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至高の靴職人～関信義-手業とその継承に人生を捧げた男がいた～ 
竹川 圭 著 
小学館 
日本 高峰の靴職人の半生を追う 
産経新聞 2015/03/01 

2014:12. / 190p 
978-4-09-388391-7 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784093883917*

 

龍安寺石庭～謎深き庭～ 
細野 透 著 
淡交社 
謎深き庭、龍安寺石庭。数々の推理で石庭に込められた暗号に迫ります。 
産経新聞 2015/03/01 

2015:01. / 279p 
978-4-473-03987-3 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784473039873*

 

悪足?きの跡始末～厄介弥三郎～ 
佐藤 雅美 著 
講談社 
江戸時代、兄もしくは甥の世話になっている者を厄介と呼んだ。旗本都築孝蔵厄

介、弥三郎の自由を求めた壮絶なる人生の記。新作長編 
産経新聞 2015/03/01 

2015:01. / 260p 
978-4-06-219339-9 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784062193399*

 

動物の見ている世界～仕掛絵本図鑑～ 
ギヨーム・デュプラ/ 渡辺 滋人 著 
創元社 
猫はひどい近眼、馬と牛は真正面がよく見えない…。動物や昆虫の目に世界はど

のようにうつっているのかが、めくりを開くと一目で分かる、大判視覚絵本。見返しに

も解説あり。 
産経新聞 2015/03/01 

2014:11. / 1 冊(ページ

付なし) 
978-4-422-76061-2 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784422760612*

 

働く人を守る～「連合」25 年の実像と役割～ 
久谷 與四郎 著 
日本リーダーズ協会 
日本 大の労働組合組織「連合」の全てがわかる一冊。結成の経緯をはじめ、これ

まで成し遂げてきたこと、組織の現状とその運営、政策制度要求の取組みの実際な

どを紹介する。 
産経新聞 2015/03/01 

2015:01. / 248p 
978-4-89017-010-4 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784890170104*

 

目覚めよ!日本～連合国戦勝史観の呪縛からの脱却～ 
ヘンリー・S.ストークス/ 植田 剛彦 著, ヘンリー・S.ストークス/ 植田 剛彦/ 藤田 

裕行 編 
日新報道 
全世界に害毒を流した「朝日新聞」の“反日キャンペーン”、南京大虐殺のウソ、三

島由紀夫とは何だったのか…。東西の歴史文化に暁通する論客 2 人が、日本の再

生を鋭い舌鋒で訴える。 
産経新聞 2015/03/01 

2015:01. / 221p 
978-4-8174-0782-5 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784817407825*
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ピアニストはおもしろい 
仲道 郁代 著 
春秋社 
この世でいちばん素敵なもの、それはピアノの音! ピアニストになるまでの凸凹道、

子育てとピアノとの“1 日 3 日間”生活、音楽探しの日々…。ピアニストの舞台裏を仲

道郁代が大公開する。 
産経新聞 2015/03/01 

2015:02. / 2p,319p 
978-4-393-93587-3 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784393935873*

 

三浦雄一郎の肉体と心～80 歳でエベレストに登る 7 つの秘密～(講談社+α 新書 
673-1B) 
大城 和恵 著 
講談社 
80 歳でエベレスト登頂という大きな夢を実現させた三浦雄一郎。エベレストに同行

した山岳医の著者が、病気・挑戦・人生・家族・食・セックス・老いというキーワードか

ら、三浦雄一郎の 80 歳のチャレンジをたどる。 
産経新聞 2015/03/01 

2014:10. / 206p 
978-4-06-272871-3 
840 円〔本体〕+税 

*9784062728713*

 

精鋭 
今野 敏 著 
朝日新聞出版 
新人警察官の柿田亮は上司の勧めでエリート集団「SAT」を志望する。厳しく温かく

見守る上司、反発しあいながらも切磋琢磨して熱い友情を育む同僚…。成長物語

でもある警察小説。『朝日新聞』連載に加筆修正し書籍化。 
産経新聞 2015/03/01 

2015:02. / 315p 
978-4-02-251257-4 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784022512574*

 

民俗学・台湾・国際連盟～柳田國男と新渡戸稲造～(講談社選書メチエ 591) 
佐谷 眞木人 著 
講談社 
新渡戸稲造と柳田國男。二人の出会いが日本民俗学を生み出した！ 台湾とジュ

ネーブでの経験を追い、「治者」と「常民」を架橋する。 
産経新聞 2015/03/01、毎日新聞 2015/03/08、日本経済新聞 2015/03/22 

2015:01. / 222p 
978-4-06-258594-1 
1,550 円〔本体〕+税 

*9784062585941*

 

波に乗る 
はらだ みずき 著 
小学館 
父が還った海で、僕は生き返る 
産経新聞 2015/03/08 

2015:01. / 286p 
978-4-09-386401-5 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784093864015*

 

紅蓮の街 
フィスク・ブレット 著 
現代思潮新社 
東京大空襲の火炎地獄を生き延びた親子と、無差別爆撃の惨状に思い悩むアメリ

カ人青年とが織り成す物語。アメリカ人が日本語で書き下ろした戦争歴史小説第 2
弾。 
産経新聞 2015/03/08 

2015:01. / 191p 
978-4-329-00492-5 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784329004925*
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探検家の日々本本 
角幡 唯介 著 
幻冬舎 
ノンフィクション作家で探検家の著者が、これまでの人生や探検と、読書との相互作

用を述べる。『星星峡』『幻冬舎 Plus』連載の「日々本本」と、ブログに掲載した読書

日記を収録。 
産経新聞 2015/03/08 

2015:02. / 289p 
978-4-344-02723-7 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784344027237*

 

円高・デフレが日本を救う(ディスカヴァー携書 139) 
小幡 績 著 
ディスカヴァー・トゥエンティワン 
「超金融緩和」による株高、円安、国債市場の混乱、景気刺激の先食いによるコスト

とリスクの先送り…。アベノミクスという経済政策の誤りを丁寧に論じ、アベノミクスに

代わる「他の選択肢」を明示する。 
産経新聞 2015/03/08 

2015:01. / 255p 
978-4-7993-1635-1 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784799316351*

 

碓氷峠を越えたアプト式鉄道～66.7 パーミルへの挑戦～(交通新聞社新書 076)  
清水 昇 著 
交通新聞社 
万葉の時代から東西の人々の交通の要衝だった「碓氷峠」。 大勾配 66.7 パーミ

ルの碓氷峠を鉄道で越えるために導入されたのが「アプト式」だった-。建設から廃

止まで、碓氷線 104 年間の歴史を綴る。 
産経新聞 2015/03/08 

2015:02. / 230p 
978-4-330-53815-0 
800 円〔本体〕+税 

*9784330538150*

 

スラップ(オーストラリア現代文学傑作選) 
クリストス・チョルカス/ 湊 圭史 著 
現代企画室 
友人同士のバーベキュー・パーティーで、傍若無人にふるまう他人の子どもについ

手が出てしまう。そんな些細な「事件」をきっかけに、関係者それぞれのふだんは奥

底に秘めている他者への偏見や怒りなどが噴出し…。 
産経新聞 2015/03/08 

2015:01. / 525p 
978-4-7738-1426-2 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784773814262*

 

廃墟に咲く花 
パトリック・モディアノ/ 根岸 純 著 
キノブックス 
11 月のある晩、ぼくはラベ・ド・レペ通りにいた。ふとよみがえる、ある事件の記憶。

若い夫婦の心中と謎めいた 2 組の男女。パリの街をさまよいながら、いつしか「ぼく」

は事件の足跡をたどっていた…。著者渾身の自伝的小説。 
産経新聞 2015/03/08 

2015:01. / 173p 
978-4-908059-08-7 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784908059087*

 

安さんのカツオ漁 
川島 秀一 著 
冨山房インターナショナル 
気仙沼出身の民俗学者が、一人の船頭の半生から見たカツオ一本釣り漁。土佐―
三陸、震災からの復興を願う強い絆。 
産経新聞 2015/03/08、読売新聞 2015/03/29 

2015:01. / 301p 
978-4-905194-85-9 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784905194859*
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寂しさの力(新潮新書 611) 
中森 明夫 著 
新潮社 
ディズニー、ジョブズ、坂本龍馬、山口百恵、酒井法子、中島みゆき…彼らはいか

にして精神的「飢え」を生きる力に変えたのか。著者自身の喪失体験もさらけ出し

て、人間の も強い力を示す。 
産経新聞 2015/03/14、朝日新聞 2015/03/29 

2015:03. / 188p 
978-4-10-610611-8 
700 円〔本体〕+税 

*9784106106118*

 

原爆を盗め!～史上最も恐ろしい爆弾はこうしてつくられた～ 
スティーヴ・シャンキン/ 梶山 あゆみ 著 
紀伊國屋書店出版部 
米英ソ独の原爆開発競争を、科学者とスパイたちを主人公にして、スリリングな筆致

で綴った歴史ノンフィクション 
産経新聞 2015/03/15 

2015:02. / 350p 
978-4-314-01127-3 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784314011273*

 

愛と人生 
滝口 悠生 著 
講談社 
「男はつらいよ」シリーズの子役だった「私」は寅次郎と一緒に母を探す旅に……山

田洋次監督も共感した独創的で斬新な“寅さん小説” 
産経新聞 2015/03/15 

2015:01. / 238p 
978-4-06-219335-1 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784062193351*

 

さわって学べる算数図鑑 
朝倉 仁/ 山田 美愛 著 
学研教育出版 
足し算、掛け算、分数から、図形や立体まで、算数にまつわる様々なことを、動か

す・開ける・組み立てるなどいろいろなしかけを通して体感できる図鑑。 
産経新聞 2015/03/15 

2015:02. / 17p 
978-4-05-204056-6 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784052040566*

 

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。 
産経新聞 2015/03/15 

2014:11. / 174p 
978-4-00-024045-1 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784000240451*

 

1981 年のスワンソング 
五十嵐 貴久 著 
幻冬舎 
1981 年にタイムスリップしてしまった俊介は、レコード会社の女性ディレクターに頼

まれ、未来のヒット曲を提供する。リリースされた「世界に一つだけの花」は大ヒットし

…。『ポンツーン』連載を加筆修正し書籍化。 
産経新聞 2015/03/15 

2015:03. / 355p 
978-4-344-02735-0 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784344027350*
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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。 
産経新聞 2015/03/15 

2014:11. / 197p 
978-4-10-336711-6 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784103367116*

 

レッド・ライジング～火星の簒奪者～(ハヤカワ文庫 SF 1994) 
ピアース・ブラウン/ 内田 昌之 著 
早川書房 
火星をテラフォームしていると信じ、地下で過酷な労働に従事する 下カースト・レ

ッドの人々。だが火星はすでに居住可能になっていた! 真実を知ったレッドの少年

ダロウは復讐のため、支配階級のエリート養成校に潜入する。 
産経新聞 2015/03/15 

2015:02. / 623p 
978-4-15-011994-2 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784150119942*

 

蒙古襲来 
服部 英雄 著 
山川出版社 
「蒙古襲来絵詞」を読み直し再検証する 
産経新聞 2015/03/15、朝日新聞 2015/03/22 

2014:11. / 516p 図版
16p 
978-4-634-15061-4 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784634150614*

 

朝鮮開国と日清戦争～アメリカはなぜ日本を支持し、朝鮮を見限ったか～ 
渡辺 惣樹 著 
草思社 
日本とアメリカは独立国家と認めた。日本はそのために戦った。それでも朝鮮は自

らを改革できなかった-。近代東アジア関係の原点となった日清戦争期を、米国アジ

ア外交の視点を加えた新たなパラダイムで読み解く。 
産経新聞 2015/03/21 

2014:12. / 399p 
978-4-7942-2098-1 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784794220981*

 

近代京都における小学校建築～1869?1941～ 
川島 智生 著 
ミネルヴァ書房 
日本の小学校建築の原点を探る 
産経新聞 2015/03/22 

2015:03. / 7p,350p,20p
978-4-623-07029-9 
7,000 円〔本体〕+税 

*9784623070299*

 

おまめごとの島 
中澤 日菜子 著 
講談社 
3 人の男女と 1 人の少女の物語。『お父さんと伊藤さん』で鮮烈なデビューを飾った

中澤日菜子が小豆島を舞台に家族の絆と恋愛を描く。 
産経新聞 2015/03/22 

2015:02. / 277p 
978-4-06-219359-7 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784062193597*

 

乳房の文化論 
乳房文化研究会 編 
淡交社 
乳房文化研究会で発表された論考から、人文科学の分野における 12 の秀作をま

とめた論文集。あらゆるアプローチから乳房に迫ります。 
産経新聞 2015/03/22 

2014:11. / 326p 
978-4-473-03980-4 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784473039804*
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冷蔵庫を抱きしめて 
荻原 浩 著 
新潮社 
心に鍵をかけて昔の自分や悪い癖を封じれば、幸せになれる? いや、それではダメ

-。現代人のライトだけど軽くはない心の病気に、シニカルに真剣に迫る短編集。『小

説新潮』掲載を書籍化。 
産経新聞 2015/03/22 

2015:01. / 282p 
978-4-10-468906-4 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784104689064*

 

人間の生き方、ものの考え方～学生たちへの特別講義～ 
福田 恆存 著, 福田 恆存/ 国民文化研究会 編 
文藝春秋 
悪、現実、歴史、西洋と日本…。現代日本人にとっての根本テーマをどう考えるか? 
戦後 強の思想家・福田恆存が学生相手に正確な言葉遣いで、その真髄を平易

に語り尽くした 4 篇の未発表講義を収録する。 
産経新聞 2015/03/22 

2015:02. / 206p 
978-4-16-394209-4 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784163942094*

 

おばあちゃんがおばあちゃんになった日(絵本・こどものひろば) 
長野 ヒデ子 著 
童心社 
赤ちゃんが生まれたので、あこちゃんのお母さんは大忙し。お姉さんになったあこち

ゃんのお迎えには、おばあちゃんが来てくれます。あこちゃんは、おばあちゃんがい

つからおばあちゃんになったのか気になって…。 
産経新聞 2015/03/22 

2015:02. / [32p] 
978-4-494-02563-3 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784494025633*

 

「平和のプロ」日本は「戦争のプロ」ベトナムに学べ 
大武 健一郎 著 
毎日新聞社 
紀元前から現代まで超大国と戦った歴史を持つベトナムは、「戦争のプロ」だ。有事

における対中外交の知恵、日本との交流史から、「ASEAN の窓口」としてのビジネ

スの可能性までを、随一のベトナム通が伝える。 
産経新聞 2015/03/22 

2015:02. / 183p 
978-4-620-32288-9 
1,250 円〔本体〕+税 

*9784620322889*

 

禁忌 
フェルディナント・フォン・シーラッハ/ 酒寄 進一 著 
東京創元社 
誘拐殺人容疑で逮捕された、共感覚を持つ写真家の青年。彼は無罪か有罪か? 
刑事事件専門の弁護士として活躍する著者が、芸術と人間の本質、そして法律の

陥穽を暴きだし、ヨーロッパ読書界に衝撃をもたらした傑作長篇。 
産経新聞 2015/03/22 

2015:01. / 238p 
978-4-488-01040-9 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784488010409*

 

英国の幽霊伝説～ナショナル・トラストの建物と怪奇現象～ 
シャーン・エヴァンズ/ 村上 リコ/ 田口 未和 著 
原書房 
悲劇の王妃アン・ブーリンがさまよう場所、T・E・ロレンスの家、「バスカヴィル家の

犬」のもとになった伝説など、イングランド、ウェールズ、北アイルランドをめぐる不可

思議な幽霊譚を、幻想的な写真とともに紹介する。 
産経新聞 2015/03/22 

2015:01. / 285p 
978-4-562-05125-0 
3,500 円〔本体〕+税 

*9784562051250*
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インド第三の大国へ～<戦略的自律>外交の追求～ 
堀本 武功 著 
岩波書店 
インドの外交は何を目的とし、どこに向かおうとしているのか。独立以来の外交を解

説しつつ、対米関係の改善、中国との新たな対立点など、その現在と近未来を明ら

かにする。あわせて日印関係にも課題を提起する。 
産経新聞 2015/03/22、日本経済新聞 2015/03/22 

2015:02. / 9p,192p 
978-4-00-061014-8 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784000610148*

 

イスラム国の正体(朝日新書 496) 
国枝 昌樹 著 
朝日新聞出版 
世界中の若者を引きつける武装組織「イスラム国」の現状・未来とは? 首切り動画や

奴隷売買など、謎に包まれた組織を、元シリア大使として現地にネットワークを持つ

著者が解説する。 
産経新聞 2015/03/28 

2015:01. / 223p 
978-4-02-273596-6 
760 円〔本体〕+税 

*9784022735966*

 

奈良美智:SELF-SELECTED WORKS-WORKS ON PAPER 
奈良 美智 著 
青幻舎 
2014 年に作家活動 30 周年を迎えた日本を代表する美術家・奈良美智。新作や未

発表を含む選りすぐりのドローイング作品 100 点余を自らセレクト。ペインティング作

品を集めた「PAINTINGS」も同時刊行。 
産経新聞 2015/03/28 

2015:03. / 158p 
978-4-86152-489-9 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784861524899*

 

奈良美智:SELF-SELECTED WORKS-PAINTINGS 
奈良 美智 著 
青幻舎 
2014 年に作家活動 30 周年を迎えた日本を代表する美術家・奈良美智。新作や未

発表を含む選りすぐりのペインティング作品 100 点余を自らセレクト。ドローイング作

品を集めた「WORKS ON PAPER」も同時刊行。 
産経新聞 2015/03/28 

2015:03. / 157p 
978-4-86152-490-5 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784861524905*

 

火花 
又吉 直樹 著 
文藝春秋 
奇想の天才である一方で人間味溢れる神谷、彼を師と慕う後輩徳永。芸人の 2 人

が運命のように出会ってから劇は始まった-。笑いとは何か、人間が生きるとは何な

のか。『文學界』掲載を書籍化。 
産経新聞 2015/03/29 

2015:03. / 148p 
978-4-16-390230-2 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784163902302*

 

戦国武将の明暗(新潮新書 609) 
本郷 和人 著 
新潮社 
日本史上、 も過酷な戦国時代に、武将たちは何を考え、どう行動したのか? 通説

から 新の学説まで紹介しながら、「関ケ原の戦い」を中心に、生き残りをかけた戦

国武将たちの明暗を解き明かす。 
産経新聞 2015/03/29 

2015:03. / 227p 
978-4-10-610609-5 
760 円〔本体〕+税 

*9784106106095*
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the SIX 
井上 夢人 著 
集英社 
明日の出来事が見える。他人の心の声が聞こえる。虫を呼び寄せる…。どうして僕

らには、他の人にない能力があるのだろう? 不思議な能力を持った子どもたち 6 人

を描く。『小説すばる』掲載を単行本化。 
産経新聞 2015/03/29 

2015:03. / 301p 
978-4-08-771602-3 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784087716023*

 

ご飯が食べられなくなったらどうしますか?～永源寺の地域まるごとケア～ 
花戸 貴司/ 國森 康弘 著 
農山漁村文化協会 
永源寺地域で亡くなる人の半数以上が、病院で入院することなく自宅で息をひきと

っている。超高齢化社会を迎える日本で、安心して生活するためのヒントを、永源寺

地域の人びとの暮らしぶりを通して伝える。 
産経新聞 2015/03/29 

2015:03. / 215p 
978-4-540-14249-9 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784540142499*

 

あたし、アンバー・ブラウン!(文研ブックランド) 
ポーラ・ダンジガー/ 若林 千鶴/ むかい ながまさ 著 
文研出版 
アンバーの親友、ジャスティンが引っ越すことになった。でも、ジャスティンは大事な

ことを何も話してくれず、2 人で作ったチューインガム・ボールも捨てると言う。アンバ

ーは苛立ち、口をきかなくなってしまい…。 
産経新聞 2015/03/29 

2015:02. / 119p 
978-4-580-82244-3 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784580822443*

 

「正義」の?～戦後日本の真実はなぜ歪められたか～(産経セレクト S-004) 
櫻井 よしこ/ 花田 紀凱 著 
産経新聞出版 
慰安婦問題だけではないメディアの病、「けちな正義」の暴走…。インターネット動

画番組サイト『言論テレビ』の番組を舞台に、櫻井よしこと花田紀凱がゲストを迎えて

展開した討論を再構成、大幅加筆して収録する。 
産経新聞 2015/03/29 

2015:03. / 265p 
978-4-8191-1259-8 
880 円〔本体〕+税 

*9784819112598*

 

現代日本写真アーカイブ～震災以後の写真表現 2011-2013～ 
飯沢 耕太郎 著 
青弓社 
未曾有の被害をもたらした東日本大震災を、写真はどう引き受け、いま何ができる

のか。美術館から仮設の会場まで、実際に鑑賞した著者による 3 年間の「震災後の

写真」の記録。展覧会や写真集の情報と内容紹介、批評を収録。 
産経新聞 2015/03/29 

2015:03. / 496p 
978-4-7872-7371-0 
5,000 円〔本体〕+税 

*9784787273710*

 

なぜ仏像はハスの花の上に座っているのか～仏像と植物の切っても切れない 66
の関係～(幻冬舎新書 い-24-1) 
稲垣 栄洋 著 
幻冬舎 
仏教では様々な教義が植物に喩えて説かれ、寺や墓のまわりも仏教が尊ぶ植物で

溢れている。植物学者が、仏教が理想とした植物の生きる知恵を楽しく解説する。

植物と仏教の新たな魅力がわかる一冊。『ナーム』連載を加筆訂正。 
産経新聞 2015/03/29 

2015:03. / 230p 
978-4-344-98373-1 
800 円〔本体〕+税 

*9784344983731*
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EPITAPH 東京 
恩田 陸 著 
朝日新聞出版 
東日本大震災を経て、東京五輪へ。少しずつ変貌していく「東京」を舞台にした戯

曲「エピタフ東京」を書きあぐねている“筆者”は、ある日、自らを吸血鬼だと名乗る謎

の人物と出会い…。『一冊の本』連載を加筆修正し単行本化。 
産経新聞 2015/03/29 

2015:03. / 318p 
978-4-02-251267-3 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784022512673*

 

オートメーション・バカ～先端技術がわたしたちにしていること～ 
ニコラス・G.カー/ 篠儀 直子 著 
青土社 
運転手なしで車が走り、自分の必要としているものや道徳的な判断さえもすべて機

械が教えてくれる世界。それは一体どんな世界なのか-。「ネット・バカ」の著者が、

すべてが自動化する世界のおそるべき真実を鮮やかに暴き出す。 
中日新聞・東京新聞 2015/03/22、朝日新聞 2015/03/29 

2014:12. / 332p,4p 
978-4-7917-6844-8 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784791768448*

 

指の骨 
高橋 弘希 著 
新潮社 
太平洋戦争中、激戦地となった南洋の島で、野戦病院に収容された若き兵士は何

を見たのか-。戦争を知らない世代が圧倒的リアリティで描く、新世紀戦争文学。『新

潮』掲載を書籍化。 
中日新聞・東京新聞 2015/03/22、読売新聞 2015/03/29 

2015:01. / 122p 
978-4-10-337071-0 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784103370710*

 

ドクター・ハック～日本の運命を二度にぎった男～ 
中田 整一 著 
平凡社 
終戦工作に奔走したドイツ人。ドクター・ハックの生涯 
中日新聞・東京新聞 2015/03/22、日本経済新聞 2015/03/22 

2015:01. / 341p 
978-4-582-83680-6 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784582836806*

 

人口急減と自治体消滅～全論点～ 
時事通信社 編 
時事通信出版局 
2040 年「ふるさと生き残り」の条件とは? 自治体トップ 24 人、有識者 36 人が、人口

急減社会を論じ、人口急減克服への提言を行う。76 の実践例と資料、座談会も収

録。 
中日新聞・東京新聞 2015/03/29 

2015:01. / 13p,372p 
978-4-7887-1394-9 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784788713949*

 

神さまたちの遊ぶ庭 
宮下 奈都 著 
光文社 
小中学生 3 人を連れて、「神々の遊ぶ庭」と呼ばれる、北海道のトムラウシに移り住

んだ宮下家。小さなコミュニティの中で、家族それぞれが大切なことを感じた 1 年の

記録。『小説宝石』連載を単行本化。 
中日新聞・東京新聞 2015/03/29 

2015:01. / 281p 
978-4-334-97807-5 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784334978075*
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星に惹かれた男たち～江戸の天文学者間重富と伊能忠敬～ 
鳴海 風 著 
日本評論社 
日本人初の太陰太陽暦を作った渋川春海、天体測量を併用して高精度な日本地

図を作った伊能忠敬…。日本独自の正確なカレンダーを作るため、星に惹かれ、天

文学にのめりこんだ多彩な男たちを描く。『技術教室』連載を書籍化。 
中日新聞・東京新聞 2015/03/29 

2014:12. / 2p,239p,6p 
978-4-535-78758-2 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784535787582*

 

阿片戦争<上> 滄海編(講談社文庫)  
陳 舜臣 著 
講談社 
朝日新聞 2015/03/01 

1979:01. / ５８７ｐ 
978-4-06-131188-6 
857 円〔本体〕+税 

*9784061311886*

 

阿片戦争<中> 風雷編(講談社文庫)  
陳 舜臣 著 
講談社 
朝日新聞 2015/03/01 

1979:01. / ６２７ｐ 
978-4-06-131189-3 
876 円〔本体〕+税 

*9784061311893*

 

阿片戦争<下> 天涯編(講談社文庫)  
陳 舜臣 著 
講談社 
朝日新聞 2015/03/01 

1979:01. / ６２８ｐ 
978-4-06-131190-9 
876 円〔本体〕+税 

*9784061311909*

 

演劇入門(講談社現代新書)  
平田 オリザ 著 
講談社 
朝日新聞 2015/03/01 

1998:10. / ２０６ｐ 
978-4-06-149422-0 
700 円〔本体〕+税 

*9784061494220*

 

江は流れず～小説日清戦争～<上巻>(中公文庫)  
陳 舜臣 著 
中央公論新社 
朝日新聞 2015/03/01 

2000:10. / ３４８ｐ 
978-4-12-201143-4 
686 円〔本体〕+税 

*9784122011434*

 

江は流れず～小説日清戦争～<中巻>(中公文庫)  
陳 舜臣 著 
中央公論新社 
朝日新聞 2015/03/01 

1984:09. / ３２６ｐ 
978-4-12-201153-3 
743 円〔本体〕+税 

*9784122011533*
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江は流れず～小説日清戦争～<下巻>(中公文庫)  
陳 舜臣 著 
中央公論新社 
朝日新聞 2015/03/01 

2000:10. / ３４４ｐ 
978-4-12-201162-5 
686 円〔本体〕+税 

*9784122011625*

 

進化するレストランＮＯＭＡ 
レネ・レゼピ 著 
ファイドン 
朝日新聞 2015/03/01 

2015:01. / 3 冊 
978-4-86441-022-9 
8,000 円〔本体〕+税 

*9784864410229*

 

ごはんのおとも 
たな 著 
実業之日本社 
しあわせの笑みがこぼれる物語と美味しいレシピ満載のフルカラーコミック。 
朝日新聞 2015/03/01 

2015:02. / 112p 
978-4-408-41402-7 
950 円〔本体〕+税 

*9784408414027*

 

川村湊自撰集<1 巻> 古典・近世文学編 
川村 湊 著 
作品社 
古典から近・現代文学、韓国・朝鮮文学から民俗学まで、多彩な領域に果敢に取り

組んだ三十余年の精髄を自ら五巻に集成！ 
朝日新聞 2015/03/01 

2015:01. / 393p 
978-4-86182-514-9 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784861825149*

 

千日のマリア 
小池 真理子 著 
講談社 
義母の葬式で、男が思い浮かべた“女”の姿は――。生と死、愛と性、男と女を見つ

め続けた珠玉の 8 篇を収めた 新作品集。 
朝日新聞 2015/03/01 

2015:02. / 268p 
978-4-06-219378-8 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784062193788*

 

考える方法(ちくまプリマー新書 227) 
永井 均/ 池内 了/ 管 啓次郎/ 萱野 稔人/ 上野 千鶴子/ 若林 幹夫/ 古井 

由吉 著, 桐光学園/ ちくまプリマー新書集部 編 
筑摩書房 
世の中には、言葉で表現できないことや、明確に答えられない問題がたくさんある。

簡単に結論に飛びつかないために、考える達人たちが、物事を解きほぐすことの豊

かさを伝える。 
朝日新聞 2015/03/01 

2015:02. / 219p 
978-4-480-68932-0 
840 円〔本体〕+税 

*9784480689320*

 

積極的その日暮らし(朝日文庫 お 27-6) 
落合 恵子 著 
朝日新聞出版 
きのうは過ぎてしまった。明日はまだ来ていない。いま、この瞬間を、取りこぼすこと

なく生きてやる! 喜びも悲しみも積極的に引き受けて暮らす落合恵子の人生観がま

るごとつまったエッセイ集。 
朝日新聞 2015/03/01 

2015:01. / 326p 
978-4-02-264766-5 
780 円〔本体〕+税 

*9784022647665*
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過剰診断～健康診断があなたを病気にする～ 
H.ギルバート・ウェルチ/ リサ・M.シュワルツ/ スティーヴン・ウォロシン/ 北澤 京子 
著 
筑摩書房 
病気の早期発見・早期治療は、メリットしかなく、デメリットはまったくないと言えるの

だろうか? 早期診断・早期治療に熱中する人々の陰で、少なからぬ人が過剰診断

されている現実を警告する。 
朝日新聞 2015/03/01 

2014:12. / 302p 
978-4-480-86434-5 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784480864345*

 

奇貨(新潮文庫 ま-44-1) 
松浦 理英子 著 
新潮社 
「恋人と女同士のようにつき合いたい」と望む中年男・本田と、レズビアン七島の女

同士の世界とが織り成す、類い稀なる男と女、女と女の友愛小説と、著者 26 歳の

時に書かれた危うい思春期小説を併録。 
朝日新聞 2015/03/01 

2015:02. / 208p 
978-4-10-126671-8 
460 円〔本体〕+税 

*9784101266718*

 

人生を変える修造思考!～怠け者で、消極的な僕をポジティブに生まれ変わらせた

方法～ 
松岡 修造 著 
アスコム 
毎日がたのしくてしょうがない人生にしよう! 「断るときは 100%断る」「いつも心に富

士山をイメージする」「なんとなく食べない」など、ワクワク生きるための自己変革術

を、松岡修造が伝授する。 
朝日新聞 2015/03/01 

2012:04. / 187p 
978-4-7762-0720-7 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784776207207*

 

猫本屋はじめました～書肆吾輩堂～ 
大久保 京 著 
洋泉社 
猫に関する本のみを扱う、日本で 初の猫本専門店「書肆吾輩堂」店主が、自身の

猫狂い歴、吾輩堂の開業と逡巡の日々、お薦めの猫本などについて綴る。金井美

恵子らとの座談会、横尾忠則との対談も収録。 
朝日新聞 2015/03/01 

2014:12. / 222p 
978-4-8003-0436-0 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784800304360*

 

