自身の「日本」という存在・国・

イメージに対する感情の移り変わりを綴る。 
毎日新聞 2015/01/25 

2014:11. / 266p 
978-4-86578-000-0 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784865780000*

 

森女と一休 
町田 宗鳳 著 
講談社 
帝の子に生まれながら幼くして出家。三十三で大悟の後も心中に得体の知れぬ悲

哀を抱え、あえて逆行三昧に耽る…。晩年、盲目の女琵琶師と邂逅し、安心立命の

境地を見出した一休を描く、気鋭の宗教学者による評伝小説。 
毎日新聞 2015/01/25 

2014:11. / 269p 
978-4-06-219249-1 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784062192491*

 

ある北大生の受難～国家秘密法の爪痕～ 
上田 誠吉 著 
共栄書房 
日米開戦の 1941 年 12 月 8 日の朝、一人の北海道大学の学生が突然、軍機保護

法違反で逮捕された。若い生命を翻弄し絶望へといざなったものの正体は…。北大

生・宮沢弘幸「スパイ冤罪事件」の真相と宮沢の生涯を描く。 
毎日新聞 2015/01/25 

2013:04. / 228p 
978-4-7634-0658-3 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784763406583*

 

国家と秘密～隠される公文書～(集英社新書 0759A)  
久保 亨/ 瀬畑 源 著 
集英社 
情報を隠して責任を曖昧にする国家の「無責任の体系」を可能にするものは何か。

その原因が情報公開と公文書の管理体制の不備にあることを平易に説明し、2013
年末に可決された特定秘密保護法の問題点と今後を展望する。 
毎日新聞 2015/01/25 

2014:10. / 206p 
978-4-08-720759-0 
720 円〔本体〕+税 

*9784087207590*

 

日本政治とメディア～テレビの登場からネット時代まで～(中公新書 2283) 
逢坂 巌 著 
中央公論新社 
1953 年のテレビ放送開始は、政治家とメディアの関係を大きく変えた。佐藤栄作政

権で相次いだ放送介入から、橋下徹のツイッター活用術まで、戦後政治史をたど

り、政治家と国民とのコミュニケーションのあり方を問い直す。 
毎日新聞 2015/01/25 

2014:09. / 3p,376p 
978-4-12-102283-7 
920 円〔本体〕+税 

*9784121022837*

 

キリスト教とローマ帝国～小さなメシア運動が帝国に広がった理由～ 
ロドニー・スターク/ 穐田 信子 著 
新教出版社 
辺境で生じた新興宗教、キリスト教が、短期間に多くの信徒を獲得し、ローマ帝国を

席巻できたのはなぜか。アメリカの代表的な宗教社会学者が、カルトや新興宗教の

消長を分析する有効な手法を応用して、古代史 大の謎に迫る。 
毎日新聞 2015/01/25 

2014:09. / 306p 
978-4-400-22723-6 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784400227236*
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ボケてたまるか!～62 歳記者認知症早期治療実体験ルポ～ 
山本 朋史 著 
朝日新聞出版 
俳優の名前が出てこない、予定をダブルブッキングした…。脳の異常を感じて、「も

の忘れ外来」に飛び込んだ 62 歳の記者による、認知症早期治療 300 日間の記

録。認知機能検査も掲載。『週刊朝日』連載を加筆修正し単行本化。 
毎日新聞 2015/01/25 

2014:12. / 247p 
978-4-02-331355-2 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784023313552*

 

秘密保護法何が問題か～検証と批判～ 
西谷 修 著, 田島 泰彦 編 
岩波書店 
市民社会を浸蝕する、特定秘密保護法の根本的な欠陥とは何だろうか。多岐にわ

たる分野の第一線の研究者や実務家からの寄稿に加えて、特定秘密保護法の全

貌がわかる逐条解説、資料「ツワネ原則」を収録する。 
毎日新聞 2015/01/25 

2014:03. / 8p,363p 
978-4-00-024519-7 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784000245197*

 

捏造の科学者～STAP 細胞事件～ 
須田 桃子 著 
文藝春秋 
誰が、何を、いつ、なぜ、どのように捏造したのか? 笹井芳樹 CDB 副センター長を

はじめ、事件の当事者に深く入ってスクープを連発した毎日新聞記者が、STAP 細

胞事件について書き下ろす。 
毎日新聞 2015/01/25、毎日新聞 2015/01/25 

2015:01. / 383p 
978-4-16-390191-6 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784163901916*
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