新クリエイティブ資本論～才能が経済と都市の主役となる～ 
リチャード・フロリダ/ 井口 典夫 著 
ダイヤモンド社 
クリエイティブ経済はすでに現実となった。新たな時代に、社会、経済、人々の行動

はどう変わるか。ライフスタイルから社会経済にわたる世界的な動きの傾向を分析・

紹介する。未来に向けた、新しい資本論。 
朝日新聞 2015/03/01 

2014:12. / 485p 
978-4-478-02480-5 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784478024805*

 

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。 
朝日新聞 2015/03/01 

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

*9784087715903*
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2040 年の新世界～3D プリンタの衝撃～ 
ホッド・リプソン/ メルバ・カーマン/ 斉藤 隆央 著 
東洋経済新報社 
フリー革命、メイカームーブメントの先に何がある? ビジネスと雇用はどう変わる? 蒸

気機関や電信に匹敵する革新的テクノロジー、3D プリンティングが、人々の暮らし

と法と経済をどのように変えるのかを探る。 
朝日新聞 2015/03/01 

2014:12. / 
10p,473p,15p 
978-4-492-58105-6 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784492581056*

 

文体の科学～LA BIBLIOTECA DE BABEL～ 
山本 貴光 著 
新潮社 
目的と媒体が、 適な文体を自ら選びとった。古代ギリシアの哲学対話から、聖書、

法律、数式、広告、批評、小説、ツイッターまで取り上げ、文体が人や社会に及ぼ

す影響を解読する。『考える人』連載を改稿し書籍化。 
朝日新聞 2015/03/01 

2014:11. / 292p 
978-4-10-336771-0 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784103367710*

 

みんなバーに帰る 
パトリック・デウィット/ 茂木 健 著 
東京創元社 
夜ごとハリウッドの場末のバーに集結する、ありとあらゆる種類のダメなひとびと。ウ

イスキー、テキーラ、ビールにコカインが乱舞する夜が明け、そしてまた夜が訪れる

…。鬼才のデビュー作にして、泥酔文学の金字塔。 
朝日新聞 2015/03/01 

2015:01. / 268p 
978-4-488-01041-6 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784488010416*

 

100 語でわかるマルクス主義(文庫クセジュ 997)  
ジェラール・デュメニル/ ミシェル・レヴィ/ エマニュエル・ルノー 著 
白水社 
マルクス主義を 100 のキーワードでまとめた中級者向けの手引き書。弁証法的・史

的唯物論、「共産党宣言」の基になる階級闘争、「資本論」の中心となる剰余価値な

どの理論を、哲学・政治・経済学の専門家が解説する。 
朝日新聞 2015/03/01 

2015:02. / 162p 
978-4-560-50997-5 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784560509975*

 

ステーション・イレブン(小学館文庫 マ 3-1) 
エミリー・セントジョン・マンデル/ 満園 真木 著 
小学館 
カナダの劇場で俳優のアーサーが急死。このとき新型インフルエンザの爆発的流

行が始まっていた。2 週間後、人類の 99%が死滅する。20 年後、女優キルステンは

旅廻りの一座にいた…。静謐な筆致で黙示録後の世界を描く。 
朝日新聞 2015/03/01 

2015:02. / 493p 
978-4-09-406026-3 
880 円〔本体〕+税 

*9784094060263*

 

道徳性の起源～ボノボが教えてくれること～ 
フランス・ドゥ・ヴァール/ 柴田 裕之 著 
紀伊國屋書店出版部 
ボノボやチンパンジーなどの霊長類を長年研究してきた著者が、豊富な図版ととも

に動物たちの驚きのエピソードを紹介。「進化理論」と「動物と人間の連続性」を軸

に展開するバランスの取れた議論で道徳性の起源に切り込む。 
朝日新聞 2015/03/01 

2014:11. / 330p 図版

5 枚 
978-4-314-01125-9 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784314011259*
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正しい恨みの晴らし方～科学で読み解くネガティブ感情～(ポプラ新書 053) 
中野 信子/ 澤田 匡人 著 
ポプラ社 
「妬み」や「嫉妬」を感じたとき、脳や心にはどんな変化が生じているのか。どう対処

すればいいのか。気鋭の脳科学者と心理学者が、既読スルー、芸能ゴシップ、忠臣

蔵など身近な題材や科学的な実験データをもとに解き明かす。 
朝日新聞 2015/03/01 

2015:02. / 245p 
978-4-591-14422-0 
780 円〔本体〕+税 

*9784591144220*

 

外ネコ家族にオキテあり 
松井 道男 著 
第三書館 
波瀾に満ちた人生のコーナーごとに、運命的に出会った数々の外ネコ・内ネコと共

に歩んできた著者の自伝的ネコ談義。家の庭の外ネコ家族の摩訶不思議なオキテ

を、彼らの行動を通して謎解き形式で解き明かす。写真も豊富に収録。 
朝日新聞 2015/03/01 

2015:01. / 201p 
978-4-8074-1501-4 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784807415014*

 

オカザキ・ジャーナル 
岡崎 京子 著 
平凡社 
90 年代初頭の伝説の連載エッセイの書籍化 
朝日新聞 2015/03/01、朝日新聞 2015/03/08 

2015:01. / 268p 
978-4-582-83682-0 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784582836820*

 

TANGE BY TANGE 1949-1959～丹下健三が見た丹下健三～ 
丹下 健三/ 岸 和郎/ 原 研哉/ 豊川 斎赫 著 
ＴＯＴＯ出版 
無類のカメラ好きだった丹下健三の写真記録 
朝日新聞 2015/03/01、読売新聞 2015/03/15 

2015:01. / 251p 
978-4-88706-347-1 
15,000 円〔本体〕+税 

*9784887063471*

 

外交ドキュメント歴史認識(岩波新書 新赤版 1527) 
服部 龍二 著 
岩波書店 
歴史教科書、靖国参拝、慰安婦問題と河野談話、村山談話…。日本は歴史認識を

めぐる問題といかに向き合い、中国や韓国とどのように交渉してきたのか。その過程

を丹念にたどり、日本の立脚点を模索する。 
朝日新聞 2015/03/01、読売新聞 2015/03/22 

2015:01. / 5p,251p 
978-4-00-431527-8 
820 円〔本体〕+税 

*9784004315278*

 

人類と芸術の 300 万年～デズモンド・モリス アートするサル～ 
デズモンド・モリス/ 別宮 貞徳/ 片柳 佐智子/ 中尾 ゆかり/ 家本 清美 著 
柊風舎 
300 万年前の小石から現代アートまで-。著名な動物学者で画家でもあるデズモン

ド・モリスが、60 年以上にわたる科学とアート双方の研究から、人間の行動と芸術の

進化を分析した集大成。 
朝日新聞 2015/03/01、読売新聞 2015/03/29 

2015:01. / 319p 
978-4-86498-020-3 
12,000 円〔本体〕+税 

*9784864980203*
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マクドナルド失敗の本質～賞味期限切れのビジネスモデル～ 
小川 孔輔 著 
東洋経済新報社 
2011 年の 高益から 170 億円の赤字転落へ。日本マクドナルドはなぜここまで落

ちたのか? 繰り返しフィールドリサーチを実施してきた著者が、原田時代のマクドナ

ルドの施策とその結果を分析、業績不振の真の原因に迫る。 
朝日新聞 2015/03/01、日本経済新聞 2015/03/08 

2015:01. / 186p,12p 
978-4-492-50261-7 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784492502617*

 

イスラーム国の衝撃(文春新書 1013) 
池内 恵 著 
文藝春秋 
既存の国境を越えて活動し、住民から徴税し、「国家樹立」をも宣言した「イスラーム

国」。組織原理、根本思想、資金源、メディア戦略、誕生の背景から、その実態を明

らかにする。 
朝日新聞 2015/03/01、毎日新聞 2015/03/29 

2015:01. / 229p,9p 
978-4-16-661013-6 
780 円〔本体〕+税 

*9784166610136*

 

千年の翼、百年の夢～les Gardiens du Louvre～(ビッグコミックススペシャル) 
谷口 ジロー 著 
小学館 
朝日新聞 2015/03/08 

2015:02. / 133p 
978-4-09-179204-4 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784091792044*

 

ピカソ<1> 神童 
ジョン・リチャードソン 著 
白水社 
膨大な新資料を駆使した評伝の決定版 
朝日新聞 2015/03/08 

2015:02. / 719p,83p 
978-4-560-09251-4 
12,000 円〔本体〕+税 

*9784560092514*

 

友川カズキ独白録～生きてるって言ってみろ～ 
友川 カズキ 著 
白水社 
永遠なるジタバタ、踏みつづける地団駄！ 
朝日新聞 2015/03/08 

2015:01. / 241p 
978-4-560-08413-7 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784560084137*

 

レアリティーズ 
岡崎 京子 著 
平凡社 
単行本未収録作品を完全収録のコミック集。 
朝日新聞 2015/03/08 

2015:02. / 231p 
978-4-582-28797-4 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784582287974*

 

太らないのは、どっち!?(青春新書 PLAY BOOKS P-1033) 
安中 千絵 著 
青春出版社 
ダイエット中に選ぶべき食べ物を通して、肥満に悩まされず健康に暮らすための食

事法を伝授します。 
朝日新聞 2015/03/08 

2015:01. / 186p 
978-4-413-21033-1 
980 円〔本体〕+税 

*9784413210331*
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世界に冠たる中小企業(講談社現代新書 2300)  
黒崎 誠 著 
講談社 
中小企業が世界シェアトップの集団になるためのノウハウが満載！ どうすればグロ

ーバル展開できるのか。 
朝日新聞 2015/03/08 

2015:02. / 251p 
978-4-06-288300-9 
800 円〔本体〕+税 

*9784062883009*

 

福島第一原発収束作業日記～3・11 からの 700 日間～(河出文庫 は 18-1) 
ハッピー 著 
河出書房新社 
東日本大震災が起きた日からほぼ毎日綴られた、福島第一原発の事故収束作業

にあたる現役現場作業員の貴重な「生」の手記。 
朝日新聞 2015/03/08 

2015:02. / 365p 
978-4-309-41346-4 
830 円〔本体〕+税 

*9784309413464*

 

小旋風(つむじかぜ)の夢絃 
小島 環 著 
講談社 
春秋末期。十五歳の小旋風は墳墓から発見した琴で大金を狙う。彼の野心は国を

も巻き込んでいく―。第 9 回小説現代長編新人賞受賞作。 
朝日新聞 2015/03/08 

2015:01. / 288p 
978-4-06-219307-8 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784062193078*

 

特集 1『宅間守精神鑑定書』を読む(飢餓陣営せれくしょん 2) 
佐藤 幹夫 編 
言視舎 
附属池田小学校事件加害者の精神鑑定書について、鑑定人をまじえ多様なアプロ

ーチを試みる。医療と司法のせめぎ合い等の課題を見出す 
朝日新聞 2015/03/08 

2014:12. / 220p 
978-4-86565-007-5 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784865650075*

 

砂漠の青がとける夜 
中村 理聖 著 
集英社 
東京での不倫関係を唐突に終わらせ、京都で姉のカフェを手伝う美月の前に、不

思議な能力を持つ男子中学生が現れて…。『小説すばる』掲載に加筆・修正して単

行本化。 
朝日新聞 2015/03/08 

2015:02. / 185p 
978-4-08-771597-2 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784087715972*

 

「講談社の絵本」の時代～昭和残照記～ 
永峯 清成 著 
彩流社 
昭和 11 年から 17 年まで、講談社は<見る雑誌>として豪華な歴史の絵本を子供向

けに刊行していた。著者が歴史作家になるほど魅入られた絵本の世界と、戦時下

の庶民の生活を描く。 
朝日新聞 2015/03/08 

2014:12. / 207p 
978-4-7791-2070-1 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784779120701*

 

池宮正治著作選集<1> 琉球文学総論 
池宮 正治 著, 池宮 正治/ 島村 幸一 編 
笠間書院 
戦後の琉球文学・文化研究を牽引した、琉球大学名誉教授・池宮正治の厖大かつ

多岐にわたる仕事を内容別に集成。1 は、琉球文学総論、「おもろさうし」研究、琉

歌論など、19 本の論考を収録。 
朝日新聞 2015/03/08 

2015:02. / 5p,465p,20p
978-4-305-60051-6 
12,000 円〔本体〕+税 

*9784305600516*
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デブを捨てに 
平山 夢明 著 
文藝春秋 
借金まみれの俺は“デブ”を車に乗せて北へ向かった…。シュールかつ泥沼のよう

な状況を乾いたユーモアで描く。平山夢明の< 悪劇場>全 4 話。『オール讀物』掲

載を大幅に加筆修正し単行本化。 
朝日新聞 2015/03/08 

2015:02. / 215p 
978-4-16-390199-2 
926 円〔本体〕+税 

*9784163901992*

 

宅間守精神鑑定書～精神医療と刑事司法のはざまで～ 
岡江 晃 著 
亜紀書房 
大阪教育大学附属池田小学校で児童・教諭を殺傷し、死刑となった宅間守。宅間

と 17 回面接し、精神鑑定を行った精神科医による、大阪地方裁判所へ提出された

精神鑑定書をほぼそのまま収載する。 
朝日新聞 2015/03/08 

2013:06. / 412p 
978-4-7505-1310-2 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784750513102*

 

復興<災害>～阪神・淡路大震災と東日本大震災～(岩波新書 新赤版 1518) 
塩崎 賢明 著 
岩波書店 
阪神・淡路大震災から 20 年。その痛恨の教訓は生かされず、今また「復興」の名の

もとにもたらされる災害が東北を覆っている。次の復興災害をどう防ぐのか、多くの

災害現場を見てきた著者が提言。 
朝日新聞 2015/03/08 

2014:12. / 10p,197p 
978-4-00-431518-6 
780 円〔本体〕+税 

*9784004315186*

 

ズームイン、服!(POPEYE BOOKS) 
坂口 恭平 著 
マガジンハウス 
異能の才人・坂口恭平が 2010 年代の社会を生き抜くアン・ファッショニスタ 30 人の

もとを訪ね歩いた渾身のルポルタージュ。水道橋博士、藤村龍至の寄稿も収録。

『POPEYE』連載を単行本化。 
朝日新聞 2015/03/08 

2015:02. / 208p 
978-4-8387-2731-5 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784838727315*

 

女ひとり、イスラム旅(朝日文庫 つ 18-1) 
常見 藤代 著 
朝日新聞出版 
出会ってすぐに家へ招かれ、外食すれば知らぬ間に誰かが代わりにお勘定、町を

案内してくれたちょいワル青年はお年寄りに親切…。「怖い」「危険」とイメージされ

がちなイスラム圏の意外な姿を紹介する。 
朝日新聞 2015/03/08 

2015:01. / 279p 
978-4-02-261817-7 
700 円〔本体〕+税 

*9784022618177*

 

布・ひと・出逢い～美智子皇后のデザイナー植田いつ子～(集英社文庫 う 9-2) 
植田 いつ子 著 
集英社 
美智子皇后との心温まるエピソード、向田邦子さんとの友情秘話、太地喜和子さん

や坂東玉三郎さんの舞台衣装の思い出…。「女性をいかに美しく見せるのか」を追

求し続けた孤高のデザイナーの自伝エッセイ。 
朝日新聞 2015/03/08 

2015:02. / 261p 
978-4-08-745286-0 
540 円〔本体〕+税 

*9784087452860*
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１２歳からの被災者学～阪神・淡路大震災に学ぶ７８の知恵～  
土岐 憲三/ 河田 惠昭/ 林 春男/ メモリアル・コンファレンス・イン神戸 著 
ＮＨＫ出版 
もし災害の被災者になるとしたら、どのように考え、ふるまうことが大切かを解説した

「正しい被災者になるための入門書」。災害を乗り切るための教訓と知恵を、２１世

紀をになう若い世代の人たちに伝える。 
朝日新聞 2015/03/08 

2005:01. / ２３９ｐ 
978-4-14-011207-6 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784140112076*

 

断絶の都市センダイ～ブラック国家・日本の縮図～ 
今野 晴貴 著 
朝日新聞出版 
支援という名の偽善ビジネス、分断されたコミュニティ、都市型の貧困と孤独…。こ

の国には、善意も絆も存在しないのか? NPO 法人 POSSE の仙台における被災地

支援から見えたものをとりまとめたルポ。 
朝日新聞 2015/03/08 

2014:05. / 232p 
978-4-02-251179-9 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784022511799*

 

ラスト・ワルツ 
柳 広司 著 
KADOKAWA 
満鉄特急<あじあ>に乗車した瀬戸は、接触予定だった情報源の暗殺死体を発見。

「スパイ殺し」を目的としたソ連の秘密諜報機関「スメルシュ」の仕業らしい。次の停

車駅まで約二時間。瀬戸は作戦を練るが…。 
朝日新聞 2015/03/08 

2015:01. / 226p 
978-4-04-102137-8 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784041021378*

 

機長の絶景空路～羽田=札幌・大阪～(イカロス MOOK) 
杉江 弘 著 
イカロス出版 
日本を代表する 2 大空路、東日本上空を飛ぶ羽田=札幌(新千歳)と西の大動脈、

羽田=大阪(伊丹・関西)の機上から見える素晴らしい風景を、2 万飛行時間パイロッ

ト杉江キャプテンの写真と解説で案内する。 
朝日新聞 2015/03/08 

2015:02. / 145p 
978-4-86320-968-8 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784863209688*

 

池宮正治著作選集<2> 琉球芸能総論 
池宮 正治 著, 池宮 正治/ 島村 幸一 編 
笠間書院 
戦後の琉球文学・文化研究を牽引した、琉球大学名誉教授・池宮正治の厖大かつ

多岐にわたる仕事を内容別に集成。2 は、琉球の古典芸能の姿を明らかにし、近代

沖縄の演劇研究を切り拓いた、25 本の論考を収録。 
朝日新聞 2015/03/08 

2015:02. / 6p,505p,27p
978-4-305-60052-3 
12,000 円〔本体〕+税 

*9784305600523*

 

古地図が語る大災害～絵図・瓦版で読み解く大地震・津波・大火の記憶～ 
本渡 章 著 
創元社 
大阪を中心とした関西の古代から近代までの古地図・瓦版等を題材に、歴史上繰り

返されてきた大地震・津波・大火といった大災害の記録を読み解く。折り込みの新

雕大坂細見全図、災害モニュメント探訪記等付き。 
朝日新聞 2015/03/08 

2014:12. / 158p 
978-4-422-25078-6 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784422250786*
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ナショナリズムをとことん考えてみたら(PHP 新書 974) 
春香クリスティーン 著 
ＰＨＰ研究所 
ネット住民の葛藤、移民に揺れる欧州、「イスラム国」の核心…。いまを読み解くため

の視点とは? 春香クリスティーンが「右」「左」のねじれに戸惑いながらもナショナリズ

ムについて真摯に考えた、前向き社会論。 
朝日新聞 2015/03/08 

2015:02. / 197p 
978-4-569-82344-7 
780 円〔本体〕+税 

*9784569823447*

 

放射線被曝の理科・社会～四年目の『福島の真実』～ 
児玉 一八/ 清水 修二/ 野口 邦和 著 
かもがわ出版 
いま福島の人々を苦しめているのは、放射線そのもの以上に、放射線の影響に関

する見方の差から生まれるさまざまな対立や摩擦である。福島原発事故による放射

線被曝の問題を、自然科学と社会科学の両面から論じる。 
朝日新聞 2015/03/08 

2014:12. / 189p 
978-4-7803-0743-6 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784780307436*

 

沢田マンションの冒険～驚嘆！セルフビルド建築～(ちくま文庫 か 66-1)  
加賀谷 哲朗 著 
筑摩書房 
他に類を見ない巨大セルフビルド建築、沢田マンション。日本版サグラダファミリア

とも称されるこの建物がどのように作られ、いかに住民に使いこなされてきたのか。4
階に釣堀、5 階に水田が広がる建築物の魅力に迫る。 
朝日新聞 2015/03/08 

2015:01. / 301p 
978-4-480-43244-5 
1,100 円〔本体〕+税 

*9784480432445*

 

池宮正治著作選集<3> 琉球史文化論 
池宮 正治 著, 池宮 正治/ 島村 幸一 編 
笠間書院 
戦後の琉球文学・文化研究を牽引した、琉球大学名誉教授・池宮正治の厖大かつ

多岐にわたる仕事を内容別に集成。3 は、琉球の歴史叙述と説話、和文学を経て

歴史文化として概括される、19 本の論考と 2 本のエッセイを収録。 
朝日新聞 2015/03/08 

2015:02. / 7p,465p,22p
978-4-305-60053-0 
12,000 円〔本体〕+税 

*9784305600530*

 

にげましょう～災害でいのちをなくさないために～ 特別版  
河田 惠昭 著, 河田 惠昭/ GK 京都 編 
共同通信社 
逃げることは、生きること。1 分 1 秒が生死を分ける巨大災害。防災の第一人者が、

津波、火山噴火、豪雨といった災害から身を守るための避難のタイミングを紹介す

る。2012 年刊の同名の本に「地震編」を増補した特別版。 
朝日新聞 2015/03/08 

2014:01. / 125p 
978-4-7641-0667-3 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784764106673*

 

日本の医療格差は 9 倍～医師不足の真実～(光文社新書 739) 
上 昌広 著 
光文社 
なぜ関東に医者は少ないのか? なぜ医学部は西日本に多いのか? なぜ金持ちの

子どもしか医者になれないのか? 素朴な疑問から、現代社会の「格差」を見出した

東京大学医科学研究所特任教授が、日本医療と教育へ提言する。 
朝日新聞 2015/03/08 

2015:02. / 266p 
978-4-334-03842-7 
820 円〔本体〕+税 

*9784334038427*
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武士の奉公本音と建前～江戸時代の出世と処世術～(歴史文化ライブラリー 
393) 
高野 信治 著 
吉川弘文館 
平和の続く江戸時代、戦功をあげる機会がなくなり、「役人」として生きることになっ

た武士たち。上司に取り入り出世を勝ち取る者、保身や人間関係に配慮する者な

ど、したたかに生きようとした彼らの「働く思い」を読み解く。 
朝日新聞 2015/03/08 

2015:01. / 6p,205p 
978-4-642-05793-6 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784642057936*

 

紙の砦～自衛隊文学論～ 
川村 湊 著 
インパクト出版会 
自衛隊は文学・映画にどのように描かれてきたか? 文芸批評家による、世界初の自

衛隊文学論。自衛隊や自衛隊員を取り上げた小説作品と映画作品を批評しなが

ら、現実の自衛隊に対する政治動向、安全保障などについて論じる。 
朝日新聞 2015/03/08 

2015:02. / 269p 
978-4-7554-0251-7 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784755402517*

 

ゴーマニズム宣言 SPECIAL 新戦争論<1> 
小林 よしのり 著 
幻冬舎 
戦争を全面否定するサヨクには同調できないが、侵略戦争を良しとする堕落にも付

き合えない-。大東亜戦争とはどんな戦争だったのか? なぜイスラム国が台頭してい

るのか? 小林よしのりが、日本人の当事者意識と覚悟を問う。 
朝日新聞 2015/03/08 

2015:01. / 449p 
978-4-344-02713-8 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784344027138*

 

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 
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。食物連鎖の流れに乗って、セシウムは一向に消えてなくならな

い。被災地の「山の幸」「海の幸」はいつ元通りに戻るのか。答えを探して各地を歩

き回った。 
朝日新聞 2015/03/08 

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

*9784846114145*

 

被災弱者(岩波新書 新赤版 1530) 
岡田 広行 著 
岩波書店 
東日本大震災の集中復興期間終了を目前に、復興から取り残される人びとがい

る。くらしの再生に必要なものは、巨大プロジェクトの加速ではない-。災害多発国日

本のあやうさを現場から問う。 
朝日新聞 2015/03/08 

2015:02. / 18p,209p 
978-4-00-431530-8 
800 円〔本体〕+税 

*9784004315308*

 

台湾の歓び 
四方田 犬彦 著 
岩波書店 
数多くの民族と言語を抱えながら、きわめて実験的な文学や、洗練された映画を産

み出してやまない台湾。その文化・社会とはどのようなものか。台北・台南を拠点に

街を歩き、媽祖巡礼へ参加し、その尽きせぬ魅力を縦横に語る。 
朝日新聞 2015/03/08 

2015:01. / 11p,329p 
978-4-00-061010-0 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784000610100*
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れるられる(シリーズここで生きる) 
相 葉月 著 

岩波書店 
どうやって生まれるのか。誰に支えられるのか。いつ狂うのか。なぜ絶つのか。本当

に聞いているのか-。人生の受動と能動が転換する、その境目を、6 つの動詞でつ

づった連作短篇集的エッセイ。 
朝日新聞 2015/03/08 

2015:01. / 11p,153p 
978-4-00-028729-6 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784000287296*

 

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

スキャンダラスでエンターテインメントな力作が生まれました！究極の「私小説／私

写真」。 
朝日新聞 2015/03/08、朝日新聞 2015/03/15 

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

*9784898153949*

 

女たちの審判 
紺野 仲右ヱ門 著 
日本経済新聞出版社 
極刑を受けた男が拘置所に収監された長い時間。恋人や肉親、拘置所の刑務官、

裁判官、その家族や友人の人生まで変えてしまった…。拘置所の内部をリアルに描

いた、まったく新しい“獄中小説”。 
朝日新聞 2015/03/08、日本経済新聞 2015/03/15 

2015:02. / 269p 
978-4-532-17132-2 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784532171322*

 

みいら採り猟奇譚(新潮文庫)  
河野多恵子 著 
新潮社 
朝日新聞 2015/03/15 

1995:11. / ４１３ｐ 
978-4-10-116102-0 
670 円〔本体〕+税 

*9784101161020*

 

おなかがすく話(河出文庫 こ 19-1) 
小林 カツ代 著 
河出書房新社 
著者が若き日に綴った、食への好奇心がみずみずしくきらめく抱腹絶倒のエッセイ

49 編に、後日談とレシピをあらたに収録。 
朝日新聞 2015/03/15 

2015:02. / 245p 
978-4-309-41350-1 
640 円〔本体〕+税 

*9784309413501*

 

素晴らしきソリボ 
パトリック・シャモワゾー/ 関口 涼子/ パトリック・オノレ 著 
河出書房新社 
語りの 中に突然「言葉に喉を掻き裂かれた」語り部ソリボの謎の死を中心に、口承

と記述の出会いを描く、クレオール作家の代表作。 
朝日新聞 2015/03/15 

2015:01. / 246p 
978-4-309-20670-7 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784309206707*
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哺乳類誕生 乳の獲得と進化の謎～驚異の器官がうまれるまで～(ブルーバックス 
B-1898) 
酒井 仙吉 著 
講談社 
生物はなぜ陸上をめざし、どのように適応し、どのように子孫を残す方法を変えてき

たのか。生殖と子育ての変遷から進化の本質を探る。 
朝日新聞 2015/03/15 

2015:01. / 262p 
978-4-06-257898-1 
980 円〔本体〕+税 

*9784062578981*

 

人の心は読めるか? 
ニコラス・エプリー/ 波多野 理彩子 著 
早川書房 
どうすれば、上司や家族、友人の「本心」がわかる? 心理学界の気鋭が、誤解や勘

違いを引き起こす脳の“罠”を解説。相手の心を正しく読むための「8 つのステップ」

を解き明かす。 
朝日新聞 2015/03/15 

2015:01. / 335p 
978-4-15-209517-6 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784152095176*

 

女性たちの貧困～“新たな連鎖”の衝撃～ 
NHK「女性の貧困」取材班 著 
幻冬舎 
働く単身女性の 3 人に 1 人が年収 114 万円未満。明日を担う女性が不幸な社会

に、未来はない-。見えづらい女性たちの貧困について取材したことをまとめる。

NHK のテレビ番組をもとに書籍化。 
朝日新聞 2015/03/15 

2014:12. / 254p 
978-4-344-02681-0 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784344026810*

 

凍える墓(集英社文庫 ケ 6-1) 
ハンナ・ケント/ 加藤 洋子 著 
集英社 
1829 年アイスランド。殺人罪で死刑宣告を受けたアグネスは、刑執行までの間を行

政官ヨウンの農場で過ごすこととなった。不器用だが真摯な人々との生活の中でア

グネスは、少しずつ身の上を語り出し…。 
朝日新聞 2015/03/15 

2015:01. / 431p 
978-4-08-760699-7 
940 円〔本体〕+税 

*9784087606997*

 

暴力の人類史<上> 
スティーブン・ピンカー/ 幾島 幸子/ 塩原 通緒 著 
青土社 
人類は暴力を根絶することができるのか? 人類の歴史を通観しながら、神経生物学

や脳科学などの知見を駆使し、暴力をめぐる人間の本性を分析。壮大なスケール

で大胆な仮説を提示する、人類の未来に向けた希望の書。 
朝日新聞 2015/03/15 

2015:01. / 652p,32p 
978-4-7917-6846-2 
4,200 円〔本体〕+税 

*9784791768462*

 

玉砕の島々～サイパン・グアム・ペリリュー・硫黄島～ 
平塚 柾緒 著 
洋泉社 
太平洋の島々の戦闘は全滅に次ぐ全滅で、しだいに「玉砕」の美名のみではその

実態を押し通しきれなくなった。そのうえ多くの民間人が戦闘に巻き込まれ、犠牲に

なり…。終戦 70 年目にたどる、知られざる戦場の記憶。 
朝日新聞 2015/03/15 

2015:01. / 287p 
978-4-8003-0538-1 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784800305381*
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本当は怖い昭和 30 年代～『あの頃はよかった』は全部ウソ!～(双葉文庫 き-30-
01) 
キン マサタカ/ トライアングル 著 
双葉社 
パンドラの箱を開けてしまったのは、昭和 30 年代の人々だった-。未成年による殺

人は現在の 4 倍、公害と薬害で続出する奇病患者、核実験で毎日がチェルノブイ

リなど、昭和 30 年代のネガティブな部分を集めた解説本。 
朝日新聞 2015/03/15 

2015:01. / 223p 
978-4-575-71428-9 
556 円〔本体〕+税 

*9784575714289*

 

暴力の人類史<下> 
スティーブン・ピンカー/ 幾島 幸子/ 塩原 通緒 著 
青土社 
私たちは人類史上 も平和な時代に生きている-。人類の歴史を通観しながら、神

経生物学や脳科学などの知見を駆使し、暴力をめぐる人間の本性を分析。壮大な

スケールで大胆な仮説を提示する、人類の未来に向けた希望の書。 
朝日新聞 2015/03/15 

2015:01. / 583p,78p 
978-4-7917-6847-9 
4,200 円〔本体〕+税 

*9784791768479*

 

出動せず～自衛隊 60 年の苦悩と集団的自衛権～ 
瀧野 隆浩 著 
ポプラ社 
「君たちは一生日陰者になるが、耐えてくれ」 吉田茂の遺訓に暗示された隊員たち

の行く末とは。「沈黙の組織」自衛隊の変遷を通し、「国家と戦力」という回避された

議論の核心を問う。『毎日新聞』連載をベースに単行本化。 
朝日新聞 2015/03/15 

2014:12. / 245p 
978-4-591-14250-9 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784591142509*

 

土俵の周辺 
岩崎 友太郎 著 
白水社 
タニマチが見続けてきた人生の悲喜こもごも 
朝日新聞 2015/03/15、中日新聞・東京新聞 2015/03/22 

2015:01. / 238p 
978-4-560-08415-1 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784560084151*

 

子どもと本(岩波新書 新赤版 1533) 
松岡 享子 著 
岩波書店 
財団法人東京子ども図書館を設立、以後理事長として活躍する一方で、児童文学

の翻訳、創作、研究をつづける第一人者である著者が、本のたのしみを分かち合う

ための神髄を綴る。ブックリストなども収録。 
朝日新聞 2015/03/15、読売新聞 2015/03/15 

2015:02. / 252p,25p 
978-4-00-431533-9 
820 円〔本体〕+税 

*9784004315339*

 

ファーマゲドン～安い肉の本当のコスト～ 
フィリップ・リンベリー/ イザベル・オークショット/ 野中 香方子 著 
日経ＢＰ社 
安い肉を食べれば食べるほど、生態系も健康も地球資源も荒廃する。その先にある

のはファーマゲドン(ファーム+ハルマゲドン)だ。今日のフードシステムの本質に迫

り、集約的な食料生産の実態を暴く。 
朝日新聞 2015/03/15、読売新聞 2015/03/22、日本経済新聞 2015/03/29 

2015:02. / 493p 
978-4-8222-5074-4 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784822250744*
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主夫になろうよ! 
佐川 光晴 著 
左右社 
主夫だって輝ける! 子育ても、家事も、仕事も、楽しみながら生きる秘訣を、主夫歴

20 年の著者が伝授。主夫の 24 時間を追ったドキュメント、50 の Q&A、主夫目線の

暮らしのエッセイなどを収録。本体表紙に情報あり。 
朝日新聞 2015/03/15、読売新聞 2015/03/29 

2015:02. / 203p 
978-4-86528-118-7 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784865281187*

 

日本語の科学が世界を変える(筑摩選書 0107) 
松尾 義之 著 
筑摩書房 
日本の科学・技術の卓抜した成果の背景には、「日本語による科学的思考」があ

る。科学史の側面と数多の科学者の証言から、この命題に迫る。そして、日本の科

学が直面している問題に対峙、さらなる発展への道を提起する。 
朝日新聞 2015/03/15、日本経済新聞 2015/03/22 

2015:01. / 238p 
978-4-480-01613-3 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784480016133*

 

星の王子さま(集英社文庫)  
サンテグジュペリ/ 池沢 夏樹 著 
集英社 
朝日新聞 2015/03/22 

2005:08. / １４３ｐ 
978-4-08-760494-8 
390 円〔本体〕+税 

*9784087604948*

 

昏倒少女(マーガレットコミックス) 
安藤 ゆき 著 
集英社 
朝日新聞 2015/03/22 

2015:02. / 184p 
978-4-08-845352-1 
400 円〔本体〕+税 

*9784088453521*

 

蒼ざめた馬を見よ(文春文庫)  
五木 寛之 著 
文芸春秋 
朝日新聞 2015/03/22 

2006:12. / ３１９ｐ 
978-4-16-710033-9 
562 円〔本体〕+税 

*9784167100339*

 

「日本人と英語」の社会学～なぜ英語教育論は誤解だらけなのか～ 
寺沢 拓敬 著 
研究社 
氾濫する「英語言説」をデータで徹底検証！ 
朝日新聞 2015/03/22 

2015:01. / 14p,284p 
978-4-327-37821-9 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784327378219*

 

ヒトラーと哲学者～哲学はナチズムとどう関わったか～ 
イヴォンヌ・シェラット/ 三ツ木 道夫/ 大久保 友博 著 
白水社 
思想と行動に鋭く迫る哲学ノンフィクション 
朝日新聞 2015/03/22 

2015:01. / 362p,60p 
978-4-560-08412-0 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784560084120*
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猪変 
中国新聞取材班 編 
本の雑誌社 
年間捕獲頭数 40 万頭。それでも減らない農作物被害。イノシシとの共生の道を探

るルポルタージュ。 
朝日新聞 2015/03/22 

2015:02. / 239p 
978-4-86011-266-0 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784860112660*

 

ニッポンの裁判(講談社現代新書 2297) 
瀬木 比呂志 著 
講談社 
『絶望の裁判所』は 序章にすぎなかった！ 唖然、呆然、戦慄、驚愕、中世並みの

暗黒裁判が相次ぐ「ニッポンの裁判」の真相を暴く 
朝日新聞 2015/03/22 

2015:01. / 317p 
978-4-06-288297-2 
840 円〔本体〕+税 

*9784062882972*

 

二人が睦まじくいるためには  
吉野 弘 著 
童話屋 
「二人が、そして人が睦まじくいるためには」という祈りにも似た願いを込めた詩集。

詩人の意を超えて多くの人の口にのぼり心に届いた「祝婚歌」を始め全３２篇を収

録。 
朝日新聞 2015/03/22 

2003:10. / １５７ｐ 
978-4-88747-037-8 
1,250 円〔本体〕+税 

*9784887470378*

 

島と人類 
足立 陽 著 
集英社 
人類学者の河鍋未來夫らヌーディスト一行は、「あの島」を目指し、大海原へ挑む。

そこでは、禁断の計画が行われていた。ヒトとボノボ、属を超えた愛の先にあるもの

は…。『すばる』掲載を書籍化。 
朝日新聞 2015/03/22 

2015:02. / 178p 
978-4-08-771596-5 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784087715965*

 

美麗廃墟～美しく幻想的な廃墟たち～ 
Jordy Meow 著, Jordy Meow/ MdN 集部 編 
エムディエヌコーポレーション 
独自の世界観を発信しつづけるフランス人写真家が捉えた、日本の美麗廃墟。軍

艦島、摩耶観光ホテル、日窒鉱山などの有名廃墟はもちろん、写真集にはじめて

収録する美しく幻想的な廃墟を多数掲載。 
朝日新聞 2015/03/22 

2014:12. / 192p 
978-4-8443-6461-0 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784844364610*

 

全国旧制高等学校寮歌名曲選 
ことのは会 編 
春秋社 
旧制高等学校・帝国大学予科で歌い継がれてきた寮歌から珠玉の 140 曲を選び、

歌詞・楽譜(旋律譜)・語義(難解な語の説明)・現代語による大意を掲載。当時の旧

制高校の寮生活のありようも活写。 
朝日新聞 2015/03/22 

2015:01. / 12p,405p 
978-4-393-93589-7 
4,800 円〔本体〕+税 

*9784393935897*
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炭鉱(ヤマ) 新版 
本橋 成一 著 
海鳥社 
かつて<炭鉱地帯>といわれた地域が、日本の近代化を支え、戦後の復興を築いた

-。過酷な労働と悲惨な日常、その中にある当たり前の生活と暮らしの<風景>をとら

えた名写真集。増補改訂した新版。 
朝日新聞 2015/03/22 

2015:02. / 143p 
978-4-87415-927-9 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784874159279*

 

日本まんが<第 3 巻> きらめく少女の瞳 
荒俣 宏 著 
東海大学出版部 
いま明かされる、巨匠たちの創作秘話! 里中満智子、竹宮惠子、萩尾望都、高橋

真琴…。戦後のストーリーまんが創造者たちへのインタビュー集。Web 連載「荒俣

宏の電子まんがナビゲーター」を改訂。 
朝日新聞 2015/03/22 

2015:01. / 340p 
978-4-486-02051-6 
3,500 円〔本体〕+税 

*9784486020516*

 

0 ベース思考～どんな難問もシンプルに解決できる～ 
スティーヴン・レヴィット/ スティーヴン・ダブナー 著 
ダイヤモンド社 
PK を蹴る方向も、人生の選択も、国の政策も、すべてバイアスをゼロにして考えろ! 
「発想」の部分にスポットライトを当て、あらゆる問題解決に役立つ考え方のヒントを、

ストーリー仕立てで紹介する。 
朝日新聞 2015/03/22 

2015:02. / 277p 
978-4-478-02906-0 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784478029060*

 

日本まんが<第 2 巻> 男が燃えた!泣いた!笑った! 
荒俣 宏 著 
東海大学出版部 
いま明かされる、巨匠たちの創作秘話! さいとう・たかを、松本零士、平田弘史、バ

ロン吉元…。戦後のストーリーまんが創造者たちへのインタビュー集。Web 連載「荒

俣宏の電子まんがナビゲーター」を改訂。 
朝日新聞 2015/03/22 

2015:01. / 384p 
978-4-486-02050-9 
3,500 円〔本体〕+税 

*9784486020509*

 

老北京の胡同(フートン)～開発と喪失、ささやかな抵抗の記録～ 
多田 麻美/ 張 全 著 
晶文社 
庶民の暮らしを元の時代から何百年も支えてきた胡同。北京の歴史ある街並みが

破壊されてゆく中、人々はどんな風に日々を暮らし、何を失いつつあるのか。胡同

で 15 年暮らした著者が、その劇的な変化を記録する。 
朝日新聞 2015/03/22 

2015:01. / 273p 図版
16p 
978-4-7949-6867-8 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784794968678*

 

素数はなぜ人を惹きつけるのか(朝日新書 503) 
竹内 薫 著 
朝日新聞出版 
2、3、5、7 と現れたかと思えば次は 11。出没が気まぐれで、ミステリアス-。多くの数

学者たちを魅了してやまない素数を、さまざまなエピソードや、あえて載せた数式と

ともに、文系にもわかりやすく解説する。 
朝日新聞 2015/03/22 

2015:02. / 199p 
978-4-02-273603-1 
720 円〔本体〕+税 

*9784022736031*
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すべては 1979 年から始まった～21 世紀を方向づけた反逆者たち～ 
クリスチャン・カリル/ 北川 知子 著 
草思社 
なぜ「宗教」と「市場」はここまで台頭したのか? 宗教原理主義と市場原理主義が圧

倒的に支配する 21 世紀の世界を運命づけた時代の転換点と、サッチャー、ホメイ

ニーら 4 人の反逆者の足跡をたどる実録・現代史。 
朝日新聞 2015/03/22 

2015:01. / 467p,19p 
978-4-7942-2102-5 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784794221025*

 

男役 
中山 可穂 著 
KADOKAWA 
男役トップになって二日後に事故死して以来、宝塚の守護神として語り継がれてき

たファントムさん。一方、新人公演で大抜擢されたひかるを待ち受ける試練とは

――? 愛と運命の業を描く中山可穂版・オペラ座の怪人！ 
朝日新聞 2015/03/22 

2015:03. / 201p 
978-4-04-102525-3 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784041025253*

 

桜の下で待っている 
彩瀬 まる 著 
実業之日本社 
婚約者の実家を訪ねて郡山へ。亡くなった母の七回忌に出席するため仙台へ…。

桜前線が日本列島を北上する 4 月、新幹線で北へ向かう男女 5 人の複雑にからま

り揺れる想いとふるさとでの出会いを、あざやかな筆致で描く。 
朝日新聞 2015/03/22 

2015:03. / 208p 
978-4-408-53664-4 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784408536644*

 

日本まんが<第 1 巻> 「先駆者」たちの挑戦 
荒俣 宏 著 
東海大学出版部 
いま明かされる、巨匠たちの創作秘話! やなせたかし、ちばてつや、水野英子…。

戦後のストーリーまんが創造者たちへのインタビュー集。Web 連載「荒俣宏の電子

まんがナビゲーター」に、清水勲との対談を加えて改訂。 
朝日新聞 2015/03/22 

2015:01. / 324p 
978-4-486-02049-3 
3,500 円〔本体〕+税 

*9784486020493*

 

孫正義の参謀～ソフトバンク社長室長 3000 日～ 
嶋 聡 著 
東洋経済新報社 
孫正義はそのとき何を決断し、行動したのか? ボーダフォン買収に続く「光の道論

争」、東日本大震災から始まった「自然エネルギーへの挑戦」…。衆議院議員から

民間企業に転じた著者による、ソフトバンク 8 年間の記録。 
朝日新聞 2015/03/22 

2015:01. / 11p,442p 
978-4-492-50264-8 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784492502648*

 

ヤマの疾風(かぜ)(徳間文庫 に 23-1) 
西村 健 著 
徳間書店 
昭和 44 年、筑豊。いずれはこの地を支配すると目されるヤクザ組織「海衆商会」主

催の賭場で現金強奪事件が発生。主犯のチンピラ・菱谷に対し、同会若頭・中場の

追及の手が伸びる-。激動の炭鉱地域を舞台に描く青春群像。 
朝日新聞 2015/03/22 

2015:02. / 413p 
978-4-19-893939-7 
680 円〔本体〕+税 

*9784198939397*
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明治の長崎撮影紀行～小川一真と江南信國のはるかなる旅路～ 
森 望 著 
長崎文献社 
古写真のオリジナルタイトルを読み解くことから「撮影者」を特定し、その足どりを辿

り、「撮影者未詳」を解消する-。脳神経解剖学者が長崎の古写真を紹介しながら、

科学的手法でその謎を解く。折り込みパノラマ写真あり。 
朝日新聞 2015/03/22 

2014:12. / 141p 
978-4-88851-229-9 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784888512299*

 

金沢の不思議 
村松 友視 著 
中央公論新社 
加賀百万石の城下町を支えてきた人びとの知、歴史と文化、伝統と変容とが溶け合

う街・金沢。「旅人」として、30 年以上通い続けた金沢の汲めども尽きぬ魅力を綴

る。『中央公論』連載に、書き下ろし番外篇を加えて単行本化。 
朝日新聞 2015/03/22 

2015:02. / 260p 
978-4-12-004697-1 
1,750 円〔本体〕+税 

*9784120046971*

 

ステーキ！～世界一の牛肉を探す旅～(中公文庫 シ 11-1) 
マーク・シャツカー 著 
中央公論新社 
とびきりおいしいステーキに出会うため一人の男が旅に出た。食欲と好奇心のおも

むくままに、本当に旨い牛肉をひたすら探究。丁寧な取材と多角的な分析に基づ

いて、歴史、生物学、栄養学、化学、宗教、哲学、考古学までを探る。 
朝日新聞 2015/03/22 

2015:01. / 396p 
978-4-12-206065-4 
1,100 円〔本体〕+税 

*9784122060654*

 

金沢あかり坂(文春文庫 い 1-35) 
五木 寛之 著 
文藝春秋 
金沢の花街で生まれ育ち、遅咲きの芸妓となった凛は、別れた恋人との記憶を引き

ずり、失意の日々を送る。そんな彼女を癒してくれたのは、嫌悪していたはずの父

が遺した篠笛を吹くことだった…。恋と青春の残滓を描いた短篇集。 
朝日新聞 2015/03/22 

2015:02. / 252p 
978-4-16-790295-7 
500 円〔本体〕+税 

*9784167902957*

 

世界の文字事典～世界の公用語がカタカナ読みできる～ 
庄司 博史 編 
丸善出版 
世界のほとんどの公用語を網羅した文字事典。言語に関しほとんど予備知識のな

い人を対象に、ラテン文字、キリル文字からアラビア文字まで 86 種類の文字を取り

上げ、カタカナ表記/読みできる方法を解説します。 
朝日新聞 2015/03/22 

2015:01. / 14p,431p 
978-4-621-08894-4 
10,000 円〔本体〕+税 

*9784621088944*

 

トリビュート百人一首 
幻戯書房 編 
幻戯書房 
いま活躍する 26 人の歌人が、「百人一首」の新しい解釈に挑戦。本歌から刺激を

得て、ときに訳すように、ときに返歌するように、現代の言葉で新しい歌を詠み、鑑

賞をつける。 
朝日新聞 2015/03/23 

2015:02. / 226p 
978-4-86488-065-7 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784864880657*
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バッテリー(角川文庫)  
あさの あつこ 著 
角川書店 
朝日新聞 2015/03/29 

2003:12. / ２６２ｐ 
978-4-04-372101-6 
514 円〔本体〕+税 

*9784043721016*

 

ＮＯ．６<＃１>(講談社文庫)  
あさの あつこ 著 
講談社 
朝日新聞 2015/03/29 

2006:10. / ２１３ｐ 
978-4-06-275523-8 
476 円〔本体〕+税 

*9784062755238*

 

中国の人と思想<１０> 李卓吾   
集英社 
朝日新聞 2015/03/29 

1985:02. / ２６２ｐ 
978-4-08-185010-5 
1,602 円〔本体〕+税 

*9784081850105*

 

こころ 改版(新潮文庫)  
夏目 漱石 著 
新潮社 
朝日新聞 2015/03/29 

1987:01. / ３０１ｐ 
978-4-10-101013-7 
370 円〔本体〕+税 

*9784101010137*

 

決戦前夜～Ｒｏａｄ ｔｏ Ｆｒａｎｃｅ～(新潮文庫)  
金子 達仁 著 
新潮社 
朝日新聞 2015/03/29 

2000:02. / ２５１ｐ 
978-4-10-137821-3 
438 円〔本体〕+税 

*9784101378213*

 

世に棲む日日<１>(文春文庫)  
司馬 遼太郎 著 
文芸春秋 
朝日新聞 2015/03/29 

2003:03. / ３１３ｐ 
978-4-16-766306-3 
560 円〔本体〕+税 

*9784167663063*

 

世に棲む日日<２>(文春文庫)  
司馬 遼太郎 著 
文芸春秋 
朝日新聞 2015/03/29 

2003:03. / ３１１ｐ 
978-4-16-766307-0 
560 円〔本体〕+税 

*9784167663070*
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世に棲む日日<３>(文春文庫)  
司馬 遼太郎 著 
文芸春秋 
朝日新聞 2015/03/29 

2003:04. / ３１１ｐ 
978-4-16-766308-7 
560 円〔本体〕+税 

*9784167663087*

 

世に棲む日日<４>(文春文庫)  
司馬 遼太郎 著 
文芸春秋 
朝日新聞 2015/03/29 

2003:04. / ３２４ｐ 
978-4-16-766309-4 
560 円〔本体〕+税 

*9784167663094*

 

Ｔｈｅ ＭＡＮＺＡＩ<１>(ポプラ文庫ピュアフル)  
あさの あつこ 著 
ポプラ社 
朝日新聞 2015/03/29 

2010:02. / ２３８ｐ 
978-4-591-11372-1 
540 円〔本体〕+税 

*9784591113721*

 

古代末期のローマ帝国～多文化の織りなす世界～ 
ジリアン・クラーク/ 足立 広明 著 
白水社 
二～八世紀、大変動の時代をどう見るか 
朝日新聞 2015/03/29 

2015:02. / 207p,15p 
978-4-560-08409-0 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784560084090*

 

書評大全 
共同通信文化部 編 
三省堂 
16 年間の膨大な「書評データ」を一冊に凝縮 
朝日新聞 2015/03/29 

2015:03. / 9p,2545p 
978-4-385-15110-6 
16,500 円〔本体〕+税 

*9784385151106*

 

日本型排外主義～在特会・外国人参政権・東アジア地政学～ 
樋口 直人 著 
名古屋大学出版会 
ヘイトスピーチはなぜ在日コリアンを標的とするのか？謎の多い実態に社会学から

のアプローチで迫る。 
朝日新聞 2015/03/29 

2014:02. / 5p,256p,42p
978-4-8158-0763-4 
4,200 円〔本体〕+税 

*9784815807634*

 

アラスカの小さな家族～バラードクリークのボー～(講談社文学の扉) 
カークパトリック・ヒル/ レウィン・ファム/ 田中 奈津子 著 
講談社 
ゴールドラッシュ後のアラスカを舞台とした、小さな村の愛と自然にあふれた生活。

2014 年、スコット・オデール賞受賞作品！ 
朝日新聞 2015/03/29 

2015:01. / 286p 
978-4-06-283231-1 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784062832311*
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水俣病の民衆史<1> 前の時代 
岡本 達明 著 
日本評論社 
2016 年は水俣病発見 60 年にあたる。未公開の第一級資料を駆使して水俣病激

発村を徹底研究し、闘争の全体像を初めて描き出す。 
朝日新聞 2015/03/29 

2015:03. / 8p,449p 
978-4-535-06517-8 
6,500 円〔本体〕+税 

*9784535065178*

 

桜舞う～おいち不思議がたり～(PHP 文芸文庫 あ 1-3) 
あさの あつこ 著 
ＰＨＰ研究所 
「お願い、助けて…」 散りゆく桜の下で、亡くなったはずの友が囁いた。江戸の菖

蒲長屋を舞台に描く青春時代ミステリー、「おいち不思議がたり」シリーズ第 2 弾。 
朝日新聞 2015/03/29 

2015:02. / 397p 
978-4-569-76303-3 
750 円〔本体〕+税 

*9784569763033*

 

新・戦争のつくりかた 
りぼん・ぷろじぇくと/ りぼん山本 著 
マガジンハウス 
10 年前に今を予言していた平和の絵本「戦争のつくりかた」に、発刊から 10 年間

で起きた事実をまとめた資料を補足する。見返しに、自衛隊の海外派遣地域を示し

た地図あり。 
朝日新聞 2015/03/29 

2014:09. / 55p 
978-4-8387-2710-0 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784838727100*

 

映画とは何か<下>(岩波文庫 33-578-2) 
アンドレ・バザン/ 野崎 歓/ 大原 宣久/ 谷本 道昭 著 
岩波書店 
フランスの映画批評家、アンドレ・バザンの映画理論・批評の集大成の書。下には、

西部劇や映画とエロティシズムに関する考察、イタリアのネオレアリズモを擁護した

論考を収録。 
朝日新聞 2015/03/29 

2015:03. / 284p,21p 
978-4-00-335782-8 
840 円〔本体〕+税 

*9784003357828*

 

ヒーローを待っていても世界は変わらない(朝日文庫 ゆ 10-1) 
湯浅 誠 著 
朝日新聞出版 
民主主義というのは面倒くさいものだ。そして疲れるものだ。その事実を直視するこ

とから始めよう。貧困問題に関する活動と発言を続ける著者が、格差・貧困と民主主

義を大阪から考える。 
朝日新聞 2015/03/29 

2015:02. / 249p 
978-4-02-261818-4 
660 円〔本体〕+税 

*9784022618184*

 

吉田松陰とその家族～兄を信じた妹たち～(中公新書 2291)  
一坂 太郎 著 
中央公論新社 
おおらかな母、教育熱心な父、弟思いの兄、個性豊かな妹弟や叔父…。吉田松陰

の周りには、いつも家族や同志の支えがあった。松陰と彼を愛した人々、彼の「志」

を受け継いだ者たちを描く幕末群像。 
朝日新聞 2015/03/29 

2014:10. / 3p,268p 
978-4-12-102291-2 
880 円〔本体〕+税 

*9784121022912*
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今日も嫌がらせ弁当～反抗期ムスメに向けたキャラ弁ママの逆襲～ 
ttkk 著 
三才ブックス 
お弁当名「呪いのランチタイム」「食欲減退」「本音吐露」…。「仕返し弁当」を高校 3
年間、作り続け、食べ続けたシングルマザーと反抗期女子高生親子の泣き笑いお

弁当エッセイ。ブログをもとに書籍化。 
朝日新聞 2015/03/29 

2015:02. / 208p 
978-4-86199-756-3 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784861997563*

 

吉田松陰(文春学藝ライブラリー) 
玖村 敏雄 著 
文藝春秋 
亡命、ペリー直訴事件、老中暗殺計画、二度の獄中生活、そして死刑。「松下村塾

の熱血教師」の激しすぎる生涯を細大漏らさず記録した「吉田松陰全集」全十巻編

纂者による評伝。動乱の幕末に散った思想家の実像に迫る。 
朝日新聞 2015/03/29 

2014:12. / 407p 
978-4-16-813036-6 
1,140 円〔本体〕+税 

*9784168130366*

 

花宴(朝日文庫 あ 66-1) 
あさの あつこ 著 
朝日新聞出版 
代々、藩の勘定奉行を務める西野家の一人娘、紀江は、祝言の後も、かつての想

い人を忘れることができなかった。ある朝、夫から思いも寄らない事実を告げられ

…。過酷な運命を生きる女性が示す夫婦の形を描いた時代小説。 
朝日新聞 2015/03/29 

2015:01. / 236p 
978-4-02-264763-4 
540 円〔本体〕+税 

*9784022647634*

 

成瀬巳喜男 映画の面影(新潮選書) 
川本 三郎 著 
新潮社 
戦前は「小津は二人いらない」と言われ、戦後は黒澤作品の添え物も撮った監督成

瀬巳喜男。なぜ彼の撮った女優はかくも美しく、懐かしいのか。「行きつく映画は成

瀬」という著者が刻む名匠の世界。『新潮 45』連載に加筆。 
朝日新聞 2015/03/29 

2014:12. / 220p 
978-4-10-603760-3 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784106037603*

 

アメリカ史「読む」年表事典<4> 20-21 世紀 
中村 甚五郎 著 
原書房 
超大国アメリカの光と影、決して平坦ではなかった約 400 年間の軌跡を詳しく描き

出した、読む「年表」。4 は、20 世紀後半から 21 世紀にかけての冷戦時代とその終

焉、超大国となってゆく現代のアメリカの歴史をたどる。 
朝日新聞 2015/03/29 

2014:12. / 1082p 
978-4-562-05119-9 
9,500 円〔本体〕+税 

*9784562051199*

 

いま、話したいこと～東アジアの若者たちの歴史対話と交流～(子どもの未来社*
ブックレット No.003) 
室田 元美 著 
子どもの未来社 
日中韓を中心とした中学生・高校生が戦争に関連した場所を訪れともに学ぶ「東ア

ジア青少年歴史体験キャンプ」など、若者たちが海を越えて出会い、タブー視され

ている歴史をいっしょに学び、考えようとしている試みを紹介。 
朝日新聞 2015/03/29 

2014:03. / 79p 
978-4-86412-046-3 
800 円〔本体〕+税 

*9784864120463*
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新しい音楽とことば～13 人の音楽家が語る作詞術と歌詞論～(SPACE SHOW-
ER BOOKS) 
石野 卓球 著, 磯部 涼 編 
スペースシャワーネットワーク 
歌詞ってなんだ? 「J-POP の歌詞が劣化した」と嘆かれる今、“歌のことば”のポテン

シャルに迫ったロング・インタヴュー集。石野卓球、大森靖子、菊地成孔、後藤正

文、じん、高城晶平ら 13 編のインタヴューを収録。 
朝日新聞 2015/03/29 

2014:11. / 350p 
978-4-907435-42-4 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784907435424*

 

ゴルバチョフが語る冷戦終結の真実と 21 世紀の危機(NHK 出版新書 455) 
山内 聡彦/ NHK 取材班 著 
ＮＨＫ出版 
ウクライナ危機を発端とする深刻な米ロ対立は、このまま「第二の冷戦」を生んでし

まうのか? ゴルバチョフなど世界史を変えた男たちが集い、冷戦終結の舞台裏を明

かすとともに、いま出来しつつある危機の深層を解きあかす。 
朝日新聞 2015/03/29 

2015:03. / 252p 
978-4-14-088455-3 
780 円〔本体〕+税 

*9784140884553*

 

三成の不思議なる条々 
岩井 三四二 著 
光文社 
関ケ原の合戦から 30 年。亡き石田三成を知る人々を訪ね歩く町人がいた。敵対武

将の家臣、三成の小姓…。多種多様の視点で暴かれる三成の素顔とは? そして町

人が受けた「密命」とは? 『小説宝石』掲載を改題、加筆修正。 
朝日新聞 2015/03/29 

2015:01. / 361p 
978-4-334-92986-2 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784334929862*

 

植物図鑑(幻冬舎文庫 あ-34-3) 
有川 浩 著 
幻冬舎 
「お嬢さん、よかったら俺を拾ってくれませんか? 咬みません。躾のできたよい子で

す」 思わず拾ってしまったイケメン・イツキとさやかの風変わりな同居生活が始まっ

た。とびきり美味しい“道草”恋愛小説。レシピも掲載。 
朝日新聞 2015/03/29 

2013:01. / 425p 
978-4-344-41968-1 
686 円〔本体〕+税 

*9784344419681*

 

漆黒の森(創元推理文庫 M フ 31-1) 
ペトラ・ブッシュ/ 酒寄 進一 著 
東京創元社 
黒い森を訪れた編集者のハンナが、女性の死体を発見。被害者は帰郷したばかり

の妊婦だったが、胎児が消えていた。村に伝わる不吉な言い伝えや、過去の嬰児

失踪事件と関わりが? 堅物刑事&敏腕女性編集者が連続殺人を追う! 
朝日新聞 2015/03/29 

2015:02. / 472p 
978-4-488-26003-3 
1,280 円〔本体〕+税 

*9784488260033*

 

フューチャー・オブ・マインド～心の未来を科学する～ 
ミチオ・カク/ 斉藤 隆央 著 
ＮＨＫ出版 
テレパシー、記憶の増強、AI…。SF が現実になる! 理論物理学の権威であり、語り

の名手でもあるカク博士が、「心」をめぐる科学の 前線と、そこから導かれる驚愕の

未来図を語る。第一級のサイエンス・ノンフィクション。 
朝日新聞 2015/03/29 

2015:02. / 508p 
978-4-14-081666-0 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784140816660*
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虹色ほたる～永遠の夏休み～(アルファポリス COMICS) 
あさひ まどか/ 川口 雅幸 著 
アルファポリス 
タイムスリップした 30 年以上前の村。それはユウタにとって、かけがえのないもうひ

とつの夏休みの始まりだった…。累計 30 万部突破の夏の感動ファンタジー小説、

待望のコミックス化!! 2012 年 5 月 19 日、アニメ映画全国公開! 
朝日新聞 2015/03/29 

2012:05. / 242p 
978-4-434-16654-9 
700 円〔本体〕+税 

*9784434166549*

 

吉田松陰(岩波文庫 青 154-1)  
徳富猪一郎 著 
岩波書店 
明治の元勲はすでに位高く志満ちて意欲を失ない，今や維新の大業はなかば荒

廃したという切実な認識から，では現状をいかに打破するかの精神的課題を，松陰

像に結晶させた蘇峰．その若々しい筆致は，本書を傑出した史論・人物論たらしめ

ている．明治二十六年版を底本にし，読みやすさに意を用いた． （注・解説 植手

通有） 
朝日新聞 2015/03/29 

1981:11. / 282p 
978-4-00-331541-5 
780 円〔本体〕+税 

*9784003315415*

 

朝鮮と日本に生きる～済州島から猪飼野へ～(岩波新書 新赤版 1532) 
金 時鐘 著 
岩波書店 
日本統治下の済州島で育った著者は、1945 年の「解放」を機に朝鮮人として目覚

め、自主独立運動に飛びこむ。四・三事件、来日後の猪飼野での生活など波乱万

丈の半生を語る詩人の回想記。『図書』連載に大幅加筆。 
朝日新聞 2015/03/29 

2015:02. / 6p,291p 
978-4-00-431532-2 
860 円〔本体〕+税 

*9784004315322*

 

映画とは何か<上>(岩波文庫 33-578-1) 
アンドレ・バザン/ 野崎 歓/ 大原 宣久/ 谷本 道昭 著 
岩波書店 
フランスの映画批評家、アンドレ・バザンの映画理論・批評の集大成の書。上には、

モンタージュの拒絶、映画と演劇の関係など映画における「現実」とは何かを追究し

た論考を収録。 
朝日新聞 2015/03/29 

2015:02. / 369p 
978-4-00-335781-1 
1,020 円〔本体〕+税 

*9784003357811*

 

民のいない神(EXLIBRIS) 
ハリ・クンズル 著 
白水社 
ピンチョンとデリーロの系譜に連なる傑作 
朝日新聞 2015/03/29、日本経済新聞 2015/03/29 

2015:02. / 382p 
978-4-560-09038-1 
2,900 円〔本体〕+税 

*9784560090381*

 

橋川文三 日本浪曼派の精神 
宮嶋 繁明 著 
弦書房 
丸山眞男、吉本隆明、竹内好らと交流を重ね、昭和精神史の研究で重要な著作を

残した思想家・橋川文三。雌伏の時代だったその前半生を追い、人間と思想の源

流に迫る評伝。『隣人』掲載をもとに書籍化。 
東京・中日新聞 2015/03/01 

2014:11. / 317p 
978-4-86329-108-9 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784863291089*
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保春院義姫～伊達政宗の母～ 
高橋 義夫 著 
中央公論新社 
群雄割拠する戦国時代の東北。 上義守の娘・義姫に、伊達輝宗との縁談が持ち

込まれた。嫁いだ義姫は政宗はじめ三子を生すが、伊達家の勢力拡大とともに両

家間に暗雲が立ちこめ…。義姫の覚悟と真実を描く歴史長篇。 
東京・中日新聞 2015/03/01 

2015:01. / 261p 
978-4-12-004692-6 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784120046926*

 

フランスが生んだロンドン イギリスが作ったパリ 
ジョナサン・コンリン/ 松尾 恭子 著 
柏書房 
シャーロックホームズはフランスに、フレンチカンカンはイギリスに、そのルーツが存

在していた-。近代都市へと変貌を遂げる 18・19 世紀に、海をへだてて競い合った

ふたつの首都、ロンドンとパリ。その歴史の交差を描く。 
東京・中日新聞 2015/03/01 

2014:12. / 373p 
978-4-7601-4511-9 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784760145119*

 

占領空間のなかの文学～痕跡・寓意・差異～(岩波現代全書 052) 
日高 昭二 著 
岩波書店 
占領空間のなかで、人々はどのような文学的営為を繰り広げていたのか。未曽有の

経験の下に紡がれた様々なテクストを精緻にたどることから、自由と解放、GHQ に

よる検閲など、同時代の状況をめぐる人々の意識の諸相に迫る。 
東京・中日新聞 2015/03/01、朝日新聞 2015/03/01 

2015:01. / 10p,292p 
978-4-00-029152-1 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784000291521*

 

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。 
東京・中日新聞 2015/03/08 

2014:11. / 449p 
978-4-309-02345-8 
2,900 円〔本体〕+税 

*9784309023458*

 

新井豊美評論集<1> 「ゲニウスの地図」への旅 
新井 豊美 著 
思潮社 
「昭和 10 年代に生まれたものにとって、戦争とは、余儀なき原点」として詩的出発を

果たした著者の、生涯をかけて貫かれた問いの姿勢-。吉本隆明から山本陽子、菅

谷規矩雄まで、新井豊美による評論を集成。 
東京・中日新聞 2015/03/08 

2014:11. / 243p 
978-4-7837-1696-9 
2,700 円〔本体〕+税 

*9784783716969*

 

失われた日本の景観～「まほろばの国」の終焉～ 
浅見 和彦/ 川村 晃生 著 
緑風出版 
高度成長期以降からの日本の景観破壊はいつまで続くのか。かつてこの国の随所

にあった「まほろば」を訪ね歩いて現在の様子を検証し、危機的状況に警鐘を鳴ら

す。『高尾山の自然をまもる市民の会』会報連載ほかを書籍化。 
東京・中日新聞 2015/03/08 

2015:01. / 221p 
978-4-8461-1501-2 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784846115012*



 36  

 

核と日本人～ヒロシマ・ゴジラ・フクシマ～(中公新書 2301)  
山本 昭宏 著 
中央公論新社 
唯一の戦争被爆国である日本。報道、世論、知識人、さらにはマンガ、映画などの

ポピュラー文化に注目、戦後日本人の核エネルギーへの嫌悪と歓迎に揺れる複雑

な意識と、その軌跡を追う。 
東京・中日新聞 2015/03/08、朝日新聞 2015/03/29 

2015:01. / 6p,266p 
978-4-12-102301-8 
880 円〔本体〕+税 

*9784121023018*

 

東国から読み解く古墳時代(歴史文化ライブラリー 394) 
若狭 徹 著 
吉川弘文館 
上毛野地域を軸に時代の様相をリアルに再現 
東京・中日新聞 2015/03/15 

2015:02. / 6p,229p 
978-4-642-05794-3 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784642057943*

 

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。 
東京・中日新聞 2015/03/15 

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

*9784062882965*

 

地球科学の開拓者たち～幕末から東日本大震災まで～(岩波現代全書 053) 
諏訪 兼位 著 
岩波書店 
日本の地球科学は、どのようにしてはじまり、発展してきたのか。幕末から現在ま

で、その発展に大きく貢献した研究者 24 名に焦点を当て、日本の地球科学の流れ

を描き出す。 
東京・中日新聞 2015/03/15 

2015:01. / 
12p,264p,12p 
978-4-00-029153-8 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784000291538*

 

マザーテレサ来て、わたしの光になりなさい! 
マザー・テレサ/ ブライアン・コロディエチュック/ 里見 貞代 著 
女子パウロ会 
ほほ笑みの中神への激しい渇きが隠されていた 
読売新聞 2015/03/01 

2014:11. / 594p,39p 
978-4-7896-0730-8 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784789607308*

 

「君が代」日本文化史から読み解く(平凡社新書 762) 
杜 こなて 著 
平凡社 
「君が代」を日本音楽の伝統に位置づけ考察する 
読売新聞 2015/03/01 

2015:01. / 255p 
978-4-582-85762-7 
820 円〔本体〕+税 

*9784582857627*

 

大宇宙 MAP～天体の距離から見えてくる宇宙の構造～(大人のための科学入門) 
沼澤 茂美/ 脇屋 奈々代 著 
誠文堂新光社 
地球から宇宙の果てまで、出会う天体の距離やその特徴を解説する。宇宙を旅行

する感覚で、宇宙の広がりが体感できる。 
読売新聞 2015/03/01 

2014:05. / 143p 
978-4-416-11447-6 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784416114476*
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新東京文学散歩～上野から麻布まで～(講談社文芸文庫 の G1) 
野田 宇太郎 著 
講談社 
鴎外旧居の観潮楼から荷風旧居の偏奇館まで、考古家の足と詩人の眼で歩き尽く

した東京文学ゆかりの地。文学散歩はここから始まった。 
読売新聞 2015/03/01 

2015:02. / 287p 
978-4-06-290260-1 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784062902601*

 

時代劇は死なず!～京都太秦の「職人」たち～ 完全版(河出文庫 か 27-1) 
春日 太一 著 
河出書房新社 
『新選組血風録』『木枯し紋次郎』『座頭市』『必殺』…傑作時代劇誕生の裏側を証

言と秘話で綴る白熱の時代劇史、大幅増補・完全版。 
読売新聞 2015/03/01 

2015:02. / 265p 
978-4-309-41349-5 
740 円〔本体〕+税 

*9784309413495*

 

科学で勝負の先を読む～投資からテニスまで先を読むため・読まれないための実

践ガイド～ 
ウィリアム・パウンドストーン/ 松浦 俊輔 著 
青土社 
じゃんけん、PK、宝くじ、株式投資…。「気まぐれ」に見える人間の行動にも、意外な

法則が隠されていた! 数学・心理学・統計学・行動経済学などを武器に、世の中を

先読みする究極の実践マニュアル。 
読売新聞 2015/03/01 

2014:12. / 328p,22p 
978-4-7917-6840-0 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784791768400*

 

顔を忘れるフツーの人、瞬時に覚える一流の人～「読顔術」で心を見抜く～(中公

新書ラクレ 515) 
山口 真美 著 
中央公論新社 
「目だけ笑ってない人」の腹の底、写真や化粧などの良い印象の作り方、「相貌失

認」の症状…。「顔を読む」読顔術について、認知心理学の知見に基づき解説す

る。面白くて役に立つ実践的「顔学」入門講座。 
読売新聞 2015/03/01 

2015:01. / 221p 
978-4-12-150515-6 
820 円〔本体〕+税 

*9784121505156*

 

時代(とき)を刻んだ貌～田沼武能写真集～ 
田沼 武能 著 
クレヴィス 
貌にはそれぞれのドラマを演じてきた人間の味わいがある-。写真の仕事を始めて

65 年、人間の写真を撮り続ける著者の偉業ともいうべき写真集。昭和の文化を創り

あげた諸家 240 人の傑作写真を収録する。 
読売新聞 2015/03/01 

2014:12. / 6p,323p 
978-4-904845-47-9 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784904845479*

 

膝を打つ(文春文庫 ま 2-27) 
丸谷 才一 著 
文藝春秋 
丸谷さんにとって、ユーモアエッセイ・対談は、小説・評論と並ぶ重要な創作の柱だ

った。名著「食通知つたかぶり」「日本語相談」「思考のレッスン」などのエッセイと、

吉行淳之介、大岡信らとの対談を収録する。 
読売新聞 2015/03/01 

2015:02. / 446p 
978-4-16-790305-3 
900 円〔本体〕+税 

*9784167903053*
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スピーチライター～言葉で世界を変える仕事～(角川 one テーマ 21 D-57) 
蔭山 洋介 著 
KADOKAWA 
オバマ、ブッシュ、安倍晋三など、世界を動かす大物の演説を支える「スピーチライ

ター」。日本でも彼らの活動の場は広まりつつある。国際会議出席者や上場企業経

営者をサポートしている著者が、その内実を明かす。 
読売新聞 2015/03/01 

2015:01. / 204p 
978-4-04-102843-8 
800 円〔本体〕+税 

*9784041028438*

 

縁の切り方～絆と孤独を考える～(小学館新書 228) 
中川 淳一郎 著 
小学館 
ネットでもリアルでも「つながる」ことは本当に幸せなのか? ネットニュース界の第一

人者が、ネット上での豊富な事件簿や自身の壮絶な体験を赤裸々に振り返りつつ、

本当に重要な人間関係とは何かをあらためて問う。 
読売新聞 2015/03/01 

2014:12. / 253p 
978-4-09-825228-2 
740 円〔本体〕+税 

*9784098252282*

 

古代の女性官僚～女官の出世・結婚・引退～(歴史文化ライブラリー 390) 
伊集院 葉子 著 
吉川弘文館 
日本古代の宮廷で活躍した女官=女性官僚とは、いかなる人びとだったのか。出仕

のルートや日常業務、出世や俸給、結婚や引退、死に至るまでのライフコースを辿

り、天皇の政務と日常生活を支えた女性の生き方を描く。 
読売新聞 2015/03/01 

2014:12. / 7p,246p 
978-4-642-05790-5 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784642057905*

 

石の物語～中国の石伝説と『紅楼夢』『水滸伝』『西遊記』を読む～ 
ジン・ワン/ 廣瀬 玲子 著 
法政大学出版局 
「紅楼夢」「水滸伝」「西遊記」がすべて石から始まる物語であることに着目し、中国

のテクストの歴史を遡り、石をめぐる伝説を博捜する。それらを踏まえて 3 つの文学

作品を読解し、そのテクスト相関性を明らかにする。 
読売新聞 2015/03/01 

2015:01. / 
10p,419p,29p 
978-4-588-49508-3 
4,800 円〔本体〕+税 

*9784588495083*

 

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。 
読売新聞 2015/03/01 

2014:12. / 10p,242p 
978-4-00-431519-3 
780 円〔本体〕+税 

*9784004315193*

 

放射線を浴びた X 年後 
伊東 英朗 著 
講談社 
被ばくしたのは第五福竜丸だけではなかった…。ビキニ水爆実験から 30 年後、海

の男達が自らの死を通して送り続ける声を受け取った高校生と教師がいた。彼らの

足跡をもとに真実を追い求めた地方局ディレクター10 年間の記録。 
読売新聞 2015/03/01 

2014:11. / 229p 
978-4-06-218163-1 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784062181631*
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障害のある子の家族が知っておきたい「親なきあと」～お金の管理 住むところ 日

常のケア～ 
渡部 伸 著 
主婦の友社 
あせらなくていい、ただできることはできるときにやっておく。そうすれば「親なきあと」

も、子どもは社会の中で生活していけます-。障害のある子の家族のために、お金の

管理や住まいなど、「親なきあと」の対応策を紹介する。 
読売新聞 2015/03/01 

2014:12. / 191p 
978-4-07-299387-3 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784072993873*

 

青べか物語(山本周五郎長篇小説全集 第 26 巻) 
山本 周五郎 著 
新潮社 
山本周五郎の長篇・中篇小説を網羅。第 26 巻は、うらぶれた漁師町の住人たちに

翻弄される、売れない小説家の“私”の生活を描いた傑作自伝的小説「青べか物

語」を収録する。沢木耕太郎のエッセイ、服部康喜の解説なども掲載。 
読売新聞 2015/03/01 

2015:02. / 366p 
978-4-10-644066-3 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784106440663*

 

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。 
読売新聞 2015/03/01 

2014:08. / 243p 
978-4-12-102282-0 
820 円〔本体〕+税 

*9784121022820*

 

地方消滅の罠～「増田レポート」と人口減少社会の正体～(ちくま新書 1100) 
山下 祐介 著 
筑摩書房 
「2040 年までに全国の市町村の半数が消滅する」とぶちあげ、「すべての町は救え

ない」と煽った増田レポート。だがその警鐘にこそ、地方を消滅へ導く罠が潜んでい

る。増田レポートの虚妄を暴き、地方再生への道筋を示す。 
読売新聞 2015/03/01、産経新聞 2015/03/15、朝日新聞 2015/03/15 

2014:12. / 301p 
978-4-480-06812-5 
900 円〔本体〕+税 

*9784480068125*

 

西太后秘録～近代中国の創始者～<上> 
ユン・チアン 著 
講談社 
残虐非道で知られるあの西太后は実は名君だった！『ワイルド・スワン』『マオ』で知

られるユン・チアンが全力で描く歴史巨編 
読売新聞 2015/03/01、産経新聞 2015/03/29 

2015:02. / 292p 図版
16p 
978-4-06-219402-0 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784062194020*

 

西太后秘録～近代中国の創始者～<下> 
ユン・チアン 著 
講談社 
残虐非道で知られるあの西太后は実は名君だった！『ワイルド・スワン』『マオ』で知

られるユン・チアンが全力で描く歴史巨編 
読売新聞 2015/03/01、産経新聞 2015/03/29 

2015:02. / 300p 図版
16p 
978-4-06-219403-7 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784062194037*
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日本木造遺産～千年の建築を旅する～ 
藤森 照信/ 藤塚 光政 著 
世界文化社 
日本中の個性的かつ風変わりな木造建築を訪ね歩いた紀行エッセイ。日本木造建

築のエッセンスを知る具体的なガイドになっています。 
読売新聞 2015/03/01、朝日新聞 2015/03/08 

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

*9784418142415*

 

絵画に見る満洲事変と日中戦争～軍人画家武藤夜舟戦争画集～ 
武藤 夜舟 著, 武藤 夜舟/ 高橋 勝浩 編 
国書刊行会 
戦前に美術界の寵児として活躍した軍人画家・武藤夜舟による、戦争画の傑作の

数々を、オールカラーで初めて集大成。 
読売新聞 2015/03/01、朝日新聞 2015/03/15 

2014:12. / 181p 
978-4-336-05826-3 
18,000 円〔本体〕+税 

*9784336058263*

 

ビスマルク～ドイツ帝国を築いた政治外交術～(中公新書 2304)  
飯田 洋介 著 
中央公論新社 
19 世紀ヨーロッパを代表する政治家・ビスマルク。「鉄血宰相」「誠実なる仲買人」

「白色革命家」など数多の異名に彩られるドイツ帝国宰相、その等身大の姿と政治

外交術の真髄に迫る。 
読売新聞 2015/03/01、日本経済新聞 2015/03/01 

2015:01. / 7p,254p 
978-4-12-102304-9 
860 円〔本体〕+税 

*9784121023049*

 

老いてさまよう～認知症の人はいま～ 
毎日新聞特別報道グループ 著 
毎日新聞社 
「太郎」という仮名のまま施設で暮らしていた男性の家族との再会、線路に迷い込み

轢死した男性の家族にのしかかった巨額賠償請求…。「認知症のいま」をあぶり出

した『毎日新聞』特別報道グループのキャンペーン報道を収録。 
読売新聞 2015/03/01、毎日新聞 2015/03/08 

2015:01. / 255p 
978-4-620-32286-5 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784620322865*

 

ユリイカ～詩と批評～<第 46 巻第 6 号 6 月臨時増刊号> 総特集吉野弘の世界 
青土社 
読売新聞 2015/03/08 

2014:05. / 237p 
978-4-7917-0271-8 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784791702718*

 

現代思想<VOL.43-5<3 月臨時増刊号>> 総特集シャルリ・エブド襲撃/イスラム国

人質事件の衝撃 
青土社 
読売新聞 2015/03/08 

2015:02. / 254p 
978-4-7917-1296-0 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784791712960*

 

新訳説経節～小栗判官・しんとく丸・山椒太夫～ 
伊藤 比呂美 著 
平凡社 
伊藤比呂美による「説経節」の現代語訳 
読売新聞 2015/03/08 

2015:02. / 238p 
978-4-582-83684-4 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784582836844*
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新・外交官の仕事(草思社文庫 か 4-1) 
河東 哲夫 著 
草思社 
東欧課長、ボストン総領事、ロシア大使館公使などを歴任した元外交官の著者が外

交の実態を描くと同時に外交の機微を論じる。 
読売新聞 2015/03/08 

2015:02. / 286p 
978-4-7942-2107-0 
850 円〔本体〕+税 

*9784794221070*

 

中也を読む～詩と鑑賞～ 新版 
中村 稔 著 
青土社 
中也波瀾の 30 年の魂の軌跡を、詩と鑑賞でたどる。評論だけではなく、中也の詩

や日記、手紙などの作品も収録。装いも新たに刊行。 
読売新聞 2015/03/08 

2014:03. / 290p 
978-4-7917-6766-3 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784791767663*

 

涙のしずくに洗われて咲きいづるもの 
若松 英輔 著 
河出書房新社 
悲しみとは、単に死者の不在を嘆くことではなく、むしろ死者が私たちに近づく合図

である。清冽なる書『魂にふれる』の先を描く決定版 
読売新聞 2015/03/08 

2014:01. / 205p 
978-4-309-02252-9 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784309022529*

 

つなわたり 
小林 信彦 著 
文藝春秋 
大阪万博が終わり、日本映画が斜陽に向かう頃、コラムニストの「わたし」は由夏に

再会する。40 代にして女との初舞台を未だ踏まぬまま…。中年の危機をほろ苦く描

く。『文學界』掲載を書籍化。 
読売新聞 2015/03/08 

2015:03. / 197p 
978-4-16-390221-0 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784163902210*

 

汽車旅の酒(中公文庫 よ 5-8)  
吉田 健一 著 
中央公論新社 
旅をこよなく愛する文士が美酒と美食を求めて、金沢、新潟、酒田へ…。吉田健一

による鉄道旅行とそれにまつわる酒・食のエッセイ、短篇小説 2 篇に、観世栄夫の

エッセイ「金沢でのこと」を併せて収録する。 
読売新聞 2015/03/08 

2015:02. / 231p 
978-4-12-206080-7 
800 円〔本体〕+税 

*9784122060807*

 

生類供養と日本人 
長野 浩典 著 
弦書房 
動物(生類)の命をいただいて生きる人間は、その罪悪感からどのように逃れてきた

のか。各地につくられた供養塔を丹念に踏査し、土地の風土や歴史、習俗と動物

(生類)とのかかわりから「供養」の意義を読み解く。 
読売新聞 2015/03/08 

2015:02. / 238p 
978-4-86329-112-6 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784863291126*
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地政学の逆襲～「影の CIA」が予測する覇権の世界地図～ 
ロバート・D.カプラン/ 櫻井 祐子 著 
朝日新聞出版 
国や地域がたどってきた歴史と地理的事実をひもとくことで、先を知る手がかりを得

られる。地政学の古典的思想家たちと彼らの理論を紹介し、ロシア、欧州、中東、中

国などの地理や歴史から今後の世界動向を予測する。 
読売新聞 2015/03/08 

2014:12. / 411p 
978-4-02-331351-4 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784023313514*

 

四国遍路～八八ケ所巡礼の歴史と文化～(中公新書 2298)  
森 正人 著 
中央公論新社 
88 の寺院を巡るあり方を決定づけた僧侶の案内記、新聞記者による遍路道中記、

バスや鉄道の登場がもたらした遍路道の変貌…。近世以降の史料を掘り起こし、伝

説と史実がないまぜになった四国遍路の実態を明らかにする。 
読売新聞 2015/03/08 

2014:12. / 4p,204p 
978-4-12-102298-1 
760 円〔本体〕+税 

*9784121022981*

 

進化とは何か～ドーキンス博士の特別講義～ 
リチャード・ドーキンス 著, リチャード・ドーキンス/ 吉成 真由美 編 
早川書房 
「利己的な遺伝子」で知られるドーキンス博士が、イギリスのティーンズを対象に行

なった名講義のほまれ高いクリスマス・レクチャーを書籍化。レクチャーの全貌を伝

える多数の写真、編訳者による著者インタビューも収録。 
読売新聞 2015/03/08 

2014:12. / 246p 
978-4-15-209513-8 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784152095138*

 

日本に絶望している人のための政治入門(文春新書 1010)  
三浦 瑠麗 著 
文藝春秋 
不毛な左右対立、アベノミクスの歴史的位置づけ、集団的自衛権論争の本質…。

日本政治の力学を徹底的に明らかにしたうえで、まだそこに見出せる政治の可能

性をリアルに提示する。政治ブログ『山猫日記』をもとに書籍化。 
読売新聞 2015/03/08 

2015:02. / 253p 
978-4-16-661010-5 
780 円〔本体〕+税 

*9784166610105*

 

私はなぜ書くのか 
マルグリット・デュラス/ レオポルディーナ・パッロッタ・デッラ・トッレ/ 北代 美和子 
著 
河出書房新社 
ヴェトナムでの幼少期に始まるその生涯と、多岐にわたる創作活動を初めて網羅的

にまとめたインタビュー集。デュラス愛読者には、作家自身による貴重な作品解説

であり、デュラス初心者には、デュラス入門書といえる一冊。 
読売新聞 2015/03/08 

2014:11. / 222p 
978-4-309-20666-0 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784309206660*

 

とことん自転車(小学館新書 238)  
鶴見 辰吾 著 
小学館 
自転車って、おもしろいじゃない! 俳優・鶴見辰吾による、お気軽自転車ライフのす

すめ。自らの体験を通して、自転車の素晴らしさを伝えるとともに、絶景コース、初め

てのロードバイクの選び方などの実践ノウハウを紹介。 
読売新聞 2015/03/08 

2015:02. / 205p 
978-4-09-825238-1 
720 円〔本体〕+税 

*9784098252381*
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言葉が立ち上がる時 
柳田 邦男 著 
平凡社 
言葉が心に届くとは? いのちの息づかいを映す言葉は、どこから生まれてくるのか。

事故・災害等の社会問題や医療問題に永年対峙し続ける著者による「いのちの言

葉」の省察と探究。『こころ』連載に加筆・修正し単行本化。 
読売新聞 2015/03/08 

2013:05. / 237p 
978-4-582-83621-9 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784582836219*

 

ニュートンのりんご、アインシュタインの神～科学神話の虚実～ 
アルベルト・A.マルティネス/ 野村 尚子 著 
青土社 
ガリレオは本当にピサの斜塔からものを落としたのか? ニュートンは落ちるりんごに

よって重力の法則を発想したのか? 何世紀にもわたって脚色され伝播した、科学や

科学者にまつわる常識や通説を調べなおしてくつがえす。 
読売新聞 2015/03/08 

2015:01. / 403p 
978-4-7917-6849-3 
2,900 円〔本体〕+税 

*9784791768493*

 

良心的抵抗への呼びかけ～地球と人間のためのマニフェスト～ 
ピエール・ラビ/ 武藤 剛史 著 
四明書院 
限りなき経済成長のもとで進行する地球環境破壊。無残にも損なわれた自然およ

び生命の秩序と調和。 悪の事態を回避するために、良心の抵抗と団結を呼びか

ける。2002 年フランス大統領予備選に立候補した際の綱領も併録。 
読売新聞 2015/03/08 

2015:01. / 213p 
978-4-9906038-1-6 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784990603816*

 

サヤン、シンガポール～アルフィアン短編集～(アジア文学館) 
アルフィアン・サアット/ 幸節 みゆき 著 
段々社 
公営高層アパートで起きた殺人事件から人のつながりに思いを巡らせる老女。離婚

してゲイとしてカミングアウトすることを決心した中年男…。繁栄の国シンガポールで

ひっそりと不器用に生きる人々の切ない(サヤン)12 の物語。 
読売新聞 2015/03/08 

2015:02. / 244p 
978-4-434-20110-3 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784434201103*

 

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

ん、町の人たちが支える本屋さん、ショッピングセンターのなかの本屋さん…。様々

な本屋を取材。みんなで考えた、あたらしい「町の本屋」論。 
読売新聞 2015/03/08 

2014:12. / 247p 
978-4-904816-13-4 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784904816134*

 

シャルリ・エブド事件を考える 
鹿島 茂/ 関口 涼子/ 堀 茂樹 著 
白水社 
フランス版 911 を識者たちが緊急レポート 
読売新聞 2015/03/08、朝日新聞 2015/03/15 

2015:03. / 133p 
978-4-560-08430-4 
925 円〔本体〕+税 

*9784560084304*
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寝ても覚めても夢 
ミュリエル・スパーク/ 木村 政則 著 
河出書房新社 
すべてを手に入れた映画監督トムの次女が失踪した。金目当ての誘拐か、親に反

抗しての蒸発か。行方がつかめぬまま、今度はトムの知人が銃撃され…。イギリスの

ブラックユーモアの女王が贈る、奇妙な家族の物語。 
読売新聞 2015/03/08、朝日新聞 2015/03/15 

2015:01. / 188p 
978-4-309-20668-4 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784309206684*

 

老人喰い～高齢者を狙う詐欺の正体～(ちくま新書 1108) 
鈴木 大介 著 
筑摩書房 
オレオレ詐欺、騙り調査、やられ名簿…。詐欺を行う若者たちは、どのような手口で

高齢者を騙しているのか。どのような心理で行っているのか。裏稼業の若者たちに

迫ることから、階層化社会となった日本の問題をあぶりだす。 
読売新聞 2015/03/08、朝日新聞 2015/03/15、毎日新聞 2015/03/15 

2015:02. / 238p 
978-4-480-06815-6 
800 円〔本体〕+税 

*9784480068156*

 

東京空襲写真集～決定版～ 
早乙女 勝元 著, 早乙女 勝元/ 東京大空襲・戦災資料センター 編 
勉誠出版 
東京への空襲の全貌を明らかにする決定版写真集。初公開となる写真も含め、

1400 枚超をはじめて集成。詳細な解説と、「全空襲写真リスト」「本土空襲地域別死

者数一覧」など豊富な関連資料を付す。 
読売新聞 2015/03/08、毎日新聞 2015/03/08 

2015:02. / 7p,521p 
978-4-585-27019-5 
12,000 円〔本体〕+税 

*9784585270195*

 

地震は必ず予測できる！(集英社新書 0772G)  
村井 俊治 著 
集英社 
人工衛星で測定した「地表の動きを記録した数値データ」を根拠とする独自の地震

予測法により、2014 年 1 月以降に起きた震度 5 以上の地震をことごとく予測した著

者。画期的な地震予測のメカニズムを余すところなく明かす。 
読売新聞 2015/03/08、毎日新聞 2015/03/15 

2015:01. / 172p 
978-4-08-720772-9 
680 円〔本体〕+税 

*9784087207729*

 

秘密の花園 改版(新潮文庫)  
フランシス・エリザ・バ－ネット/ 龍口直太郎 著 
新潮社 
読売新聞 2015/03/15 

1994:01. / ４２７ｐ 
978-4-10-210503-0 
590 円〔本体〕+税 

*9784102105030*

 

あなたの人生の物語(ハヤカワ文庫 ＳＦ)  
テッド・チャン/ 浅倉 久志 著 
早川書房 
読売新聞 2015/03/15 

2003:09. / ５２１ｐ 
978-4-15-011458-9 
960 円〔本体〕+税 

*9784150114589*
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裏が、幸せ。 
酒井 順子 著 
小学館 
控え目でも強い光を放つ日本海側の魅力満載 
読売新聞 2015/03/15 

2015:02. / 238p 
978-4-09-388410-5 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784093884105*

 

日本の春画・艶本研究 
石上 阿希 著 
平凡社 
春画をテーマとした日本初の博士論文が公刊 
読売新聞 2015/03/15 

2015:02. / 365p 図版
16p 
978-4-582-66216-0 
6,500 円〔本体〕+税 

*9784582662160*

 

本で床は抜けるのか 
西牟田 靖 著 
本の雑誌社 
大量の蔵書をどう処分するか? 良の解決策を求め様々な人へ取材に。本好きが

直面する問題をレポート。 
読売新聞 2015/03/15 

2015:02. / 253p 
978-4-86011-267-7 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784860112677*

 

人生をいじくり回してはいけない(ちくま文庫 み 4-39) 
水木 しげる 著 
筑摩書房 
太平洋戦争時、激戦地ラバウルで左腕を失い、帰国後、紙芝居画家を経て、漫画

家になった水木しげる。その半生をユーモアたっぷりに綴ったエッセイの数々を収

録。 
読売新聞 2015/03/15 

2015:02. / 237p 
978-4-480-43249-0 
680 円〔本体〕+税 

*9784480432490*

 

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。 
読売新聞 2015/03/15 

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

*9784788514126*

 

サザエさんの東京物語(文春文庫 は 47-1) 
長谷川 洋子 著 
文藝春秋 
父の死と上京、東京ショック、姉妹社の船出、町子姉の大病、母の晩年、そして別

れ…。長谷川町子の実の妹が、姉の素顔を綴る。「サザエさん」さながらの、賑やか

で波乱万丈な昭和の家族の物語。 
読売新聞 2015/03/15 

2015:03. / 231p 
978-4-16-790331-2 
590 円〔本体〕+税 

*9784167903312*
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進化から見た病気～「ダーウィン医学」のすすめ～(ブルーバックス)  
栃内 新 著 
講談社 
ヒトが病気になるのは、進化の結果だった！ 進化論から病気の原因や治療法をさ

ぐる「ダーウィン医学」では、病気を進化による必然だと考える。生物学から病気を

捉え直し、その意味を解き明かす。 
読売新聞 2015/03/15 

2009:01. / ２０１ｐ 
978-4-06-257626-0 
820 円〔本体〕+税 

*9784062576260*

 

皇后美智子さまの御歌 
皇后/ 割田 剛雄/ 小林 隆/ 鈴木 理策 著 
パイインターナショナル 
母として子を愛しむ気持ち、天皇陛下に寄り添う心、そして皇后としての決意。ひと

りの女性としての美智子さまを、美しい和歌と写真を通じて紹介します。御歌が詠わ

れた背景の説明や関連コラムも掲載。 
読売新聞 2015/03/15 

2015:01. / 315p 
978-4-7562-4581-6 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784756245816*

 

ねじめ正一の商店街本気グルメ(廣済堂新書 052) 
ねじめ 正一 著 
廣済堂出版 
作家ねじめ正一のたっぷりダシの利いた食エッセイ。本枯節、さつま揚げ、チャー

ハン…。子供の頃から今にいたる、様々な食べ物の思い出を辿りながら、自分にと

ってそれぞれの食べ物とは一体何なのかを探る。 
読売新聞 2015/03/15 

2015:02. / 295p 
978-4-331-51917-2 
833 円〔本体〕+税 

*9784331519172*

 

もの食う話(文春文庫 編 5-10) 
文藝春秋 編 
文藝春秋 
物を食べることには大いなる神秘と驚異が潜んでいる。堀口大學「シャンパンの

泡」、夢野久作「一ぷく三杯」、筒井康隆「人喰人種」など、食にまつわる不安と喜

び、恐怖と快楽を表現した傑作全 34 編を収録する。 
読売新聞 2015/03/15 

2015:02. / 302p 
978-4-16-790291-9 
560 円〔本体〕+税 

*9784167902919*

 

SEKAI NO OWARI 
世界の終わり 著 
ロッキング・オン 
インディーシングル「幻の命」から 新アルバム「Tree」まで、SEKAI NO OWARI の

全軌跡を辿った公式ヒストリーブック。4 人それぞれが生い立ちを語った半生記や、

貴重な撮り下ろし写真も一挙掲載。 
読売新聞 2015/03/15 

2015:02. / 341p 
978-4-86052-120-2 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784860521202*

 

ねこの秘密(文春新書 990) 
山根 明弘 著 
文藝春秋 
ねこは美しく、しなやかで、俊敏で、気まぐれで、気高く、神秘的。その魅力はいっ

たいどこから来るのでしょうか? そして、どんな一生を送っているのでしょうか? 知ら

れざるねこの生態を動物学者が解き明かします。 
読売新聞 2015/03/15 

2014:09. / 236p 
978-4-16-660990-1 
770 円〔本体〕+税 

*9784166609901*
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もう、だまされない!近藤誠の「女性の医学」 
近藤 誠 著 
集英社 
女性たちが医者の食いものにならないために-。医者の言いなりにならず、自分で考

える医療を提案し続ける医師が、女性の病に焦点をあて、医者やクスリや誤った思

い込みに惑わされずに、元気に長生きするヒントを提唱する。 
読売新聞 2015/03/15 

2015:01. / 309p 
978-4-08-781549-8 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784087815498*

 

それでも世界は文学でできている(対話で学ぶ<世界文学>連続講義 3) 
沼野 充義 著 
光文社 
加賀乙彦、谷川俊太郎、田原、辻原登、ロジャー・パルバースらを対談ゲストに迎

え、文学について様々な角度から話し合う。イベント「続・世界は文学でできている-
10 代から出会う翻訳文学案内」などの講演をもとに再構成。 
読売新聞 2015/03/15 

2015:03. / 291p 
978-4-334-97815-0 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784334978150*

 

分析哲学講義(ちくま新書 944) 
青山 拓央 著 
筑摩書房 
「言葉はなぜ意味をもつのか」「自然科学における自然とは何か」などの問いから、

可能世界、心の哲学、時間と自由といったテーマまで、哲学史上の優れた議論を

素材に、問題を正確に考え抜く「道具」としての分析哲学を紹介。 
読売新聞 2015/03/15 

2012:02. / 270p 
978-4-480-06646-6 
840 円〔本体〕+税 

*9784480066466*

 

幸せ嫌い 
平 安寿子 著 
集英社 
結婚欲満々、そこそこモテる人生を送ってきたのに、未婚のまま三十路を迎えた麻

美。理想の相手をゲットするため風変わりな結婚相談所で働くことに…。“結婚”の

見方がきっと変わる痛快長編! 『小説すばる』掲載を単行本化。 
読売新聞 2015/03/15 

2015:02. / 280p 
978-4-08-771599-6 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784087715996*

 

禁断のレシピ 
枝元 なほみ/ 多賀 正子 著 
ＮＨＫ出版 
エンドレストッピングカレー、フランスパン 1 本サンドイッチ…。料理研究家の枝元な

ほみと多賀正子が、量やカロリーを気にせずに考えた、自慢の料理たちを紹介。

『NHK きょうの料理』連載をもとに新しい料理を加えて書籍化。 
読売新聞 2015/03/15 

2014:06. / 95p 
978-4-14-033284-9 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784140332849*

 

猫語の教科書～共に暮らすためのやさしい提案～ 
野澤 延行 著 
池田書店 
何を考え何を望んでいるのか、猫はいつも人に向けて猫語という形で発信し続けて

います。「ごろごろ」「ふみふみ」等の猫語を理解する秘策を伝授すると共に、猫と快

適に暮らすコツ、健康管理のポイントなどを写真を交えて紹介。 
読売新聞 2015/03/15 

2012:02. / 175p 
978-4-262-13130-6 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784262131306*
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駅をデザインする(ちくま新書 1112) 
赤瀬 達三 著 
筑摩書房 
案内表示のデザイン思想とはいかなるものか、日本の空間・サイン整備の歴史をた

どりつつ論じ、現在の日本と海外の駅を比較。混迷を深める日本の公共空間を批

判的に検討し、利用者本位の、交通システムのあるべき姿を展望する。 
読売新聞 2015/03/15 

2015:02. / 254p 
978-4-480-06816-3 
980 円〔本体〕+税 

*9784480068163*

 

すべては今日から(新潮文庫 こ-38-2) 
児玉 清 著 
新潮社 
もっと小説を読んで下さい。未来を築くために-。面白本を愛し、爽快に生きた愛書

家俳優・児玉清が、流麗にして熱烈な語り口で書き遺したエッセイと書評を収録す

る。 
読売新聞 2015/03/15、朝日新聞 2015/03/22 

2015:02. / 318p 
978-4-10-130652-0 
550 円〔本体〕+税 

*9784101306520*

 

永い言い訳 
西川 美和 著 
文藝春秋 
長年連れ添った妻・夏子を突然のバス事故で失った、人気作家の津村啓。同じ事

故で母親を失った一家と出会い、はじめて夏子と向き合いはじめるが…。死者と残

された者たちの絆の不確かさを描く、感涙の物語。 
読売新聞 2015/03/15、朝日新聞 2015/03/22 

2015:02. / 309p 
978-4-16-390214-2 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784163902142*

 

デジタル・アーカイブの最前線～知識・文化・感性を消滅させないために～(ブルー

バックス B-1904) 
時実 象一 著 
講談社 
忘れ去られ、破壊され、失われていく「知の遺産」を永久に記憶にとどめておくため

のデジタル・アーカイブの実情と課題と可能性とは 
読売新聞 2015/03/15、日本経済新聞 2015/03/15 

2015:02. / 218p 
978-4-06-257904-9 
860 円〔本体〕+税 

*9784062579049*

 

末期を超えて～ALS とすべての難病にかかわる人たちへ～ 
川口 有美子 著 
青土社 
難病 ALS(筋萎縮性側索硬化症)には、日々の生を紡ぐローカルなケアの歴史と、

人類の未来への叡智がある。ALS の母親の介護を経て支援者として活動する著者

が重ねた、様々な立場で「生」を実践・支援する人々との対話。 
読売新聞 2015/03/15、日本経済新聞 2015/03/15 

2014:12. / 249p 
978-4-7917-6838-7 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784791768387*

 

専業主婦になりたい女たち(ポプラ新書 049) 
白河 桃子 著 
ポプラ社 
女性の社会進出が叫ばれる今、専業主婦のリアルから見えてくる“フツウの幸せ”の

大きな代償とは何か? 未婚女性のなかに広がる「専業主婦願望」の実態を描く。20
代独身男子たちの本音の座談会も収録。 
読売新聞 2015/03/16 

2014:12. / 250p 
978-4-591-14252-3 
780 円〔本体〕+税 

*9784591142523*
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言振り～琉球弧からの詩・文学論～ 
高良 勉 著 
未来社 
詩人・批評家としての本来の主戦場である詩と文学において、その琉球からの野太

い声を存分に響かせた評論集。沖縄出自の言語感覚を思いきり開ききったことばの

ポリフォニー。「魂振り」の姉妹篇。 
読売新聞 2015/03/17 

2015:02. / 309p 
978-4-624-60117-1 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784624601171*

 

グラフィティ 
岡本 啓 著 
思潮社 
ここにあるものと、ありえたもの、その 揺らぎに身体ごと奪われる だれかがいつか

忘れていった声に ふるえる瞬間がある(「グラフィティ」より) 『現代詩手帖』の新人

作品欄への投稿をまとめた第 1 詩集。 
読売新聞 2015/03/17 

2014:11. / 96p 
978-4-7837-3458-1 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784783734581*

 

一滴の宇宙～歌仙～ 
岡野 弘彦/ 三浦 雅士/ 長谷川 櫂 著 
思潮社 
目黒川 あかとき白し 花いかだ 宵寝のあとの 長き朧夜 見晴るかす 蓮華畑に人

ひとり もぐらの孔をほじる 村の子(「花筏」より) 歌人・岡野弘彦(乙三)、文芸評論

家・三浦雅士、俳人・長谷川櫂による歌仙。 
読売新聞 2015/03/17 

2015:02. / 115p 
978-4-7837-3463-5 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784783734635*

 

辻征夫詩集(岩波文庫 31-198-1) 
辻 征夫 著, 辻 征夫/ 谷川 俊太郎 編 
岩波書店 
話し言葉を巧みに使って書いた素直なことばが生のリアリティーを映し出し、重層的

な、混沌とした時空間を喚びおこす。現代抒情詩の第一人者・辻征夫の、単行詩集

未収録詩篇を含めた約 70 篇を収録した詩集。 
読売新聞 2015/03/17 

2015:02. / 233p 
978-4-00-311981-5 
560 円〔本体〕+税 

*9784003119815*

 

芸術原論(岩波現代文庫)  
赤瀬川 原平 著 
岩波書店 
読売新聞 2015/03/22 

2006:05. / ３４７ｐ 
978-4-00-602103-0 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784006021030*

 

新解さんの謎(文春文庫)  
赤瀬川 原平 著 
文芸春秋 
読売新聞 2015/03/22 

1999:04. / ３１７ｐ 
978-4-16-722502-5 
550 円〔本体〕+税 

*9784167225025*
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父が消えた(河出文庫)  
尾辻 克彦 著 
河出書房新社 
読売新聞 2015/03/22 

2005:06. / ３０４ｐ 
978-4-309-40745-6 
880 円〔本体〕+税 

*9784309407456*

 

超芸術トマソン(ちくま文庫)  
赤瀬川原平 著 
筑摩書房 
読売新聞 2015/03/22 

1987:12. / ４９５ｐ 
978-4-480-02189-2 
1,100 円〔本体〕+税 

*9784480021892*

 

外骨という人がいた！～学術小説～(ちくま文庫)  
赤瀬川原平 著 
筑摩書房 
読売新聞 2015/03/22 

1991:12. / ３８０ｐ 
978-4-480-02572-2 
820 円〔本体〕+税 

*9784480025722*

 

老人力(ちくま文庫)  
赤瀬川 原平 著 
筑摩書房 
読売新聞 2015/03/22 

2001:09. / ３９５ｐ 
978-4-480-03671-1 
680 円〔本体〕+税 

*9784480036711*

 

日本美術応援団(ちくま文庫)  
赤瀬川 原平/ 山下 裕二 著 
筑摩書房 
読売新聞 2015/03/22 

2004:03. / ２４８ｐ 
978-4-480-03925-5 
1,150 円〔本体〕+税 

*9784480039255*

 

京都、オトナの修学旅行(ちくま文庫)  
赤瀬川 原平/ 山下 裕二 著 
筑摩書房 
読売新聞 2015/03/22 

2008:10. / ２７３ｐ 
978-4-480-42477-8 
720 円〔本体〕+税 

*9784480424778*

 

グアバの香り～ガルシア=マルケスとの対話～ 
G.ガルシア=マルケス/ P.A.メンドーサ/ 木村 榮一 著 
岩波書店 
ノーベル賞作家が語る、自らの人生と作品 
読売新聞 2015/03/22 

2013:09. / 7p,213p 
978-4-00-022637-0 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784000226370*
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イメージの根源へ～思考のイメージ論的転回～ 
岡田 温司 著 
人文書院 
絵画とは何か、その根源を問う刺激的な諸論考 
読売新聞 2015/03/22 

2014:12. / 287p 
978-4-409-10034-9 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784409100349*

 

私たちはどのように働かされるのか 
伊原 亮司 著 
こぶし書房 
暴力・いじめ・差別・うつ病・ドラッカー……労働現場にあふれる落し穴と、どう闘う

か。現代日本のリアル労働論！ 
読売新聞 2015/03/22 

2015:02. / 241p,6p 
978-4-87559-299-0 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784875592990*

 

少女小説事典 
長谷川 啓 編 
東京堂出版 
作家数 330、作品数 530 を収録し、「少女小説」の誕生から現在まで、その本質や

特質、時代背景など、全体像が分かる初の事典。 
読売新聞 2015/03/22 

2015:03. / 15p,377p 
978-4-490-10862-0 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784490108620*

 

チェコ手紙&チェコ日記～人形アニメーションへの旅/魂を求めて～ 
川本 喜八郎 著 
作品社 
1963 年、アニメーションの技術を極めようと単身チェコスロバキアへ旅立った川本喜

八郎。2 年間に及ぶ修業の模様を生き生きと描いた、巨匠の原点！ 
読売新聞 2015/03/22 

2015:01. / 376p 
978-4-86182-509-5 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784861825095*

 

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。 
読売新聞 2015/03/22 

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

*9784163901794*

 

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。 
読売新聞 2015/03/22 

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

*9784093798631*

 

ソフィストとは誰か?(ちくま学芸文庫 ノ 7-1) 
納富 信留 著 
筑摩書房 
ソフィストとは哲学者? それともエセ知者か? プラトンとゴルギアスらソフィストとの対

決の核心を読み抜くことで、真理の探究としての哲学がいかに可能となったかを問

い求める。 
読売新聞 2015/03/22 

2015:02. / 375p 
978-4-480-09659-3 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784480096593*
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29 歳で図書館長になって 
吉井 潤 著 
青弓社 
想像と創造ができるための図書館をみんなで協働して作ろう! 生き生きとしたサー

ビスを提供するにはどうしたらいいのか、若い図書館長が、これまでの殻を打ち破る

大胆な施策を提案する。 
読売新聞 2015/03/22 

2015:02. / 222p 
978-4-7872-0054-9 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784787200549*

 

日本発掘！～ここまでわかった日本の歴史～(朝日選書 930)  
小野 昭/ 小林 達雄/ 石川 日出志/ 大塚 初重/ 松村 恵司/ 小野 正敏/ 水

野 正好 著, 文化庁 編 
朝日新聞出版 
旧石器時代から中世まで、各時代の発掘調査の 新情報と考古学の醍醐味を伝

え、考古学と埋蔵文化財行政の明日を考える。文化庁主催「発掘された日本列島」

展 20 周年記念特別連続講演会を書籍化。 
読売新聞 2015/03/22 

2015:02. / 307p 
978-4-02-263030-8 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784022630308*

 

中韓関係と北朝鮮～国交正常化をめぐる「民間外交」と「党際外交」～(ゆにっとア

カデミア) 
林 聖愛 著 
世織書房 
かつてなく緊密な中国と韓国は、北朝鮮との関係をどう調整して今日の蜜月を迎え

たのか。転機となった中韓国交正常化を、中韓「民間外交」と中朝「党際外交」から

解明した、中国側による画期的分析。 
読売新聞 2015/03/22 

2015:02. / 222p 
978-4-902163-75-9 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784902163759*

 

検事失格(新潮文庫 い-120-1) 
市川 寛 著 
新潮社 
検察の世界へ足を踏み入れた青年を待っていた「地獄」。良心が否応なくすり減ら

されていく日々の中、佐賀である独自捜査事件の主任を命じられた-。元“暴言検

事”が検察庁の内部・教育体制を実名告白する。 
読売新聞 2015/03/22 

2015:02. / 357p 
978-4-10-126191-1 
590 円〔本体〕+税 

*9784101261911*

 

カール・バルトの教会論～旅する神の民～ 
佐藤 司郎 著 
新教出版社 
バルト神学の初期から後期に至る教会論の全展開を追跡。そこに内在する論理と

背景的状況を綿密に検討し、その統一的理解に迫るとともに、「主キリストのもとにあ

る兄弟姉妹の共同体」としての教会像を提示する。 
読売新聞 2015/03/22 

2015:02. / 379p,28p 
978-4-400-31076-1 
5,500 円〔本体〕+税 

*9784400310761*

 

対欧米外交の追憶～1962-1997～<下> 
有馬 龍夫 著, 有馬 龍夫/ 竹中 治堅 編 
藤原書店 
戦後日本の主要な対欧米外交の現場に携わった異能の外交官・有馬龍夫のオー

ラルヒストリー。FSX 問題、日米構造協議、湾岸危機…。優れた記憶力と透徹した

認識に基づき、外交現場のスリリングなディテールを語る。 
読売新聞 2015/03/22 

2015:02. / p384?749 
978-4-86578-005-5 
4,200 円〔本体〕+税 

*9784865780055*
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カール・バルト=滝沢克己往復書簡～1934-1968～ 
カール・バルト/ 滝沢 克己/ 寺園 喜基 著, カール・バルト/ 滝沢 克己/ A.フェ

ーネマンス 編 
新教出版社 
神学的立場を異にし緊張関係をはらみながらも、終始深い信頼関係で結ばれ、戦

前から戦後にかけて 30 年以上にわたり師弟の交わりを保ったバルトと滝沢。ふたり

の間で交わされた、興味尽きない 81 通の書簡を収録する。 
読売新聞 2015/03/22 

2014:12. / 275p 
978-4-400-31075-4 
2,700 円〔本体〕+税 

*9784400310754*

 

ユートピアと性～オナイダ・コミュニティの複合婚実験～(中公文庫 く 24-1)  
倉塚 平 著 
中央公論新社 
アメリカで生まれた数多くの「ユートピア」の中でもひときわ異彩を放つオナイダ・コミ

ュニティ。そこでは、親子の情、自由恋愛は否定され、セックスと出産は教祖の管理

下に置かれた。実在した「性の共同体」の全容に迫る。 
読売新聞 2015/03/22 

2015:02. / 380p 
978-4-12-206081-4 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784122060814*

 

対欧米外交の追憶～1962-1997～<上> 
有馬 龍夫 著, 有馬 龍夫/ 竹中 治堅 編 
藤原書店 
戦後日本の主要な対欧米外交の現場に携わった異能の外交官・有馬龍夫のオー

ラルヒストリー。日韓国交正常化、沖縄返還、第一次石油危機…。優れた記憶力と

透徹した認識に基づき、外交現場のスリリングなディテールを語る。 
読売新聞 2015/03/22 

2015:02. / 382p 
978-4-86578-003-1 
4,200 円〔本体〕+税 

*9784865780031*

 

四角形の歴史  
赤瀬川 原平 著 
毎日新聞社 
人間はなぜ風景画を描くのか。四角い画面。四角いファインダー。その四角形はど

こからやってきたのだろう？ 壮大で美しい文明のはじまり物語。作家・芸術家として

の思想・哲学を自らの絵と文でレクチャーする書下ろし第３弾。 
読売新聞 2015/03/22 

2006:02. / １１７ｐ 
978-4-620-31740-3 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784620317403*

 

テレビ派脳トレ～広テレの「街かど脳トレ」から生まれた～ 
ザメディアジョン 
これが解けたら脳トレエキスパートだ! 広島の情報番組「テレビ派」の名物コーナー

「街かど脳トレ」を書籍化。「1 分で解けないかも」などの理由で放送されなかった難

問も含め、さまざまな書き込み式問題を掲載。難易度付き。 
読売新聞 2015/03/22 

2015:02. / 136p 
978-4-86250-356-5 
900 円〔本体〕+税 

*9784862503565*

 

新種の冒険～びっくり生きもの 100 種の図鑑～ 
クエンティン・ウィーラー/ サラ・ペナク/ 西尾 香苗 著 
朝日新聞出版 
敵を欺き、人心をも惑わす、美しすぎる姿。想像を大胆に裏切る、ありえないサイ

ズ。コメディアンも完敗しそうな、ものまね芸達者…。びっくり生きもの 100 種の生態

を、貴重な写真とともに紹介。 
読売新聞 2015/03/22、朝日新聞 2015/03/29 

2015:01. / 279p 
978-4-02-331309-5 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784023313095*
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社会契約論(岩波文庫)  
ジャン・ジャック・ルソ－/ 桑原武夫 著 
岩波書店 
読売新聞 2015/03/29 

1954:12. / ２３６， 
978-4-00-336233-4 
720 円〔本体〕+税 

*9784003362334*

 

ソークラテースの弁明・クリトーン・パイドーン 改版(新潮文庫)  
プラトーン/ 田中 美知太郎/ 池田 美恵 著 
新潮社 
読売新聞 2015/03/29 

2005:11. / ３１６ｐ 
978-4-10-202701-1 
460 円〔本体〕+税 

*9784102027011*

 

戦争と平和<１> 改版(新潮文庫)  
トルストイ/ 工藤 精一郎 著 
新潮社 
読売新聞 2015/03/29 

2005:08. / ６７７ｐ 
978-4-10-206013-1 
840 円〔本体〕+税 

*9784102060131*

 

戦争と平和<２> 改版(新潮文庫)  
トルストイ/ 工藤 精一郎 著 
新潮社 
読売新聞 2015/03/29 

2005:12. / ７２８ｐ 
978-4-10-206014-8 
890 円〔本体〕+税 

*9784102060148*

 

戦争と平和<３> 改版(新潮文庫)  
トルストイ/ 工藤 精一郎 著 
新潮社 
読売新聞 2015/03/29 

2005:12. / ７３８ｐ 
978-4-10-206015-5 
890 円〔本体〕+税 

*9784102060155*

 

戦争と平和<４> 改版(新潮文庫)  
トルストイ/ 工藤 精一郎 著 
新潮社 
読売新聞 2015/03/29 

2006:02. / ６５７ｐ 
978-4-10-206016-2 
840 円〔本体〕+税 

*9784102060162*

 

転がる香港に苔は生えない(文春文庫)  
星野 博美 著 
文芸春秋 
読売新聞 2015/03/29 

2006:10. / ６２３ｐ 
978-4-16-771707-0 
990 円〔本体〕+税 

*9784167717070*
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ユリイカ～詩と批評～<第 47 巻第 3 号 3 月臨時増刊号> 総特集 150 年目の『不

思議の国のアリス』 
高山 宏 著 
青土社 
読売新聞 2015/03/29 

2015:02. / 421p 
978-4-7917-0284-8 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784791702848*

 

下中彌三郎～アジア主義から世界連邦運動へ～ 
中島 岳志 著 
平凡社 
平凡社創業者の思想に迫る本格評伝 
読売新聞 2015/03/29 

2015:03. / 383p 
978-4-582-82474-2 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784582824742*

 

ミラノ霧の風景～須賀敦子コレクション～(白水Ｕブックス)  
須賀 敦子 著 
白水社 
イタリアでの遠い日々を追想するエッセイ 
読売新聞 2015/03/29 

2001:12. / ２２２ｐ 
978-4-560-07357-5 
870 円〔本体〕+税 

*9784560073575*

 

じゃがいもが世界を救った～ポテトの文化史～  
ラリー・ザッカーマン/ 関口 篤 著 
青土社 
歴史の陰の実力者，ジャガイモの初の文化史 
読売新聞 2015/03/29 

2003:03. / ３５５，１０ｐ 
978-4-7917-6024-4 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784791760244*

 

海の国の記憶五島列島～時空をこえた旅へ～(歴史屋のたわごと 1) 
杉山 正明 著 
平凡社 
歴史家が五島列島の知られざる歴史と可能性に迫る 
読売新聞 2015/03/29 

2015:01. / 190p 
978-4-582-44603-6 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784582446036*

 

恋する能楽 
小島 英明 著 
東京堂出版 
現役能楽者が、ラブストーリーをテーマに能楽の魅力・楽しみ方をたっぷり紹介。鑑

賞のための基礎知識つき。 
読売新聞 2015/03/29 

2015:01. / 143p 
978-4-490-20892-4 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784490208924*

 

僕とツンデレとハイデガー～ヴェルシオン・アドレサンス～(講談社文庫 ほ 36-2) 
堀田 純司 著 
講談社 
目覚めたら美少女だらけの学園だった。迷える僕を導く彼女たちは哲学者の化

身！ クールジャパンの極北を彩る問題作、ついに文庫化！ 
読売新聞 2015/03/29 

2015:02. / 352p 
978-4-06-277973-9 
770 円〔本体〕+税 

*9784062779739*
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アリスのことば学～不思議の国のプリズム～ 
稲木 昭子/ 沖田 知子 著 
大阪大学出版会 
出版後 150 年たつ今なお世界中の人々を魅了する『不思議の国のアリス』にこめら

れた遊び心や面白さをことばにこだわって読み解く。 
読売新聞 2015/03/29 

2015:03. / 208p 
978-4-87259-499-7 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784872594997*

 

死の島<上>(講談社文芸文庫 ふ C6) 
福永 武彦 著 
講談社 
広島で被爆し心と体に深い傷を負った芸術家・素子と、彼女と暮らす美しく清楚な

綾子。その双方に惹かれてしまった相馬の許に、2 人が広島で心中したという報せ

が届き…。 
読売新聞 2015/03/29 

2013:02. / 446p 
978-4-06-290186-4 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784062901864*

 

津波の墓標(徳間文庫カレッジ い 1-1) 
石井 光太 著 
徳間書店 
圧倒的な破壊のさなかで心に刻み込まれた、忘れられない光景…。東日本大震災

後、多くの被災地を回った著者が、そこで言葉を交わした人々や出来事を、ありの

ままに書き綴る。 
読売新聞 2015/03/29 

2015:03. / 299p 
978-4-19-907027-3 
740 円〔本体〕+税 

*9784199070273*

 

「高倉健」という生き方(新潮新書 606) 
谷 充代 著 
新潮社 
死して伝説と化した名優・高倉健。緊張感みなぎる国内外の映画の現場で、私的な

会合の場や旅先で、俳優として、人として稀有な男の背中を追い続けた著者が、秘

話の数々を明かす。 
読売新聞 2015/03/29 

2015:02. / 197p 
978-4-10-610606-4 
720 円〔本体〕+税 

*9784106106064*

 

日本人にとって聖なるものとは何か～神と自然の古代学～(中公新書 2302)  
上野 誠 著 
中央公論新社 
日本人の独特の宗教観や自然観はどう形成され、現代にまで影響を及ぼしている

か。「カムナビ」「ミモロ」などのキーワードを手がかりに記紀万葉の世界に分け入り、

古代の人びとの心性に迫る。 
読売新聞 2015/03/29 

2015:01. / 4p,241p 
978-4-12-102302-5 
880 円〔本体〕+税 

*9784121023025*

 

世界遺産姫路城を鉄骨でつつむ。～よみがえる白鷺城のすべて～ 
文藝春秋 編 
文藝春秋 
鉄骨で城を丸ごと包み込むという前代未聞の保存修理で生まれ変わった姫路城。

延べ 2 万 8 千人の職人たちがさまざまな作業に挑んだ大工事の全貌を紹介する。

貴重な写真が満載。折り込み式パノラマページあり。 
読売新聞 2015/03/29 

2015:03. / 127p 
978-4-16-390225-8 
1,480 円〔本体〕+税 

*9784163902258*
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非常識のすすめ 
里崎 智也 著 
KADOKAWA 
千葉ロッテマリーンズの捕手として 16 年間プレー。弱小だったチームを日本一に導

き、WBC では世界一の原動力となった。彼のモットーは「常識を疑う」こと。型には

まらない考え方こそが成功へつながるという。 
読売新聞 2015/03/29 

2015:03. / 249p 
978-4-04-102745-5 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784041027455*

 

じゃがいも料理  
高山 なおみ 著 
集英社 
フランスのじゃがいも島で味わったレシピをはじめ、「丸ごとゆでる」「ゆでたじゃがい

もをつぶす」「皮をむいたり、切る」の３つの調理法に分けて、３６のじゃがいも料理を

紹介。じゃがいも旅のエッセイも収録。 
読売新聞 2015/03/29 

2005:12. / １１０ｐ 
978-4-08-333048-3 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784083330483*

 

ぼくはいかにしてキリスト教徒になったか(光文社古典新訳文庫 KB ウ 2-1) 
内村 鑑三/ 河野 純治 著 
光文社 
武士の家に育った内村は、進学した札幌農学校でキリスト教に入信。その懐の深さ

に心を打たれた彼は、真のキリスト教国を見ようとアメリカへ単身旅立つ…。明治大

正期のキリスト教思想家・内村鑑三の若き日の自伝。 
読売新聞 2015/03/29 

2015:03. / 372p 
978-4-334-75307-8 
1,080 円〔本体〕+税 

*9784334753078*

 

寝るまえ 5 分のモンテーニュ～「エセー」入門～ 
アントワーヌ・コンパニョン/ 山上 浩嗣/ 宮下 志朗 著 
白水社 
知識人の教養書として古くから読みつがれてきた「エセー」。その中から、味わい深

いモンテーニュの言葉を豊富に引き、その主張の独自性や文化的背景、思想的背

景、現代の通念との違いなどを解説した本格的入門書。 
読売新聞 2015/03/29 

2014:11. / 193p 
978-4-560-02581-9 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784560025819*

 

感情教育<下>(光文社古典新訳文庫 KA フ 10-2)  
フローベール 著 
光文社 
思わぬ遺産がころがりこんできたフレデリックはパリに舞い戻り、アルヌー夫人に愛

をうちあけ、媾曳きの約束をとりつける。そして、運命のその日、二月革命が勃発す

る…。19 世紀フランス恋愛小説の 高傑作の新訳。 
読売新聞 2015/03/29 

2014:12. / 470p 
978-4-334-75303-0 
1,320 円〔本体〕+税 

*9784334753030*

 

虫とけものと家族たち(中公文庫 タ 8-1) 
ジェラルド・ダレル 著 
中央公論新社 
ある夏、変わり者ぞろいのダレル一家は明るい日の光を求めて英国を抜け出し、ギ

リシアのコルフ島にやってきた。末っ子のジェリーは豊かな自然、珍しい虫や動物た

ちに夢中になるが、数々の騒動と珍事件をまきおこし…。 
読売新聞 2015/03/29 

2014:06. / 425p 
978-4-12-205970-2 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784122059702*



 58  

 

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。 
読売新聞 2015/03/29 

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

*9784478025819*

 

憲法の条件～戦後 70 年から考える～(NHK 出版新書 452)  
大澤 真幸/ 木村 草太 著 
ＮＨＫ出版 
集団的自衛権行使をめぐる解釈改憲を機に、社会学者と憲法学者が世代を超えて

白熱の議論を展開。「法の支配」が実現する条件や、ヘイトスピーチ問題が社会に

投げかけるもの、議会がなぜ空転するのか等を真正面から考える。 
読売新聞 2015/03/29 

2015:01. / 286p 
978-4-14-088452-2 
820 円〔本体〕+税 

*9784140884522*

 

ポテト・ブック 
マーナ・デイヴィス/ 伊丹 十三 著 
河出書房新社 
ポテトにまつわるすべてを詰めこんだ“料理本”を、伊丹十三の洒脱な訳で。「インチ

キ・フレンチ・フライ」「百万長者のベイクド・ポテト」といった料理のほか、ポテト工

芸、ポテト・ゲイム、ポテト美容法などを紹介する。 
読売新聞 2015/03/29 

2014:11. / 131p 
978-4-309-20664-6 
2,100 円〔本体〕+税 

*9784309206646*

 

感情教育<上>(光文社古典新訳文庫 KA フ 10-1)  
フローベール 著 
光文社 
法律を学ぶためパリに出た青年フレデリックは、帰郷の船上で美しい人妻アルヌー

夫人に心奪われる。パリでの再会後、美術商の夫の店や社交界に出入りし、気を惹

こうとするが…。19 世紀フランス恋愛小説の 高傑作の新訳。 
読売新聞 2015/03/29 

2014:10. / 562p 
978-4-334-75300-9 
1,340 円〔本体〕+税 

*9784334753009*

 

子どもを億万長者にしたければプログラミングの基礎を教えなさい 
松林 弘治 著 
KADOKAWA 

近、子どもにプログラミングを教えようという機運が世界中で高まっている。プログ

ラミングの根本概念を子どもと一緒に楽しく学ぶ方法から、ひとり立ちさせる秘訣ま

で、プログラミング教育にまつわる情報を平易に説明する。 
読売新聞 2015/03/29 

2015:02. / 223p 
978-4-04-067378-3 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784040673783*

 

死の島<下>(講談社文芸文庫 ふ C7) 
福永 武彦 著 
講談社 
生きているのか、死んでしまったのか。素子と綾子の身を案じる相馬を乗せた東京

発の急行列車は夜を?いで走り続け、移り行く風景や車中での会話が彼の心と記憶

を映し出す。愛と死、原爆と平和、極限の人間の姿を描いた長編。 
読売新聞 2015/03/29 

2013:03. / 476p 
978-4-06-290187-1 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784062901871*
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東京帝大叡古教授 
門井 慶喜 著 
小学館 

高学府で連続殺人! 謎を解くのは天才哲学者「ウンベルト・エーコ」ならぬ天才政

治学者「ウノベ・エーコ」。他を圧する「知の巨人」が開示していく事件の真相はまさ

に予測不能! 『STORY BOX』連載を加筆・修正。 
読売新聞 2015/03/29 

2015:03. / 459p 
978-4-09-386408-4 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784093864084*

 

バカたれ。 
松嶋 啓介/ 箭内 道彦 著 
主婦と生活社 
「馬鹿者」のシナジーから生まれる力強さこそが世界に通用する日本人を育て上げ

る! ミシュラン外国人シェフ史上 年少一つ星に輝く著者が、各界のキーパーソン

たちと語り倒す。『MEN'S CLUB』連載に加筆し書籍化。 
読売新聞 2015/03/29 

2015:03. / 255p 
978-4-391-14636-3 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784391146363*

 

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 2015/03/29 

2014:08. / 840p 
978-4-00-311971-6 
1,380 円〔本体〕+税 

*9784003119716*

 

新書太閤記<１>(吉川英治歴史時代文庫)  
吉川英治 著 
講談社 
日本経済新聞 2015/03/01 

1990:05. / ４５１ｐ 
978-4-06-196522-5 
740 円〔本体〕+税 

*9784061965225*

 

あすなろ物語 改版(新潮文庫)  
井上 靖 著 
新潮社 
日本経済新聞 2015/03/01 

2002:02. / ２５６ｐ 
978-4-10-106305-8 
490 円〔本体〕+税 

*9784101063058*

 

しろばんば 改版(新潮文庫)  
井上 靖 著 
新潮社 
日本経済新聞 2015/03/01 

2004:05. / ５８３ｐ 
978-4-10-106312-6 
790 円〔本体〕+税 

*9784101063126*

 

花神<上巻> 改版(新潮文庫)  
司馬 遼太郎 著 
新潮社 
日本経済新聞 2015/03/01 

2002:06. / ４７２ｐ 
978-4-10-115217-2 
710 円〔本体〕+税 

*9784101152172*
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花神<中> 改版(新潮文庫)  
司馬 遼太郎 著 
新潮社 
日本経済新聞 2015/03/01 

2002:05. / ５１１ｐ 
978-4-10-115218-9 
750 円〔本体〕+税 

*9784101152189*

 

花神<下巻> 改版(新潮文庫)  
司馬 遼太郎 著 
新潮社 
日本経済新聞 2015/03/01 

2002:03. / ５５３ｐ 
978-4-10-115219-6 
790 円〔本体〕+税 

*9784101152196*

 

この国のかたち<１>(文春文庫)  
司馬 遼太郎 著 
文芸春秋 
日本経済新聞 2015/03/01 

1993:09. / ２８５ｐ 
978-4-16-710560-0 
520 円〔本体〕+税 

*9784167105600*

 

この国のかたち<２>(文春文庫)  
司馬 遼太郎 著 
文芸春秋 
日本経済新聞 2015/03/01 

1993:10. / ２８２ｐ 
978-4-16-710561-7 
520 円〔本体〕+税 

*9784167105617*

 

この国のかたち<３>(文春文庫)  
司馬 遼太郎 著 
文芸春秋 
日本経済新聞 2015/03/01 

1995:05. / ２６０ｐ 
978-4-16-710562-4 
520 円〔本体〕+税 

*9784167105624*

 

この国のかたち<４>(文春文庫)  
司馬 遼太郎 著 
文芸春秋 
日本経済新聞 2015/03/01 

1997:02. / ２６９ｐ 
978-4-16-710564-8 
520 円〔本体〕+税 

*9784167105648*

 

この国のかたち<５>(文春文庫)  
司馬 遼太郎 著 
文芸春秋 
日本経済新聞 2015/03/01 

1999:01. / ２６９ｐ 
978-4-16-710584-6 
510 円〔本体〕+税 

*9784167105846*
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この国のかたち<６>(文春文庫)  
司馬 遼太郎 著 
文芸春秋 
日本経済新聞 2015/03/01 

2000:02. / ２５４ｐ 
978-4-16-710585-3 
530 円〔本体〕+税 

*9784167105853*

 

人にやさしい医療の経済学～医療を市場メカニズムにゆだねてよいか～(現代選

書 24) 
森 宏一郎 著 
信山社出版 
経済学から医療の本質をとらえなおす 
日本経済新聞 2015/03/01 

2013:12. / 14p,183p 
978-4-7972-3422-0 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784797234220*

 

持続可能な医療を創る～グローバルな視点からの提言～ 
森 臨太郎 著 
岩波書店 
日本の医療はこのままでは立ちゆかない 
日本経済新聞 2015/03/01 

2013:06. / 12p,162p 
978-4-00-025906-4 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784000259064*

 

西洋人の見た朝鮮～李朝末期の政治・社会・風俗～ 
金 学俊/ 金 容権 著 
山川出版社 
韓国随一の政治学者が植民地化への内因に迫る 
日本経済新聞 2015/03/01 

2014:12. / 530p,52p 
978-4-634-15059-1 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784634150591*

 

フラガール物語～常磐音楽舞踊学院 50 年史～ 
清水 一利 著 
講談社 
スパリゾートハワイアンズのダンシングチームが所属する「常磐音楽舞踊学院」の 50
年の歴史を、関係者の証言を中心に綴る。 
日本経済新聞 2015/03/01 

2015:01. / 319p 
978-4-06-219381-8 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784062193818*

 

日本語とはどういう言語か(講談社学術文庫 2277) 
石川 九楊 著 
講談社 
言語学では捨象されてきた漢字文化圏書字言語の諸現象。中でも構造的に も文

字依存度が高い日本語の特質をとらえた日本語論 
日本経済新聞 2015/03/01 

2015:01. / 331p 
978-4-06-292277-7 
1,080 円〔本体〕+税 

*9784062922777*

 

経済と人間の旅 
宇沢 弘文 著 
日本経済新聞出版社 
戦後日本を代表する知識人・宇沢弘文が、自身の生い立ちからこれまでの歩み、

混迷する近代経済学の課題、戦後経済学の発展などについて綴る。『日本経済新

聞』『日経産業新聞』掲載を単行本化。 
日本経済新聞 2015/03/01 

2014:11. / 292p 
978-4-532-35625-5 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784532356255*
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桑港特急 
山本 一力 著 
文藝春秋 
江戸末期の文政年間、小笠原生まれの兄弟が一攫千金を夢見て向かったのは、ゴ

ールドラッシュに沸くアメリカ西海岸。新天地で待ち受けるのは、大悪党との対決だ

った! 『週刊文春』連載を単行本化。 
日本経済新聞 2015/03/01 

2015:01. / 557p 
978-4-16-390195-4 
1,650 円〔本体〕+税 

*9784163901954*

 

医療改革をどう実現すべきか～実践ガイド～  
マーク・ロバーツ/ ウィリアム・シャオ/ ピーター・バーマン/ マイケル・ライシュ/ 中村 

安秀/ 丸井 英二/ ハーバード大学卒業生翻訳チーム 著 
日本経済新聞出版社 
世界中の国々が医療制度のパフォーマンスを改善しようとしている中、医療改革を

どのように行えばよいか。ハーバード大学の教授陣が、倫理的・政治的困難を乗り

越える戦略的展開方法を具体的に詳説する。 
日本経済新聞 2015/03/01 

2010:02. / ３４５ｐ 
978-4-532-13380-1 
4,500 円〔本体〕+税 

*9784532133801*

 

ドキュメント平成政治史<1> 崩壊する 55 年体制 
後藤 謙次 著 
岩波書店 
25 年間に延べ 18 人もの首相が目まぐるしく交代した平成期の日本政治。政治記

者歴 32 年の著者が、政治家の肉声を記録したメモや取材記録を駆使して検証す

る。1 は、竹下登内閣から橋本龍太郎内閣までを収録。 
日本経済新聞 2015/03/01 

2014:04. / 13p,419p 
978-4-00-028167-6 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784000281676*

 

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。 
日本経済新聞 2015/03/01 

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

*9784087207637*

 

ドキュメンタリー映画史 
エリック・バーナウ/ 安原 和見 著 
筑摩書房 
ドキュメンタリーの歴史は映画の歴史そのものだ! 「写真」から「活動写真」、そして

「映画」へ。リュミエール兄弟からマイケル・ムーアまで、約 100 年にわたるドキュメン

タリー映画の歴史をダイナミックに描く。 
日本経済新聞 2015/03/01 

2015:01. / 388p,34p 
978-4-480-87378-1 
4,700 円〔本体〕+税 

*9784480873781*

 

全員経営～自律分散イノベーション企業成功の本質～ 
野中 郁次郎/ 勝見 明 著 
日本経済新聞出版社 
JAL、ヤマト運輸…。V 字回復・高収益企業の共通点は、社員 1 人ひとりの自律的

思考にあった! 全員経営に向けた組織のあり方、マネジメントの仕方、仕事への取

り組み方について、具体的な事例を通して解説する。 
日本経済新聞 2015/03/01 

2015:01. / 303p 
978-4-532-31984-7 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784532319847*
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エボラの正体～死のウイルスの謎を追う～ 
デビッド・クアメン/ 山本 光伸 著 
日経ＢＰ社 
2014 年に西アフリカ 3 カ国を襲ったエボラウイルス病のアウトブレイク。エボラにつ

いて現在までにわかっていること、研究の余地がある点、危険極まりないウイルスを

抑制しようとしている人々の努力などを伝える。 
日本経済新聞 2015/03/01 

2015:01. / 205p 
978-4-8222-5075-1 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784822250751*

 

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。 
日本経済新聞 2015/03/01 

2014:12. / 526p 
978-4-15-209511-4 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784152095114*

 

大地<2> 改版(新潮文庫 ハ-6-2) 
パール・バック/ 新居 格/ 中野 好夫 著 
新潮社 
大富豪となってからも王龍の心は大地を離れることはなかった。だが 3 人の息子た

ちは、年老いて死に瀕した父の枕元で土地を売る相談を始める。19 世紀後半?20
世紀初頭の中国を舞台に、激動の 3 世代を描く大河ドラマ。 
日本経済新聞 2015/03/01 

2013:06. / 463p 
978-4-10-209902-5 
670 円〔本体〕+税 

*9784102099025*

 

ドキュメント平成政治史<2> 小泉劇場の時代 
後藤 謙次 著 
岩波書店 
「自民党をぶっ壊す」――。小渕、森内閣の後に登場した小泉内閣はこれまでの日

本の政治と社会を大きく変えた。橋本派を標的とした政敵潰し、格差を生んだ改

革、ワンフレーズを用いた政治手法など、その軌跡と功罪を検証。 
日本経済新聞 2015/03/01 

2014:06. / 7p,438p 
978-4-00-028168-3 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784000281683*

 

大地<3> 改版(新潮文庫 ハ-6-3) 
パール・バック/ 新居 格/ 中野 好夫 著 
新潮社 
王淵は祖父・王龍の血を引いて土地を愛し、農民の生活に憧れる青年に育つ。革

命運動に加わった淵は、捕らわれて死刑を待つばかりの身となり…。19 世紀後

半?20 世紀初頭の中国を舞台に、激動の 3 世代を描く大河ドラマ。 
日本経済新聞 2015/03/01 

2013:06. / 469p 
978-4-10-209903-2 
670 円〔本体〕+税 

*9784102099032*

 

ドキュメント平成政治史<3> 幻滅の政権交代 
後藤 謙次 著 
岩波書店 
25 年間に延べ 18 人もの首相が目まぐるしく交代した平成期の日本政治。政治記

者歴 32 年の著者が、政治家の肉声を記録したメモや取材記録を駆使して検証す

る。3 は第 1 次安倍晋三内閣から第 2 次安倍晋三内閣誕生までを収録。 
日本経済新聞 2015/03/01 

2014:12. / 7p,583p,7p 
978-4-00-028169-0 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784000281690*
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大地<1> 改版(新潮文庫 ハ-6-1) 
パール・バック/ 新居 格/ 中野 好夫 著 
新潮社 
大地主の黄家の奴隷・阿蘭を嫁にもらった小作農の王龍。美しくはないが働き者の

妻を得た彼は子宝に恵まれ、黄家の土地を買うまでに運が上向くが…。19 世紀後

半?20 世紀初頭の中国を舞台に、激動の 3 世代を描く大河ドラマ。 
日本経済新聞 2015/03/01 

2013:06. / 490p 
978-4-10-209901-8 
670 円〔本体〕+税 

*9784102099018*

 

大地<4> 改版(新潮文庫 ハ-6-4) 
パール・バック/ 新居 格/ 中野 好夫 著 
新潮社 
アメリカ留学を終えて故国に帰った王淵は、義母が育てた孤児の美齢と再会する。

彼女の進歩的な考えにひかれた淵は美齢を深く愛するようになるが…。19 世紀後

半?20 世紀初頭の中国を舞台に、激動の 3 世代を描く大河ドラマ。 
日本経済新聞 2015/03/01 

2013:06. / 389p 
978-4-10-209904-9 
590 円〔本体〕+税 

*9784102099049*

 

イスラム国の野望(幻冬舎新書 た-19-1) 
高橋 和夫 著 
幻冬舎 
イスラム過激派の組織「イスラム国」。7 世紀ムハンマドの時代を理想と掲げる集団

が目指すものは何か。なぜ資金提供者が現れるのか。中東問題の第一人者が、複

雑な中東情勢を徹底的にわかりやすく解きほぐし、その正体に迫る。 
日本経済新聞 2015/03/01 

2015:01. / 189p 
978-4-344-98370-0 
780 円〔本体〕+税 

*9784344983700*

 

落日燃ゆ(新潮文庫)  
城山 三郎 著 
新潮社 
東京裁判で絞首刑を宣告された七人のＡ級戦犯のうち、ただ一人の文官であった

元総理、外相広田弘毅。戦争防止に努めながら、その努力に水をさし続けた軍人

たちと共に処刑されるという運命に直面させられた広田。そしてそれを従容として受

け入れ一切の弁解をしなかった広田の生涯を、激動の昭和史と重ねながら抑制し

た筆致で克明にたどる。毎日出版文化賞・吉川英治文学賞受賞。 
日本経済新聞 2015/03/01 

1986:11. / 392p 
978-4-10-113318-8 
710 円〔本体〕+税 

*9784101133188*

 

遠き落日<上>(講談社文庫 わ 1-53) 
渡辺 淳一 著 
講談社 
自堕落にして借金魔。しかし、その一方で、寝食を忘れるほど研究に没頭し、貧農

の倅という出自の壁、幼少期の火傷によって負った左手のハンディ、日本人に対す

る蔑視を撥ね除けた。人間・野口英世の実像に迫る傑作伝記長編。 
日本経済新聞 2015/03/01 

2013:12. / 369p 
978-4-06-277695-0 
870 円〔本体〕+税 

*9784062776950*

 

遠き落日<下>(講談社文庫 わ 1-54) 
渡辺 淳一 著 
講談社 
日本では将来が望めず、無鉄砲にも単身渡米した英世。やがて新進気鋭の学者と

して世界中の注目を浴び、日本へ凱旋。だが提唱した理論が揺らぎ、黄熱病の研

究で再証明を試みるが…。野口英世の栄光と 期を描いた傑作伝記長編。 
日本経済新聞 2015/03/01 

2013:12. / 367p 
978-4-06-277696-7 
870 円〔本体〕+税 

*9784062776967*
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シャープ「液晶敗戦」の教訓～日本のものづくりはなぜ世界で勝てなくなったのか

～ 
中田 行彦 著 
実務教育出版 
なぜ日本は「勝てる 終製品」を生み出せなくなったのか。シャープの元液晶技師

長が、「成功の罠」と「技術立国」衰亡の真の原因を明らかにし、世界で勝つための

画期的「すり合わせ国際経営」モデルを提言する。 
日本経済新聞 2015/03/01、産経新聞 2015/03/08 

2015:01. / 287p 
978-4-7889-1086-7 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784788910867*

 

平和のための戦争論～集団的自衛権は何をもたらすのか？～(ちくま新書 1111) 
植木 千可子 著 
筑摩書房 
集団的自衛権の行使を容認し、軍事力を使う基準を緩和した日本。救うに値する味

方とは? 価値を守るために敵を殺せるのか? 「戦争を防ぐ」という固い信念のもと

に、「なぜ戦争が起きるのか」を徹底して分析する。 
日本経済新聞 2015/03/01、朝日新聞 2015/03/22 

2015:02. / 249p,4p 
978-4-480-06814-9 
820 円〔本体〕+税 

*9784480068149*

 

私小説千年史～日記文学から近代文学まで～ 
勝又 浩 著 
勉誠出版 
長年私小説の研究を行ってきた第一人者による、私小説研究の総決算。日本文学

の底流には「日記」があるという視点から、和歌や俳句、随筆を経て、私小説という

表現手法が生まれた道筋、その生い立ちを浮かび上がらせる。 
日本経済新聞 2015/03/01、東京・中日新聞 2015/03/15 

2015:01. / 12p,237p,6p
978-4-585-29082-7 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784585290827*

 

伊豆の踊子 改版(新潮文庫)  
川端 康成 著 
新潮社 
日本経済新聞 2015/03/08 

2003:05. / ２０１ｐ 
978-4-10-100102-9 
362 円〔本体〕+税 

*9784101001029*

 

オランダ流ワーク・ライフ・バランス～「人生のラッシュアワー」を生き抜く人々の技

法～ 
中谷 文美 著 
世界思想社 
パートタイム大国オランダのライフスタイル 
日本経済新聞 2015/03/08 

2015:01. / 3p,248p 
978-4-7907-1646-4 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784790716464*

 

プシュケー～他なるものの発明～<1> 
ジャック・デリダ/ 藤本 一勇 著 
岩波書店 
脱構築思想の「政治的-倫理的転回」を告げる 
日本経済新聞 2015/03/08 

2014:06. / 9p,729p 
978-4-00-024689-7 
9,500 円〔本体〕+税 

*9784000246897*
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戦国の日本語～五百年前の読む・書く・話す～(河出ブックス 079)  
今野 真二 著 
河出書房新社 
激動の戦国時代、どのような日本語が話され、書かれ、読まれていたのか。古代語

から近代語への過渡期を具体的・多面的に描く。 
日本経済新聞 2015/03/08 

2015:02. / 254p 
978-4-309-62479-2 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784309624792*

 

マーケット・デザイン～オークションとマッチングの経済学～(講談社選書メチエ 
593) 
川越 敏司 著 
講談社 
「市場の失敗」をいかに乗り越えるか？ノーベル経済学賞の受賞で話題となった研

究分野の 新成果をその課題とともに具体的に紹介。 
日本経済新聞 2015/03/08 

2015:02. / 254p 
978-4-06-258596-5 
1,650 円〔本体〕+税 

*9784062585965*

 

デリダ伝 
ブノワ・ペータース/ 原 宏之/ 大森 晋輔 著 
白水社 
哲学者ジャック・デリダの全貌をとらえた伝記。家族や友人ら関係者たちへのインタ

ビュー、手書き書簡、未公開写真…。膨大な資料とともに彼の生涯と思想を物語

る。 
日本経済新聞 2015/03/08 

2014:12. / 769p,76p 
978-4-560-09800-4 
10,000 円〔本体〕+税 

*9784560098004*

 

海を照らす光 
M.L.ステッドマン/ 古屋 美登里 著 
早川書房 
20 世紀初頭のオーストラリア。孤島に暮らす灯台守の夫婦は、ボートで漂着した赤

ん坊を実子と偽って育てはじめるが…。絆が生みだす幸福と苦しみを描き上げた長

篇小説。 
日本経済新聞 2015/03/08 

2015:01. / 462p 
978-4-15-209514-5 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784152095145*

 

戦後企業会計史 
遠藤 博志/ 小宮山 賢/ 逆瀬 重郎/ 多賀谷 充/ 橋本 尚 著 
中央経済社 
戦後 70 年の間に、わが国の会計制度はどのように変化し、発展してきたのか。

1945 年 8 月から 2014 年 6 月までの変遷を、「会計基準」「監査」「開示」の 3 者の

視点で解明する。 
日本経済新聞 2015/03/08 

2015:02. / 
2p,2p,31,904p 
978-4-502-11401-4 
11,000 円〔本体〕+税 

*9784502114014*

 

「就活」の社会史～大学は出たけれど…～(祥伝社新書 384) 
難波 功士 著 
祥伝社 
時代を越えて、多くの大学生が悩まされてきた、「就活」なる世界的にも特異な制度

は、どのように生まれ、変質し、そして維持されていったか。豊富な事例や発言をも

とにその実状を丹念に追う。 
日本経済新聞 2015/03/08 

2014:11. / 396p 
978-4-396-11384-1 
900 円〔本体〕+税 

*9784396113841*
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失われた夜の歴史 
ロジャー・イーカーチ/ 樋口 幸子/ 片柳 佐智子/ 三宅 真砂子 著 
合同出版 
夜を暗闇が支配していた時代、悪魔などが跋扈する一方で、自由を求める人々は

夜に解き放たれた-。文学・社会・生活・心理・思想・魔術…。私たちが忘れてしまっ

た、夜の魅惑と恐怖を描き尽くす。 
日本経済新聞 2015/03/08 

2015:01. / 511p 
978-4-7726-9543-5 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784772695435*

 

世界はシステムで動く～いま起きていることの本質をつかむ考え方～ 
ドネラ・H.メドウズ/ 枝廣 淳子 著 
英治出版 
さまざまな出来事の裏側では何が起きているのか? あらゆるものをシステムとして考

え、その本質をつかみ、奥底にある意識・無意識の前提に働きかけ、必要な変化を

効果的に作りだす思考法を解説する。 
日本経済新聞 2015/03/08 

2015:01. / 357p 
978-4-86276-180-4 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784862761804*

 

聖地巡礼～世界遺産からアニメの舞台まで～(中公新書 2306) 
岡本 亮輔 著 
中央公論新社 
信仰心とは無縁の観光客が数多く足を運ぶ「聖地」。サンティアゴ巡礼、四国遍路、

B 級観光地、パワースポット、アニメの舞台など、多様な事例を通して、21 世紀の新

たな宗教観や信仰のあり方を読み解く。 
日本経済新聞 2015/03/08 

2015:02. / 5p,228p 
978-4-12-102306-3 
780 円〔本体〕+税 

*9784121023063*

 

超ディープな深海生物学(祥伝社新書 397)  
長沼 毅/ 倉持 卓司 著 
祥伝社 
深海という悪条件を選んだ深海生物。そのユニークな“生きざま”を知ることは、まさ

に生物の淘汰のカギを解くことでもある-。2 人の研究者が、深海生物の生態を豊か

に描き、「生物とは何か」を示唆する。 
日本経済新聞 2015/03/08 

2015:02. / 236p 図版
12p 
978-4-396-11397-1 
840 円〔本体〕+税 

*9784396113971*

 

nature 科学未踏の知～地球(地球文明)|環境|宇宙～ 
竹内 薫/ [菊川 要 著 
実業之日本社 
2000 年?現在の『nature』誌のコラム「news&views」の中から、驚きの発見や現代社

会に影響を与えたトピックなどをセレクトし、図表化して詳細に解説する。日本の研

究機関の投稿科学論文も収録。 
日本経済新聞 2015/03/08 

2015:02. / 380p 
978-4-408-11104-9 
3,500 円〔本体〕+税 

*9784408111049*

 

回想十年<下> 改版(中公文庫 よ 24-10) 
吉田 茂 著 
中央公論新社 
昭和 29 年 12 月に政界を引退した吉田茂が、池田勇人や佐藤栄作らを相手に語

った回想記。ドッジライン、朝鮮戦争特需などを振り返り、日本が進んで行く道筋を

提示する。国会での施政方針演説集、問題発言集等も収録。 
日本経済新聞 2015/03/08 

2015:01. / 477p 
978-4-12-206070-8 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784122060708*
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日本で働くのは本当に損なのか～日本型キャリア VS 欧米型キャリア～(PHP ビ

ジネス新書 297) 
海老原 嗣生 著 
ＰＨＰ研究所 
なぜ日本人はなかなか転職しないのか、なぜ日本人は上司や会社の悪口を言うの

か、なぜ日本では女性活用が進まないのか。「日本型雇用」という誤解の多い言葉

を徹底的に解きほぐし、日本型が残っている理由も説明する。 
日本経済新聞 2015/03/08 

2013:11. / 213p 
978-4-569-81502-2 
820 円〔本体〕+税 

*9784569815022*

 

回想十年<中> 改版(中公文庫 よ 24-9) 
吉田 茂 著 
中央公論新社 
昭和 29 年 12 月に政界を引退した吉田茂が、池田勇人や佐藤栄作らを相手に語

った回想記。農地改革、戦後の食糧事情、共産党や労働組合対策、サンフランシ

スコ講和条約・日米安保条約締結と自衛隊の創設などを振り返る。 
日本経済新聞 2015/03/08 

2014:12. / 454p 
978-4-12-206057-9 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784122060579*

 

若者と労働～「入社」の仕組みから解きほぐす～(中公新書ラクレ 465) 
濱口 桂一郎 著 
中央公論新社 
ブラック企業、限定正社員、非正規雇用…。様々な議論の中でもみくちゃにされる

若者の労働問題。日本型雇用システムの特殊性とは? 根本原因とは何か? 労働政

策に造詣の深い著者が、雇用の「入口」に焦点を当てて論じる。 
日本経済新聞 2015/03/08 

2013:08. / 290p 
978-4-12-150465-4 
880 円〔本体〕+税 

*9784121504654*

 

「就活」と日本社会～平等幻想を超えて～(NHK ブックス 1227) 
常見 陽平 著 
ＮＨＫ出版 
就活うつ等、毎年様々な問題を生み出している新卒一括採用システムは、なぜ継

続してきたのか。「就活」に関するデータ・歴史・先行研究を踏まえ、企業側の採用

活動の実態を解き明かし、偽りの「平等幻想」を浮き彫りにする。 
日本経済新聞 2015/03/08 

2015:01. / 222p 
978-4-14-091227-0 
1,150 円〔本体〕+税 

*9784140912270*

 

獣と主権者～ジャック・デリダ講義録～<1> 
ジャック・デリダ/ 西山 雄二/ 郷原 佳以/ 亀井 大輔/ 佐藤 朋子 著 
白水社 
多種多様な動物をとりあげながら獣と主権者の古典的対立を脱構築的に読みかえ

る、デリダの「動物-政治論」の到達点。1 は、2001 年 12 月?2002 年 3 月にパリの社

会科学高等研究院で実施したセミネールの原稿を収録。 
日本経済新聞 2015/03/08 

2014:11. / 448p,47p 
978-4-560-09801-1 
7,200 円〔本体〕+税 

*9784560098011*

 

文豪と京の「庭」「桜」(集英社新書 0769F)  
海野 泰男 著 
集英社 
仙洞御所庭園を“狂女”に喩えた三島、平安神宮の紅枝垂にエロスへの憧憬と拝跪

を秘めた谷崎…。京都の魅力を名作を手がかりに描くとともに、京の「庭」「桜」という

視点から文豪を捉え直すことで、彼らの本質を明らかにする。 
日本経済新聞 2015/03/08 

2015:01. / 236p 
978-4-08-720769-9 
760 円〔本体〕+税 

*9784087207699*
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回想十年<上> 改版(中公文庫 よ 24-8)  
吉田 茂 著 
中央公論新社 
昭和 29 年 12 月に政界を引退した吉田茂が、池田勇人や佐藤栄作らを相手に語

った回想記。戦時中の終戦工作に始まり、自ら政権を率いて戦後日本を形成した

数年間の政治の内幕を語りつつ、日本が進むべき<保守本流>を訴える。 
日本経済新聞 2015/03/08 

2014:11. / 498p 
978-4-12-206046-3 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784122060463*

 

弁護士ドットコム～困っている人を救う僕たちの挑戦～ 
元榮 太一郎/ 上阪 徹 著 
日経ＢＰ社 
「困っている人を助けたい」の一心でベンチャー起業。8 年間の赤字に耐え、東証

マザーズ上場を達成。法律相談ポータルサイト「弁護士ドットコム」を運営する弁護

士・元榮太一郎の人生のエッセンスが詰まったノンフィクション。 
日本経済新聞 2015/03/08 

2015:01. / 211p 
978-4-8222-5062-1 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784822250621*

 

廃墟の零年 1945 
イアン・ブルマ/ 三浦 元博/ 軍司 泰史 著 
白水社 
廃墟から立ち上がった、世界の営為とは? 
日本経済新聞 2015/03/08、中日新聞・東京新聞 2015/03/29 

2015:01. / 393p,26p 
図版 16p 
978-4-560-08411-3 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784560084113*

 

狗賓童子の島 
飯嶋 和一 著 
小学館 
『出星前夜』以来 6 年ぶりとなる待望の新刊 
日本経済新聞 2015/03/08、朝日新聞 2015/03/29 

2015:01. / 555p 
978-4-09-386344-5 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784093863445*

 

日本財政「最後の選択」～健全化と成長の両立は成るか～ 
伊藤 隆敏 著 
日本経済新聞出版社 
消費税再増税の延期によって、ますます遠のいた財政再建の道。このままで国家

は破綻しないのか? 瀬戸際に追い込まれた状態からどう脱出するかを、日本経済

論のエキスパートが指南する。 
日本経済新聞 2015/03/08、日本経済新聞 2015/03/29 

2015:01. / 23p,267p 
978-4-532-35622-4 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784532356224*

 

帝国日本のアジア研究～総力戦体制・経済リアリズム・民主社会主義～ 
辛島 理人 著 
明石書店 
アジア経済学者板垣與一と「学知」の貫戦史 
日本経済新聞 2015/03/15 

2015:01. / 300p 
978-4-7503-4128-6 
5,000 円〔本体〕+税 

*9784750341286*

 

若き科学者への手紙～情熱こそ成功の鍵～ 
エドワード・O.ウィルソン/ 北川 玲 著 
創元社 
科学の世界で成功する為の鍵となる 20 通の手紙 
日本経済新聞 2015/03/15 

2015:02. / 212p 
978-4-422-40024-2 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784422400242*
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天佑なり～高橋是清・百年前の日本国債～<下> 
幸田 真音 著 
角川書店 
現場経験に裏打ちされた戦略で、日本経済を率いた男。歴史経済小説！ 
日本経済新聞 2015/03/15 

2013:06. / 317p 
978-4-04-110475-0 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784041104750*

 

天佑なり～高橋是清・百年前の日本国債～<上> 
幸田 真音 著 
角川書店 
アベノミクスがモデルにする不世出の財政家・高橋是清。波瀾万丈の生涯！ 
日本経済新聞 2015/03/15 

2013:06. / 313p 
978-4-04-110474-3 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784041104743*

 

高層建築物の世界史(講談社現代新書 2301)  
大澤 昭彦 著 
講談社 
ピラミッドから、大聖堂、摩天楼を経てスカイツリーまで。高層建築物を通して人類の

歴史を眺める、かつてない高層建築入門＆世界史本 
日本経済新聞 2015/03/15 

2015:02. / 438p 
978-4-06-288301-6 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784062883016*

 

黒い画集 72 刷・改版(新潮文庫 ま 1-19) 
松本 清張 著 
新潮社 
身の安全と出世を願う男の生活にさす暗い影。絶対に知られてはならない女関係。

平凡な日常生活にひそむ深淵の恐ろしさを描く７編。  
日本経済新聞 2015/03/15 

2012:12. / 737p 
978-4-10-110919-0 
940 円〔本体〕+税 

*9784101109190*

 

エノケンと菊谷栄～昭和精神史の匿れた水脈～ 
山口 昌男 著 
晶文社 
日本の喜劇王エノケンとその座付作者・菊谷栄が、二人三脚で切り拓いた浅草レヴ

ューの世界。文化人類学者・山口昌男の〈幻の遺稿〉。 
日本経済新聞 2015/03/15 

2015:01. / 366p 
978-4-7949-6865-4 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784794968654*

 

政治と秋刀魚～日本と暮らして四五年～  
ジェラルド・カーティス 著 
日経ＢＰ社 
タテ社会の崩壊による日本人の「変化」と、その変化についていけない日本政治の

現状を厳しく、かつ優しく分析したアメリカ人学者の日本観察記。 
日本経済新聞 2015/03/15 

2008:04. / ２６１ｐ 
978-4-8222-4661-7 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784822246617*

 

誰がアメリカンドリームを奪ったのか?<下> 貧困層へ転落する中間層 
ヘドリック・スミス 著 
朝日新聞出版 
暴利を貪る新・富裕層、食い殺される新・貧困層…。ピュリツァー賞作家が、アメリカ

のミドルクラスの窮状を描き、鋭く考察する。下は、富と職の大移動、解決への障害

などについて記す。 
日本経済新聞 2015/03/15 

2015:01. / 310p 
978-4-02-331361-3 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784023313613*
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現代の経営<上>(ドラッカー名著集)  
Ｐ．Ｆ．ドラッカー/ 上田 惇生 著 
ダイヤモンド社 
経営学を創始しかつ確立した経営学者、ピーター・Ｆ・ドラッカーの経営書の３大古

典のひとつの 新訳。経営の、時代がどう変わろうとも変化しようのない基本の部分

を明らかにした名著。 
日本経済新聞 2015/03/15 

2006:11. / 268p 
978-4-478-30700-7 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784478307007*

 

現代の経営<下>(ドラッカー名著集)  
Ｐ．Ｆ．ドラッカー/ 上田 惇生 著 
ダイヤモンド社 
経営学を創始しかつ確立した経営学者、ピーター・Ｆ・ドラッカーの経営書の３大古

典のひとつの 新訳。企業経営の全容が見え、すべてを位置づけられ、あらゆる経

営論の位置づけまでできる経営書。 
日本経済新聞 2015/03/15 

2006:11. / 286p 
978-4-478-30701-4 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784478307014*

 

はやぶさ式思考法～創造的仕事のための 24 章～(新潮文庫 か-70-1) 
川口 淳一郎 著 
新潮社 
世界初の偉業を達成した小惑星探査機「はやぶさ」。リスクと困難に立ち向かい、未

曾有の成果をもたらした「はやぶさ」プロジェクトのリーダーが、ポジティブ加点法な

ど独自の思考術と仕事術を提言する。 
日本経済新聞 2015/03/15 

2014:02. / 231p 
978-4-10-127251-1 
490 円〔本体〕+税 

*9784101272511*

 

米中衝突を避けるために～戦略的再保証と決意～ 
ジェームズ・スタインバーグ/ マイケル・E.オハンロン/ 村井 浩紀/ 平野 登志雄 
著 
日本経済新聞出版社 
米国、中国はアジア太平洋における主導権をめぐって衝突するのか? 米中両国の

それぞれの戦略・戦略文化・軍事力を詳細に検証。紛争要因を明らかにし、両国の

軍事的衝突を回避するための道筋を提示する。 
日本経済新聞 2015/03/15 

2015:01. / 385p 
978-4-532-16949-7 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784532169497*

 

なぜあの会社は 100 年も繁盛しているのか～老舗に学ぶ永続経営の極意 20～ 
前川 洋一郎 著 
ＰＨＰ研究所 
8 年間にわたって全国の老舗約 750 社を訪問し、そのうちの 371 社のトップに直接

取材した著者が、老舗の声から永続繁盛の秘訣を明らかにする。『PHP ビジネスレ

ビュー 松下幸之助塾』連載を元に単行本化。 
日本経済新聞 2015/03/15 

2015:01. / 251p,4p 
978-4-569-82240-2 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784569822402*

 

伝える極意(集英社新書 0727) 
長井 鞠子 著 
集英社 
意志があるから心が届く! 1970 年代から様々な国際交渉の場に通訳者として立ち

会ってきた著者が、国内外の著名人との貴重なエピソードを交えながら言語を超え

たコミュニケーションの普遍的「法則」を紹介する。 
日本経済新聞 2015/03/15 

2014:02. / 167p 
978-4-08-720727-9 
680 円〔本体〕+税 

*9784087207279*
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こんなに違う通勤電車～関東、関西、全国、そして海外の通勤事情～(交通新聞

社新書 073) 
谷川 一巳 著 
交通新聞社 
路線、地域、そして国によって異なるさまざまな都市交通事情を解説。日本の鉄道

のすばらしさを紹介するとともに、過酷で複雑な通勤電車事情とその問題点をあぶ

り出し、海外の事例から学ぶべき点、改善点を検証する。 
日本経済新聞 2015/03/15 

2014:12. / 237p 
978-4-330-52414-6 
800 円〔本体〕+税 

*9784330524146*

 

ウルトラマン「正義の哲学」(朝日文庫 か 59-1) 
神谷 和宏 著 
朝日新聞出版 
「ウルトラマン」をテキストに、善悪とは何かを考察する講義を再現。「核開発への警

鐘」「領土・民族問題」など、シリーズ各作品に内在する“正義への問い”を照射し、

作品が伝えたかった「真実の正義」を解き明かす。 
日本経済新聞 2015/03/15 

2015:03. / 245p 
978-4-02-261822-1 
640 円〔本体〕+税 

*9784022618221*

 

スチュワードシップとコーポレートガバナンス～2 つのコードが変える日本の企業・

経済・社会～ 
北川 哲雄 著 
東洋経済新報社 
2014 年 2 月に制定された「日本版スチュワードシップ・コード」と、8 月に公表された

「持続的成長への競争力とインセンティブ」プロジェクトの 終報告。この 2 つのプ

ロジェクトの持つ意義や問題点を精確に伝える。 
日本経済新聞 2015/03/15 

2015:01. / 16p,262p 
978-4-492-73321-9 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784492733219*

 

誰がアメリカンドリームを奪ったのか?<上> 資本主義が生んだ格差大国 
ヘドリック・スミス/ 伏見 威蕃 著 
朝日新聞出版 
暴利を貪る新・富裕層、食い殺される新・貧困層…。ピュリツァー賞作家が、アメリカ

のミドルクラスの窮状を描き、鋭く考察する。上は、ミドルクラス全盛期、不平等な民

主主義、ミドルクラスの経済苦境などについて記す。 
日本経済新聞 2015/03/15 

2015:01. / 311p 
978-4-02-331360-6 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784023313606*

 

アラブ革命はなぜ起きたか～デモグラフィーとデモクラシー～ 
エマニュエル・トッド 著 
藤原書店 
ソ連崩壊、米国衰退を予言したエマニュエル・トッド。彼はイスラーム圏で着実に進

む近代化・民主化の動きを捉えていた。9.11 以降、喧伝されてきた「イスラーム vs
西洋近代」という虚像を覆す。家族型の分布図付き。 
日本経済新聞 2015/03/15 

2011:09. / 188p 
978-4-89434-820-2 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784894348202*

 

稼ぐ力を取り戻せ!～日本のモノづくり復活の処方箋～ 
冨山 和彦 著 
日本経済新聞出版社 
「いいモノをつくれば売れる時代」が終わった今、日本の製造業が目指すべき戦略

とは何か? 企業再生のスペシャリストが、日本企業が陥った 5 つの罠を暴き、稼ぐ

企業へと変貌させる「復活と再成長のシナリオ」を提言する。 
日本経済新聞 2015/03/15 

2013:06. / 254p 
978-4-532-31889-5 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784532318895*
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犬将軍～綱吉は名君か暴君か～ 
ベアトリス・M.ボダルト=ベイリー/ 早川 朝子 著 
柏書房 
誤った評価によって貶められ続けた徳川綱吉。大地震と富士山大噴火からの復

興、赤穂事件の裁き、初の貨幣改鋳…。綱吉は如何にして幕府を立て直そうとした

のか。ケンペル研究の第一人者が綱吉の生涯を独自の視点から描く。 
日本経済新聞 2015/03/15 

2015:02. / 10p,558p 
978-4-7601-4492-1 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784760144921*

 

さよならクリストファー・ロビン 
高橋 源一郎 著 
新潮社 
いつの間にか、いつものように、暗闇の中で、ぼくはお話の中に入りこんでいる。パ

パのお話の中には、いつもぼくのいる場所があるような気がする-。子どもたちのた

めに書かれた物語をめぐる新しい冒険。『新潮』掲載を書籍化。 
日本経済新聞 2015/03/15 

2012:04. / 220p 
978-4-10-450802-0 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784104508020*

 

パーソナルデータの衝撃～一生を丸裸にされる「情報経済」が始まった～ 
城田 真琴 著 
ダイヤモンド社 
「ニーズ・ウォンツ」を獲得するビジネスから「消費者の意思」を中心にした経済へ-。
新しい金脈「パーソナルデータ」を巡り、消費者と企業の関係を根底から覆す新た

なパラダイムシフトの潮流を、さまざまな観点から解説する。 
日本経済新聞 2015/03/15 

2015:02. / 7p,301p 
978-4-478-06483-2 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784478064832*

 

アウンサンスーチーのビルマ～民主化と国民和解への道～(岩波現代全書 051) 
根本 敬 著 
岩波書店 
かつてビルマ軍政が も恐れたアウンサンスーチー。長期にわたる自宅軟禁、暗殺

の危機、そして夫との死別…。それでも彼女はビルマの民主化と国民和解への希

望を捨てることはなかった。不屈の女性の思想の本質に迫る。 
日本経済新聞 2015/03/15 

2015:01. / 7p,187p,15p
978-4-00-029151-4 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784000291514*

 

日本料理の歴史(歴史文化ライブラリー)  
熊倉功夫著 著 
吉川弘文館 
日本料理とは何か。平安貴族の宴会から庶民の食卓、精進料理、本膳料理、懐

石、京料理、菓子と茶の湯まで、日本の料理文化をわかりやすく描く。北大路魯山

人・湯木貞一という 2 人の天才にもふれ、日本食文化の原点を探る。 
日本経済新聞 2015/03/15 

2007:11. / 224 
978-4-642-05645-8 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784642056458*

 

幻の五大美術館と明治の実業家たち(祥伝社新書 407) 
中野 明 著 
祥伝社 
質量ともに十分なコレクションを所蔵し、蒐集した明治の実業家たちも公開をめざし

ていたにもかかわらず、設立の夢を果たせなかった 5 つの美術館。わずかに残され

ていた貴重な資料をたどり、その全貌を明らかにする。 
日本経済新聞 2015/03/15、朝日新聞 2015/03/22 

2015:03. / 301p,6p 
978-4-396-11407-7 
860 円〔本体〕+税 

*9784396114077*
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氷(氷三部作 2) 
ウラジーミル・ソローキン/ 松下 隆志 著 
河出書房新社 
21 世紀初頭のモスクワで世界の再生を目指す謎の集団。氷のハンマーで覚醒する

金髪碧眼の男女。世界的な評価の高い作家の代表作。 
日本経済新聞 2015/03/15、毎日新聞 2015/03/15 

2015:01. / 348p 
978-4-309-20669-1 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784309206691*

 

科挙～中国の試験地獄～ 改版(中公文庫)  
宮崎 市定 著 
中央公論新社 
日本経済新聞 2015/03/22 

2003:02. / ２５４ｐ 
978-4-12-204170-7 
914 円〔本体〕+税 

*9784122041707*

 

火の路<上>(文春文庫)  
松本 清張 著 
文芸春秋 
日本経済新聞 2015/03/22 

2009:07. / ４８３ｐ 
978-4-16-769718-1 
705 円〔本体〕+税 

*9784167697181*

 

火の路<下>(文春文庫)  
松本 清張 著 
文芸春秋 
日本経済新聞 2015/03/22 

2009:07. / ５０７ｐ 
978-4-16-769719-8 
705 円〔本体〕+税 

*9784167697198*

 

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。 
日本経済新聞 2015/03/22 

2014:09. / 265p 
978-4-560-08677-3 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784560086773*

 

モード・ゴン～一八六六-一九五三～ 
杉山 寿美子 著 
国書刊行会 
絶世の美女と讃えられたアイルランドの革命家モード・ゴンの生涯を、生い立ちから

晩年に至るまで様々な側面から辿った傑作評伝。 
日本経済新聞 2015/03/22 

2015:02. / 380p 
978-4-336-05886-7 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784336058867*

 

英語教育論争から考える 
鳥飼 玖美子 著 
みすず書房 
「英語教育大論争」を現在の視点で考察し、今の英語教育の深刻な問題点を説く。

小学校英語、英語公用語、文科省教育改革の実態など。 
日本経済新聞 2015/03/22 

2014:08. / 3p,203p,6p 
978-4-622-07847-0 
2,700 円〔本体〕+税 

*9784622078470*
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アルタイ 
ウー・ミン/ さとう ななこ 著 
東京創元社 
キプロス島にユダヤ人の国を築く-。敗者の側から見たレパントの海戦。16 世紀のヴ

ェネツィア、コンスタンティノープルを舞台に、夢を追い続けた男たちの姿を描く。歴

史エンタテインメント小説。 
日本経済新聞 2015/03/22 

2015:01. / 408p 
978-4-488-01039-3 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784488010393*

 

北陸の旅～美食、絶景、クラフト、モダン建築…～(エイムック 2983) 
えい出版社 
21 世紀美術館からはじまる金沢デザイン&美食旅、合掌造りの世界遺産に泊まれ

る五箇山、世界に誇るデザイン都市・富山…。「食う・見る・買う」旅の主目的をすべ

て満足させる北陸の旅を提案する。 
日本経済新聞 2015/03/22 

2014:12. / 168p 
978-4-7779-3435-5 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784777934355*

 

日本の M&A～理論と事例研究～ 
服部 暢達 著 
日経ＢＰ社 
「総合格闘技」M&A を学ぶ実践の書。ルールをはじめ、会社法・税法など M&A
にとって重要な制度の改正を細かく網羅し、日本企業が関係する過去の M&A 事

例を採点。日本の財政問題も取り上げる。 
日本経済新聞 2015/03/22 

2015:02. / 647p 
978-4-8222-5060-7 
4,200 円〔本体〕+税 

*9784822250607*

 

オフ・ザ・マップ～世界から隔絶された場所～ 
アラステア・ボネット/ 夏目 大 著 
イーストプレス 
地図から消えた幽霊島、まるごと廃墟になった街、権力が及ばない場所、はりぼて

の村、女人禁制の山、CIA の拘留施設、自称「独立国家」…。辺境や地図に載って

いない、世界の珍スポットを紹介する。 
日本経済新聞 2015/03/22 

2015:03. / 303p 
978-4-7816-1292-8 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784781612928*

 

なぜ日本人は、こんなに働いているのにお金持ちになれないのか?～21 世紀のつ

ながり資本論～ 
渡邉 賢太郎 著 
いろは出版 
資本主義を生んだ国イギリス、世界 貧国バングラデシュ、GDP で日本を超えた中

国…。「お金とは何か?」をテーマに世界一周の旅に出た著者が、各国で学んだリア

ルなお金の仕組みと扱い方を伝える。 
日本経済新聞 2015/03/22 

2015:02. / 341p 
978-4-902097-79-5 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784902097795*

 

昭和のほどよい暮らし～モノと人をだいじにする～(PHP 文庫 き 31-1)  
岸本 葉子 著 
ＰＨＰ研究所 
モノはあっても贅沢でなく、ほどほど便利で生活快適。そんな「ほどよい」暮らしがあ

った時代-。昭和生まれの著者が、日々のほどよい生活の工夫のなかに、昭和 30、

40 年代にその原点を探るエッセイ集。 
日本経済新聞 2015/03/22 

2015:02. / 219p 
978-4-569-76302-6 
630 円〔本体〕+税 

*9784569763026*
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入門犯罪心理学(ちくま新書 1116)  
原田 隆之 著 
筑摩書房 
近年、目覚ましい発展を遂げている犯罪心理学の 前線を紹介。様々な犯罪者と

濃密に関わった経験をもつ著者が、殺人、窃盗、薬物犯罪、性犯罪などが生じるメ

カニズムを解説し、犯罪者のこころの深奥に迫る。 
日本経済新聞 2015/03/22 

2015:03. / 241p,4p 
978-4-480-06824-8 
820 円〔本体〕+税 

*9784480068248*

 

リクルート挑戦する遺伝子 
日本経済新聞社 編 
日本経済新聞出版社 
リクルートの成長の力はどこから生まれるのか。売上高 1 兆 2 千億円の巨大企業の

全貌、若い社員が育つ 3 つの企業文化、リクルートの光と影、世界進出などを徹底

取材。『日経産業新聞』の連載をもとに大幅加筆。 
日本経済新聞 2015/03/22 

2015:02. / 311p 
978-4-532-31988-5 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784532319885*

 

女性はなぜ活躍できないのか 
大沢 真知子 著 
東洋経済新報社 
日本企業で女性人材が育たない原因を明らかにするとともに、女性の活躍を推進し

てきた資生堂、大和証券などの取り組みも紹介。多様な人材活用を実現するため

の処方箋を提示する。桐野夏生へのインタビューも掲載。 
日本経済新聞 2015/03/22 

2015:02. / 6p,301p 
978-4-492-22353-6 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784492223536*

 

名門校とは何か?～人生を変える学舎の条件～(朝日新書 501) 
おおた としまさ 著 
朝日新聞出版 
「単なる進学校」と「名門校」は何が違うのか? 旧制中学・高校、明治・大正生まれの

伝統校から新興勢力校までを訪ねて考察し、これからの学校のあり方を問う。旧 7
帝国大学合格者数 5 年間平均ランキング等も収録。 
日本経済新聞 2015/03/22 

2015:02. / 325p 
978-4-02-273601-7 
860 円〔本体〕+税 

*9784022736017*

 

植物が出現し、気候を変えた 
デイヴィッド・ビアリング 著 
みすず書房 
植物の進化と繁栄は、かつて想像されていた以上にダイナミックに、地球の景観や

気候をつくりかえていた! 陸上植物の出現にはじまる“緑の地球”の 5 億年の変遷

を、 新の科学的知見をつぶさに参照しながら描きだす。 
日本経済新聞 2015/03/22 

2015:01. / 6p,297p,71p
978-4-622-07872-2 
3,400 円〔本体〕+税 

*9784622078722*

 

英会話不要論(文春新書 996) 
行方 昭夫 著 
文藝春秋 
「読み書きはできるが話せない」から脱却すべく、英語文法の授業が消え、小学校

5・6 年に必修化された英語授業を、3 年生に引き下げる動きもある。こうした文科省

の方針がいかに逆効果であるかを、事例をもとに指摘する。 
日本経済新聞 2015/03/22 

2014:10. / 190p 
978-4-16-660996-3 
700 円〔本体〕+税 

*9784166609963*
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北海道(tab!tte 1) 
昭文社 
電車とバスで行く北海道の旅をガイド。見る・食べる・買う・泊まる・温泉の情報が満

載。表紙・裏表紙を広げると地図あり。ガイド情報と地図をダウンロードできる QR コ

ード付き。データ:2013 年 5 月?2014 年 5 月現在。 
日本経済新聞 2015/03/22 

2014:08. / 375p 
978-4-398-12421-0 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784398124210*

 

川上音二郎と貞奴～明治の演劇はじまる～ 
井上 理恵 著 
社会評論社 
世情を風刺した「オッペケペ節」で知られる川上音二郎は、「日本近代演劇の祖」と

位置づけることができる。内外の新資料を駆使して、女優・貞奴と共に歩んだ彼の

舞台を詳細に追跡し、2 人の波乱に充ちた人生をも赤裸々にする。 
日本経済新聞 2015/03/22 

2015:02. / 302p 
978-4-7845-1135-8 
2,700 円〔本体〕+税 

*9784784511358*

 

モンサント～世界の農業を支配する遺伝子組み換え企業～ 
マリー=モニク・ロバン/ 村澤 真保呂/ 上尾 真道/ 戸田 清 著 
作品社 
次の標的は、TPP（環太平洋パートナーシップ）協定の日本だ！PCB、枯葉剤と史

上 悪の公害をくり返し、現在、遺伝子組み換え種子によって世界の農業への支

配を進めるモンサント社。その驚くべき実態と世界戦略を暴く！世界で話題騒然！

16 か国で刊行。 
日本経済新聞 2015/03/22 

2015:01. / 565p 
978-4-86182-392-3 
3,400 円〔本体〕+税 

*9784861823923*

 

電車道 
磯崎 憲一郎 著 
新潮社 
男はある晩、家族を残して家を出た。また別の男は突然、選挙に立候補する-。鉄道

開発を背景に、そこに流れた百年の時間と、絶えまなく続いてきた人間の営みを活

写した長篇小説。『新潮』連載を単行本化。 
日本経済新聞 2015/03/22、毎日新聞 2015/03/22、日本経済新聞 2015/03/29 

2015:02. / 248p 
978-4-10-317712-8 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784103177128*

 

皇后考 
原 武史 著 
講談社 
悠久なる日本の歴史のなかで、皇后の果たした役目とは何だったのか。皇后の存

在を初めて世に問う書物の誕生。 
日本経済新聞 2015/03/22、毎日新聞 2015/03/29 

2015:02. / 652p 
978-4-06-219394-8 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784062193948*

 

孤愁の岸<上>(講談社文庫)  
杉本 苑子 著 
講談社 
日本経済新聞 2015/03/29 

1982:02. / ２７７ｐ 
978-4-06-131745-1 
514 円〔本体〕+税 

*9784061317451*
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孤愁の岸<下>(講談社文庫)  
杉本 苑子 著 
講談社 
日本経済新聞 2015/03/29 

1982:02. / ２４４ｐ 
978-4-06-131746-8 
476 円〔本体〕+税 

*9784061317468*

 

役者は一日にしてならず 
春日 太一 著 
小学館 
週刊ポスト人気連載の役者論、待望の書籍化 
日本経済新聞 2015/03/29 

2015:02. / 320p 
978-4-09-379869-3 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784093798693*

 

辺境のフォークロア～ポスト・コロニアル時代の自然の思考～ 
金子 遊 著 
河出書房新社 
サハリンから南洋へ。太平洋の島弧の文化的な連続性をとらえるために、辺境へ。

反侵略の「ポスト民俗学」の実践。 
日本経済新聞 2015/03/29 

2015:01. / 213p 
978-4-309-22619-4 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784309226194*

 

ピッカピカの一年生を作った男(小学館文庫 す 3-1) 
杉山 恒太郎 著 
小学館 
大ヒット CM「ピッカピカの一年生」を作った伝説のクリエイターが、知られざる撮影の

舞台裏を明かし、人を感動させる思考とは何かを伝える。一流人から学んだ箴言も

わかりやすく紹介。 
日本経済新聞 2015/03/29 

2015:03. / 215p 
978-4-09-406134-5 
510 円〔本体〕+税 

*9784094061345*

 

チャイナリスク・チャイナドリーム～日本人だから、中国で勝てる!～ 
伊藤 嘉基 著 
同友館 
2012 年の反日デモ後、混沌とする中国。チャイナビジネスに取り組む実践派中小

企業診断士が、今の中国にあえて進出するメリットはどこにあるのかを、デメリットも

明らかにしつつ紹介する。 
日本経済新聞 2015/03/29 

2014:01. / 318p 
978-4-496-04992-7 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784496049927*

 

道端の経営学～戦略は弱者に学べ～ 
マイケル・マッツェオ/ ポール・オイヤー/ スコット・シェーファー/ 楠木 建/ 江口 

泰子 著 
ヴィレッジブックス 
3 人の経済学者たちが 1 台のクルマに乗り込み、全米の「小さな会社」をめぐる旅に

出た-。著者らが出会ったスモールビジネスの事例から経営戦略の概念や論理を抽

出し、経営の本質を解き明かす。 
日本経済新聞 2015/03/29 

2015:02. / 374p 
978-4-86491-199-3 
1,850 円〔本体〕+税 

*9784864911993*
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それを愛とは呼ばず 
桜木 紫乃 著 
幻冬舎 
妻を失い、仕事を奪われ、故郷を追われた 54 歳の経営者。夢を失い、東京に敗れ

た 29 歳のタレント。狂気を孕んでゆく女の純粋は、男を搦めとり、その果てに…。

『日刊ゲンダイ』ほか連載を書籍化。 
日本経済新聞 2015/03/29 

2015:03. / 278p 
978-4-344-02733-6 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784344027336*

 

企画者は 3 度たくらむ～「そうきたか!」を生み出すための思考とプロセス～ 
梅田 悟司 著 
日本経済新聞出版社 
企画は通すものではなく、人を動かすもの。「いままで誰も考え付かなかったような

画期的な企画」を生むための手順や心構えを、注目のクリエーターが伝授。著者ら

が仕掛けた「東北六魂祭」の経緯も紹介する。 
日本経済新聞 2015/03/29 

2015:02. / 255p 
978-4-532-31983-0 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784532319830*

 

リーダーは最後に食べなさい!～最強チームをつくる絶対法則～ 
サイモン・シネック/ 栗木 さつき 著 
日本経済新聞出版社 
安心感がない職場では、能力を存分に発揮することができないし、ひいては幸福な

人生を送ることもできない。アメリカ海兵隊の例を用いて、部下をやる気にさせて一

体感のある強いチームをつくる方法を伝授する。 
日本経済新聞 2015/03/29 

2015:02. / 317p 
978-4-532-31975-5 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784532319755*

 

なぜ『三四郎』は悲恋に終わるのか～「誤配」で読み解く近代文学～(集英社新書 
0776) 
石原 千秋 著 
集英社 
夏目漱石の「三四郎」をはじめ、近代文学の名作の多くが悲恋小説なのはなぜなの

か。「誤配」という概念を鍵にしてそれらを再解釈し、近代文学と現代文学との間に

横たわる大きな断層を見出す。『すばる』連載を単行本化。 
日本経済新聞 2015/03/29 

2015:03. / 198p 
978-4-08-720776-7 
720 円〔本体〕+税 

*9784087207767*

 

世界が日本経済をうらやむ日 
浜田 宏一/ 安達 誠司 著 
幻冬舎 
なぜアベノミクスがデフレ退治に効いたのか。その理由を、経済メカニズムを解き明

かすことにより説明する。今後の株や為替の動きをめぐる、浜田宏一と安達誠司の

対談も掲載。日本の「現状」と「これから」がわかる一冊。 
日本経済新聞 2015/03/29 

2015:01. / 247p 
978-4-344-02716-9 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784344027169*

 

医療制度改革～ドイツ・フランス・イギリスの比較分析と日本への示唆～ 
松本 勝明/ 加藤 智章/ 片桐 由喜/ 白瀬 由美香/ 松本 由美 著 
旬報社 
近年、様々な医療制度改革が実施されているドイツ・フランス・イギリスを対象に、医

療制度が直面する課題およびその解決のための改革について把握・検討。改革の

効果と問題点を明らかにし、日本の改革への示唆を導きだす。 
日本経済新聞 2015/03/29 

2015:03. / 344p 
978-4-8451-1399-6 
6,000 円〔本体〕+税 

*9784845113996*
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墓と葬式の見積りをとってみた(新潮新書 607) 
神舘 和典 著 
新潮社 
人気の樹木葬や、都心部の有名霊園に入るにはいくらかかるのか。散骨、宇宙葬、

土葬の実態は。葬儀社の良し悪しはどこで見分けるか。徹底取材をもとに現代日本

の「墓と葬式」事情を掘り下げた、ハウツー・ノンフィクション。 
日本経済新聞 2015/03/29 

2015:02. / 189p 
978-4-10-610607-1 
700 円〔本体〕+税 

*9784106106071*

 

リフレが日本経済を復活させる～経済を動かす貨幣の力～ 
岩田 規久男/ 浜田 宏一/ 原田 泰/ 安達 誠司 著 
中央経済社 
デフレは貨幣現象であり、だからこそデフレ脱却には金融政策が不可欠である。金

融政策として「リフレーション政策」を提唱し、なぜ金融政策でデフレから脱却できる

のか、なぜその過程で生産と雇用が増大するのかを解説する。 
日本経済新聞 2015/03/29 

2013:03. / 291p 
978-4-502-47820-8 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784502478208*

 

アベノミクス批判～四本の矢を折る～ 
伊東 光晴 著 
岩波書店 
幻想につつまれた経済政策の正体とは? アベノミクス第一、第二、第三の矢を検討

し、いずれも景気浮揚にはつながらないことを解明。さらに第四の矢ともいうべき、

安倍政権の真の狙いである「戦後政治改変」の動きも批判する。 
日本経済新聞 2015/03/29 

2014:07. / 16p,156p 
978-4-00-022082-8 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784000220828*

 

偉大なる失敗～天才科学者たちはどう間違えたか～ 
マリオ・リヴィオ/ 千葉 敏生 著 
早川書房 
才能にめぐまれた科学者だって、間違いはする。だがそれこそ、ブレイクスルーの

鍵なのだ-。偉大な失敗を鑑賞し、学ぶための科学読本。フライングや袋小路以外

の何物でもなかった事例を含む科学上の発展について名調子で語る。 
日本経済新聞 2015/03/29 

2015:01. / 410p 
978-4-15-209518-3 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784152095183*

 

袁世凱～現代中国の出発～(岩波新書 新赤版 1531) 
岡本 隆司 著 
岩波書店 
「裏切り者」「陰険な権力者」と、日本でも中国でも悪評ばかりの袁世凱。しかし、な

ぜそんな人物が激動の時代に勢力をひろげ、皇帝に即位できたのか。袁世凱の生

涯を、複雑な中国のありようを映し出す「鑑」として描きだす。 
日本経済新聞 2015/03/29 

2015:02. / 11p,225p,9p
978-4-00-431531-5 
780 円〔本体〕+税 

*9784004315315*

 

近代アジア精神史の試み(岩波現代文庫)  
松本 健一 著 
岩波書店 
毎日新聞 2015/03/01 

2008:01. / ２５７，５ｐ 
978-4-00-603158-9 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784006031589*
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ｓｉｄｅ Ｂ(小学館文庫)  
佐藤 正午 著 
小学館 
毎日新聞 2015/03/01 

2007:07. / ２６７ｐ 
978-4-09-408184-8 
533 円〔本体〕+税 

*9784094081848*

 

なかそね荘～賢人たちは激動の 10 年をどう見つめてきたのか-～ 
中曽根 康弘/ 渡邉 恒雄/ 石原 慎太郎/ 寺島 実郎 著 
世界文化社 
昭和の名総理と言論界の重鎮、憂国の政治家、戦略家が「日本」を熱く語り合った

至高の対談集。出来事をまとめた年表と脚注付き。 
毎日新聞 2015/03/01 

2015:01. / 343p 
978-4-418-15502-6 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784418155026*

 

リノベーションまちづくり～不動産事業でまちを再生する方法～ 
清水 義次 著 
学芸出版社 
衰退市街地の不動産を 小限の投資で甦らせ、創意溢れる事業者を集めて街を

再生する、補助金頼みではない自立型まちづくりの全貌。 
毎日新聞 2015/03/01 

2014:09. / 205p 
978-4-7615-2575-0 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784761525750*

 

他界 
金子 兜太 著 
講談社 
俳句界の 長老にして、多くのファンを持つ俳人・金子兜太。95 歳の現在の「生き

ること」と「死ぬこと」のありのままを語りおろす。 
毎日新聞 2015/03/01 

2014:12. / 205p 
978-4-06-219139-5 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784062191395*

 

鉄道の旅手帖～乗った路線をぬりつぶしてつくる自分だけの旅の記録～ 改訂新

版 
実業之日本社 
乗った路線をぬりつぶして作る、自分だけの旅の記録ができる本。1980 年以降の

廃線・全駅収録、北陸新幹線開業に合わせた改訂新版。書き込み式。 
毎日新聞 2015/03/01 

2015:02. / 191p 
978-4-408-11125-4 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784408111254*

 

神山貞次郎写真集～I Love BUTOH!～ 
神山 貞次郎 著 
現代書館 
闇なのか、光なのか? 2013 年に急逝した神山貞治郎が 40 年にわたって撮り続け

た、舞踏家たちの秘蔵写真の数々。世界を席捲した極限の舞台芸術=舞踏への偏

愛に満ちた奇跡の写真集。 
毎日新聞 2015/03/01 

2014:12. / 503p 
978-4-7684-7655-0 
10,000 円〔本体〕+税 

*9784768476550*

 

きみは誤解している(小学館文庫 さ 4-3) 
佐藤 正午 著 
小学館 
出会いと別れ、切ない人生に輝く一瞬と普遍的な人間心理を、競輪場を舞台に透

明感溢れる文章で綴った作品集。死期が近い父親の当たり車券を元手に大口勝負

に挑もうとする青年を描く表題作を含む全 6 編を収録。 
毎日新聞 2015/03/01 

2012:03. / 317p 
978-4-09-408702-4 
619 円〔本体〕+税 

*9784094087024*
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小説家大岡昇平 
菅野 昭正 著 
筑摩書房 
「俘虜記」「武蔵野夫人」「野火」「レイテ戦記」…。戦後文学史に不滅の輝きを放つ

小説群。歴史の激流の中で誠実な歩みをつづけた小説家・大岡昇平の<ながい旅

>の軌跡を、透徹した作品分析によって描き出す。 
毎日新聞 2015/03/01 

2014:12. / 356p 
978-4-480-82377-9 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784480823779*

 

幻島はるかなり～推理・幻想文学の七十年～ 
紀田 順一郎 著 
松籟社 
戦後日本ミステリの隆盛に併走し、幻想怪奇文学の発掘と紹介に心血を注いだ著

者による、七十余年のクロニクル。同人誌『SR マンスリー』の初期活動や、畏友大伴

昌司との個人的な交友のエピソードなどにもふれる。 
毎日新聞 2015/03/01 

2015:02. / 314p 
978-4-87984-331-9 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784879843319*

 

イスラム戦争～中東崩壊と欧米の敗北～(集英社新書 0770B)  
内藤 正典 著 
集英社 
混迷を極める中東に突如現れたイスラム国。捕虜の殺害や少数民族への迫害な

ど、その過激な行動の裏にある歴史と論理は何か? 欧米による中東政策の限界を

指摘し、日本がテロや戦争に巻き込まれないための道を探る。 
毎日新聞 2015/03/01 

2015:01. / 252p 
978-4-08-720770-5 
760 円〔本体〕+税 

*9784087207705*

 

知のバリアフリー～「障害」で学びを拡げる～ 
京都大学学生総合支援センター障害学生支援ルーム 著, 広瀬 浩二郎 編 
京都大学学術出版会 
大学の知の中で、障害はどこまでも「周縁」だったのではないか？障害者支援の

前線からの問いかけは、学術そのものに根源的な疑問を投げかける。過去、現在か

ら未来を見据え、新たな知の在り方を発信する希望の書。 
毎日新聞 2015/03/01 

2014:12. / 15p,268p 
978-4-87698-542-5 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784876985425*

 

ラスト・ワン 
金子 達仁 著 
日本実業出版社 
義足アスリートの壮絶すぎる生きざま。思わずもんどりを打つほどの衝撃エンディン

グ。スポーツ・ライターの金子達仁が、パラリンピック選手・中西麻耶に密着取材して

書き下ろした、驚嘆と感動のヒューマンストーリー。 
毎日新聞 2015/03/01 

2014:11. / 251p 
978-4-534-05238-4 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784534052384*

 

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。 
毎日新聞 2015/03/01 

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

*9784093863889*
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ハーレムの闘う本屋～ルイス・ミショーの生涯～ 
ヴォーンダ・ミショー・ネルソン/ R.グレゴリー・クリスティ/ 原田 勝 著 
あすなろ書房 
1939 年、ニューヨーク 7 番街に風変わりな書店が誕生した。黒人が書いた、黒人に

ついての本だけを売る店。権力や差別、偏見に屈せず、全米ナンバーワンの黒人

専門書店をつくりあげたルイス・ミショーの生涯を紹介する。 
毎日新聞 2015/03/01 

2015:02. / 179p 
978-4-7515-2752-8 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784751527528*

 

日本の近代～１８５３～１８７１～<１> 開国・維新(中公文庫 S24-1） 
松本 健一 著, 伊藤 隆/ 猪木 武徳/ 北岡 伸一/ 御厨 貴 編 
中央公論新社 
ペリー来航に始まる幕末、欧米各国の圧迫と国家の危機を人々は英知と戦略で切

り抜ける。日本がアジアで唯一近代化に成功したのはなぜか、近代国家誕生の過

程から描く。ダイナミックな視野から活写する、物語としての近代史。 
毎日新聞 2015/03/01 

2012:06. / 423p 
978-4-12-205661-9 
1,333 円〔本体〕+税 

*9784122056619*

 

八幡炎炎記 
村田 喜代子 著 
平凡社 
製鉄の町、八幡を舞台にした著者初の自伝的小説 
毎日新聞 2015/03/01、中日新聞・東京新聞 2015/03/29 

2015:02. / 263p 
978-4-582-83683-7 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784582836837*

 

オウムという現象～現代社会と宗教～(シリーズ文明のゆくえ－近代文明を問う)  
渡辺 学 著 
晃洋書房 
今なぜオウム真理教事件を問うのか 
毎日新聞 2015/03/08 

2014:11. / 7p,141p 
978-4-7710-2574-5 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784771025745*

 

池上彰の現代史授業～21 世紀を生きる若い人たちへ～<平成編 3> 21 世紀はじ

めの十年 9・11 と世界の危機 
ミネルヴァ書房 
池上彰先生の解説で、「今がわかる」現代史 
毎日新聞 2015/03/08 

2015:03. / 47p 
978-4-623-07169-2 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784623071692*

 

人類は今やその行動力で自滅に向かっている～地球生態系よりの考察～(シリー

ズ文明のゆくえ) 
大嶋 泰治/ 梅原 猛 著 
晃洋書房 
微生物が地球を救う―地球生態系よりの考察 
毎日新聞 2015/03/08 

2013:07. / 10p,94p 
978-4-7710-2471-7 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784771024717*

 

場所の哲学～近代法思想の限界を超えて～(シリーズ文明のゆくえ－近代文明を

問う) 
大塚 正之 著 
晃洋書房 
近代、近代法とは何だったのかを考える長い旅 
毎日新聞 2015/03/08 

2013:12. / 15p,129p 
978-4-7710-2493-9 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784771024939*
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近代主観主義の超克～文明の新しいかたち～(シリーズ文明のゆくえ－近代文明

を問う)  
池田 善昭 編 
晃洋書房 
存在者を主観性の枠組みからどう解放すべきか 
毎日新聞 2015/03/08 

2014:09. / 11p,141p 
978-4-7710-2562-2 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784771025622*

 

近代文明からの転回(シリーズ文明のゆくえ) 
清水 博/ 梅原 猛 著 
晃洋書房 
いのちの天動説から地動説へのコペルニクス的転回 
毎日新聞 2015/03/08 

2013:08. / 10p,157p 
978-4-7710-2462-5 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784771024625*

 

システムという存在(シリーズ文明のゆくえ－近代文明を問う) 
山下 和也 著 
晃洋書房 
近代思想が見落としたシステムという存在を見直す 
毎日新聞 2015/03/08 

2013:12. / 11p,113p 
978-4-7710-2494-6 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784771024946*

 

原子力時代の終焉～東日本大震災に臨んで～(シリーズ文明のゆくえ) 
池田 善昭/ 梅原 猛 著 
晃洋書房 
われわれは植物である―「落ち着き」の哲学のために 
毎日新聞 2015/03/08 

2013:07. / 12p,139p 
978-4-7710-2465-6 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784771024656*

 

韓国化する日本、日本化する韓国 
浅羽 祐樹 著 
講談社 
同じ問題を抱えているのにそこに眼差しをむけない韓国は日本の、日本は韓国の

映し姿。世界標準の外交思考で読み解く日韓関係の実相 
毎日新聞 2015/03/08 

2015:02. / 252p 
978-4-06-219272-9 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784062192729*

 

公共放送 BBC の研究 
原 麻里子/ 柴山 哲也 著 
ミネルヴァ書房 
イギリス帝国のメディアからグローバル・メディアへ。世界 高峰のジャーナリズムの

ひとつとして君臨し続ける巨大メディア BBC について、多角的に捉えて論じる。 
毎日新聞 2015/03/08 

2011:03. / 6,336p 
978-4-623-05594-4 
4,500 円〔本体〕+税 

*9784623055944*

 

時空超えた沖縄 
又吉 栄喜 著 
燦葉出版社 
小説の舞台を育んだ「原風景」。沖縄という固有の精神風土と人々の営みを見つ

め、すべてエッセイに込めてきた-。沖縄や本土の雑誌や新聞に掲載されたエッセイ

66 編を収録する。 
毎日新聞 2015/03/08 

2015:02. / 275p 
978-4-87925-118-3 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784879251183*



 85  

 

反知性主義～アメリカが生んだ「熱病」の正体～(新潮選書) 
森本 あんり 著 
新潮社 
民主主義の破壊者か。あるいは平等主義の伝道者か。いま世界で も危険なイデ

オロギーの根源、「反知性主義」の恐るべきパワーと意外な効用を、米国のキリスト

教と自己啓発の歴史から描く。 
毎日新聞 2015/03/08 

2015:02. / 282p 
978-4-10-603764-1 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784106037641*

 

乙女の家 
朝倉 かすみ 著 
新潮社 
自分のキャラを探し迷走中の若菜 17 歳。強烈な祖母ら女系三世代に煽られ青春

真っ 中。恋に友情に大忙しの若菜と、見守る家族のてんやわんやの物語。『北海

道新聞』『中日新聞』等連載を単行本化。 
毎日新聞 2015/03/08 

2015:02. / 395p 
978-4-10-332342-6 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784103323426*

 

NHK が危ない!～「政府の NHK」ではなく「国民のための NHK」へ～ 
池田 恵理子/ 戸崎 賢二/ 永田 浩三 著 
あけび書房 
ここまで来た政治介入人事。危機の進行は止められるのか!? 国民のための公共放

送を取り戻すために何が必要かを、番組づくりの 前線にいた元 NHK ディレクタ

ーとプロデューサーが緊急提言する。 
毎日新聞 2015/03/08 

2014:04. / 229p 
978-4-87154-122-0 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784871541220*

 

小川未明童話集(ハルキ文庫 お 16-1) 
小川 未明 著 
角川春樹事務所 
子をなくして悲しむ親あざらしとそれを見ていた月の交流を綴った「月とあざらし」、

人間のやさしさを信じた海の人魚が人間界に産み落とした赤ん坊の運命を描いた

「赤いろうそくと人魚」など、全 23 篇を収録。 
毎日新聞 2015/03/08 

2013:03. / 219p 
978-4-7584-3723-3 
480 円〔本体〕+税 

*9784758437233*

 

京都 
黒川 創 著 
新潮社 
「平安建都千二百年」が謳われる京都で、地図から消された小さな町。かつてたし

かにそこにいた、履物屋の夫婦と少年の自分-。4 つの町をめぐりながら、人の生の

根源に触れる連作小説。『新潮』掲載を単行本化。 
毎日新聞 2015/03/08 

2014:10. / 251p 
978-4-10-444407-6 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784104444076*

 

NHK～危機に立つ公共放送～ 新版(岩波新書 新赤版 1521) 
松田 浩 著 
岩波書店 
公共放送の使命とは。創立以来 大の「自主・自律」の危機に直面する NHK。権

力によるトップ人事支配に「民主主義の危機」と警鐘を鳴らす著者が、構造的要因

を解明し、再生への展望を示す。前著を全面改訂して問う緊急提言。 
毎日新聞 2015/03/08 

2014:12. / 5p,235p,10p
978-4-00-431521-6 
820 円〔本体〕+税 

*9784004315216*
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希望の思想プラグマティズム入門(筑摩選書 0108) 
大賀 祐樹 著 
筑摩書房 
異なる「信念」上の対立を超克し、連帯と共生を可能にする思想、プラグマティズ

ム。パース、デューイ、ローティら、プラグマティズムの重要人物を取り上げ、その思

想を概観しつつ、現代社会における連帯と共生の可能性を探る。 
毎日新聞 2015/03/08 

2015:01. / 221p 
978-4-480-01614-0 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784480016140*

 

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

ズ・ステュアートとの対談を収録した映画コラム集。 
毎日新聞 2015/03/08、産経新聞 2015/03/15 

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

*9784822815233*

 

アイヌ学入門(講談社現代新書 2304)  
瀬川 拓郎 著 
講談社 
海を渡り北方世界と日本を繋ぐ大交易民族としてのアイヌ、中国元朝と戦うアイヌ、

従来のイメージを覆しダイナミックなアイヌ像を提示 
毎日新聞 2015/03/08、朝日新聞 2015/03/29 

2015:02. / 311p 
978-4-06-288304-7 
840 円〔本体〕+税 

*9784062883047*

 

経済学者、未来を語る～新「わが孫たちの経済的可能性」～ 
ダロン・アセモグル/ 小坂 恵理 著, ダロン・アセモグル/ イグナシオ・パラシオス=
ウエルタ 編 
ＮＴＴ出版 
トップ経済学者たちが予測する、これからの 100 年！ 
毎日新聞 2015/03/08、日本経済新聞 2015/03/29 

2015:01. / 295p 
978-4-7571-2335-9 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784757123359*

 

唐獅子株式会社 改版(新潮文庫)  
小林 信彦 著 
新潮社 
毎日新聞 2015/03/15 

2008:01. / ４９７ｐ 
978-4-10-115801-3 
667 円〔本体〕+税 

*9784101158013*

 

丸山薫詩集(現代詩文庫)  
丸山薫 著 
思潮社 
毎日新聞 2015/03/15 

1989:02. / １６０ｐ 
978-4-7837-0854-4 
1,165 円〔本体〕+税 

*9784783708544*

 

冷海深情(シャマン・ラポガンの海洋文学 1) 
シャマン・ラポガン/ 魚住 悦子 著 
草風館 
海に生きる台湾タオ族の作家による文学作品 
毎日新聞 2015/03/15 

2014:12. / 267p 
978-4-88323-194-2 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784883231942*
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空の目(シャマン・ラポガンの海洋文学 2) 
シャマン・ラポガン/ 下村 作次郎 著 
草風館 
海に生きる台湾タオ族の作家による文学作品 
毎日新聞 2015/03/15 

2014:12. / 245p 
978-4-88323-195-9 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784883231959*

 

くりかえすけど(銀河叢書) 
田中 小実昌 著 
幻戯書房 
世間というのはまったくバカらしく、おそろしい。戦争も世間がやったことだ。一億総

白痴化の たるものだろう-。そんなまなざしが、しずかににじむ単行本未収録作品

集。 
毎日新聞 2015/03/15 

2015:01. / 315p 
978-4-86488-064-0 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784864880640*

 

渚の思想  
谷川 健一 著 
晶文社 
現世と他界をつなぐ接点にある渚。海岸はコンクリートでふさがれ、いまや渚が失わ

れようとしている。海をめぐる民俗学の深みから、人間の自然を取り戻す力を求める

論考を収録。 
毎日新聞 2015/03/15 

2004:12. / ２２７ｐ 
978-4-7949-6639-1 
2,100 円〔本体〕+税 

*9784794966391*

 

起き姫～口入れ屋のおんな～ 
杉本 章子 著 
文藝春秋 
夫の浮気で離縁したおこうが向かったのは、元乳母の切り盛りする口入れ屋の三春

屋。やがて女主人として人と人との縁を結んでいくが…。江戸のおんな模様を描き

切った傑作集。『オール讀物』掲載を単行本化。 
毎日新聞 2015/03/15 

2015:01. / 308p 
978-4-16-390188-6 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784163901886*

 

十二の肖像画による十二の物語 
辻 邦生 著 
ＰＨＰエディターズ・グループ 
レンブラント「黄金の兜の男」、ダ・ヴィンチ「美しきフェロニエール」…。肖像画の名

品に秘められた人間ドラマを、作家ならではの想像力が描き出す。「妬み」「怖れ」

「偽り」など全 12 篇の短篇を収録する。 
毎日新聞 2015/03/15 

2015:01. / 124p 
978-4-569-82359-1 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784569823591*

 

対談天皇日本史(文春学藝ライブラリー) 
山崎 正和 著 
文藝春秋 
古代の帝王・天智天皇、猿楽を愛した後白河法皇、乱世の調停者・正親町天皇、

近代化の推進者・明治天皇、激動に生きた昭和天皇…。天皇制というもっともユニ

ークな日本の特色について、10 人の大家と語り合う。 
毎日新聞 2015/03/15 

2015:02. / 267p 
978-4-16-813038-0 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784168130380*
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心のてのひらに 
稲葉 真弓 著 
港の人 
いたみは文明のなかでそだつのだ それとはしらず そしらぬ顔で ある三月 文明

の臨月が 大地を揺らし 海を揺らした (「椿を鎮める」より) 「3.11 の祈りが通じる、

心のてのひらに納まるような」詩集。 
毎日新聞 2015/03/15 

2015:03. / 105p 
978-4-89629-291-6 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784896292916*

 

共働き子育てを成功させる 5 つの鉄則 
普光院 亜紀 著 
集英社 
保育園選びではずせない条件とは? 職場に近い vs 家賃が安い、住むなら? 父親

の家事能力をアップするには? 「保育園を考える親の会」代表が長年の活動をふま

え、知らないと後悔する共働き子育ての鉄則を伝授します。 
毎日新聞 2015/03/15 

2015:02. / 206p 
978-4-08-786073-3 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784087860733*

 

谷中安規モダンとデカダン 
谷中 安規 著, 谷中 安規/ 辺見 海 編 
国書刊行会 
大正・昭和のモダン都市東京を放浪し、特異な版画作品を数多く残した〈風船画

伯〉谷中安規の全貌をかつてない規模で集成。新発見の作品も収録した決定版画

集！ 内田百閒、佐藤春夫らが愛した奇人版画家の知られざる全貌。 
毎日新聞 2015/03/15 

2014:12. / 265p,6p 
978-4-336-05793-8 
4,500 円〔本体〕+税 

*9784336057938*

 

悲嘆の門<下> 
宮部 みゆき 著 
毎日新聞社 
「おまえたちの世界には、私以上の怪物が満ち溢れているぞ」 憎しみに染められて

いく世界。「連続切断魔」の正体は? 「悲嘆の門」とは何か? クライマックスに向けて

物語は加速する。『サンデー毎日』掲載を単行本化。 
毎日新聞 2015/03/15 

2015:01. / 393p 
978-4-620-10809-4 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784620108094*

 

悲嘆の門<上> 
宮部 みゆき 著 
毎日新聞社 
死体を切り取る戦慄の殺人事件が発生した。ネットに溢れる殺人者の噂を追う大学

生の孝太郎。<動くガーゴイル像>の謎に憑かれる元刑事・都築。人の心に渇望が

満ちる時、姿を現すものは? 『サンデー毎日』掲載を単行本化。 
毎日新聞 2015/03/15 

2015:01. / 406p 
978-4-620-10808-7 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784620108087*

 

清泉女子大学地球市民学科の挑戦～21 世紀の学びをフィールドワークに求めて

～ 
清泉女子大学文学部地球市民学科 著 
高文研 
日本全国の数ある大学の中で唯一の「地球市民学科」。必修のフィールドワークを

通して女子大生たちは何を考え、その後の人生に活かしたのか。清泉女子大学文

学部地球市民学科のフィールドワークの成果を、学生の声と共に紹介。 
毎日新聞 2015/03/15 

2014:12. / 223p 
978-4-87498-558-8 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784874985588*
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瘋癲老人日記 改版(中公文庫)  
谷崎 潤一郎 著 
中央公論新社 
毎日新聞 2015/03/22 

2001:03. / ２５８ｐ 
978-4-12-203818-9 
629 円〔本体〕+税 

*9784122038189*

 

痴人の愛 改版(中公文庫)  
谷崎 潤一郎 著 
中央公論新社 
毎日新聞 2015/03/22 

2006:10. / ３５９ｐ 
978-4-12-204767-9 
800 円〔本体〕+税 

*9784122047679*

 

ニ－チェ全集<１> 古典ギリシアの精神(ちくま学芸文庫)  
フリ－ドリヒ・ヴィルヘルム・ニ－チェ 著 
筑摩書房 
毎日新聞 2015/03/22 

1994:05. / ６５１， 
978-4-480-08071-4 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784480080714*

 

平安時代の死刑～なぜ避けられたのか～(歴史文化ライブラリー 397)  
戸川 点 著 
吉川弘文館 
1000 年の時を超え現代の死刑制度を問う 
毎日新聞 2015/03/22 

2015:03. / 5p,197p 
978-4-642-05797-4 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784642057974*

 

本当の戦争の話をしよう～世界の「対立」を仕切る～ 
伊勢崎 賢治 著 
朝日出版社 
プレハブ校舎にて、「紛争屋」が高校生に本気で語った、日本人と戦争のこれから。 
毎日新聞 2015/03/22 

2015:01. / 419p 
978-4-255-00816-5 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784255008165*

 

TRANSIT<No.27(2015Winter)> 美しきロシアとバルトの国々(講談社 MOOK) 
講談社 
今なお謎と浪漫が息づくバルト 3 国と世界 大の国土を有するロシアを東西 1 万

キロに及ぶ総力取材でお送りします。 
毎日新聞 2015/03/22 

2015:01. / 218p 
978-4-06-389876-7 
1,713 円〔本体〕+税 

*9784063898767*

 

心をとめて森を歩く 
小西 貴士/ 河邉 貴子 著 
聖公会出版 
森に心をとめてきた写真家と、子どもに心をとめてきた幼児教育研究者が織りなす

珠玉のフォト&エッセイ集。自然のいとなみのなかに、小さな神さまの仕事を見つけ

ることができる本。 
毎日新聞 2015/03/22 

2015:01. / 101p 
978-4-88274-275-3 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784882742753*
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京都で働く～アウェイな場所での挑戦～ 
アリカ 編 
新潮社 
コネなし、金なし、でもこの街で働きたい! カフェバリスタ、ゲストハウス経営者、蒔絵

師など、しがらみに負けず夢をかなえた「よそ者」10 人の生き方に迫る。京都の魅力

が見えてくる一冊。 
毎日新聞 2015/03/22 

2015:01. / 253p 
978-4-10-338091-7 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784103380917*

 

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

て傷つけられるや、彼女の面影を脳裡に永遠に保有するため、佐助は自ら盲目の

世界に入る…。谷崎文学の頂点をなす作品。 
毎日新聞 2015/03/22 

2012:06. / 128p 
978-4-10-100504-1 
370 円〔本体〕+税 

*9784101005041*

 

透明カメレオン 
道尾 秀介 著 
KADOKAWA 
冴えない容姿と“特殊”な声を持つラジオのパーソナリティの恭太郎はある雨の日、

行きつけのバーで奇妙な女の子に出会う。ひょんなことから彼女の企てた殺害計画

に参加することになる恭太郎だったが――。 
毎日新聞 2015/03/22 

2015:01. / 383p 
978-4-04-101428-8 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784041014288*

 

岩合光昭の世界ネコ歩き 
岩合 光昭 著 
クレヴィス 
パリのレストランの看板ネコ、村の一員として認められているネコ、漁船を迎えにいく

ネコ…。NHK BS プレミアムの番組「岩合光昭の世界ネコ歩き」で訪ねた世界 15 地

域で撮影した作品 209 点を収録する。 
毎日新聞 2015/03/22 

2015:04. / 127p 
978-4-904845-50-9 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784904845509*

 

わが心のチェーホフ 
佐藤 清郎 著 
以文社 
農奴の孫、医師・作家のチェーホフは、すべてを離れて見る眼を持っていた。そこ

から笑いと哀れみ、優しさと厳しさが生まれる。名著「チェーホフの生涯」から半世

紀、94 歳の著者が書き溜めたエッセイ風のチェーホフ論。 
毎日新聞 2015/03/22 

2014:12. / 217p 
978-4-7531-0322-5 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784753103225*

 

貧困の中の子ども～希望って何ですか～(ポプラ新書 055) 
下野新聞子どもの希望取材班 著 
ポプラ社 
「トイレのない家」に暮らすきょうだい、母親に捨てられた少女、父親を亡くした高校

生…。弱い立場の子どもたちに光を当て、可視化されにくい貧困の現状をあぶり出

し、解決策を探る。『下野新聞』連載に加筆・修正し単行本化。 
毎日新聞 2015/03/22 

2015:03. / 237p 
978-4-591-14458-9 
780 円〔本体〕+税 

*9784591144589*
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虫から始まる文明論(知のトレッキング叢書) 
奥本 大三郎 著 
集英社インターナショナル 
昆虫のツノと建築物の屋根、鳥の羽と寺院の色彩の相似。人間の生活や文化は、

虫や鳥などの豊かな影響の中で生まれたものだった…。「現代のファーブル」が豊

富な知識と長年のフィールドワークから得た体験をもとに語る文明論。 
毎日新聞 2015/03/22 

2015:02. / 214p 
978-4-7976-7288-6 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784797672886*

 

大和屋物語～大阪ミナミの花街民俗史～ 
神崎 宣武 著 
岩波書店 
2003 年、126 年の歴史に幕を下ろした大阪・ミナミの花街の料亭・大和屋。その哲

学と、上質で高度な「もてなし」とは。司馬遼太郎らも愛した店の歴史、失われゆく

「お茶屋文化」を、民俗学者が愛惜を込めて描き出す。 
毎日新聞 2015/03/22 

2015:01. / 6p,210p 
978-4-00-025335-2 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784000253352*

 

いぶき亭四季の食卓～衆議院議長のこだわり手料理～ 増補改訂版 
伊吹 文明 著 
講談社エディトリアル 
労働大臣、文部科学大臣、自民党幹事長など、要職を歴任する京都出身の政治

家、伊吹文明が、食へのこだわりと、誰にでも簡単につくれる手料理の数々を書き

綴る。 
毎日新聞 2015/03/22、読売新聞 2015/03/29 

2015:03. / 231p 
978-4-907514-13-6 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784907514136*

 

人間失格 改版(新潮文庫)  
太宰 治 著 
新潮社 
毎日新聞 2015/03/29 

2006:01. / １８５ｐ 
978-4-10-100605-5 
286 円〔本体〕+税 

*9784101006055*

 

黒猫・アッシャー家の崩壊(新潮文庫)  
エドガー・アラン・ポー/ 巽 孝之 著 
新潮社 
毎日新聞 2015/03/29 

2009:03. / ２０７ｐ 
978-4-10-202804-9 
400 円〔本体〕+税 

*9784102028049*

 

モルグ街の殺人・黄金虫(新潮文庫)  
エドガー・アラン・ポー/ 巽 孝之 著 
新潮社 
毎日新聞 2015/03/29 

2009:04. / ２８０ｐ 
978-4-10-202805-6 
490 円〔本体〕+税 

*9784102028056*

 

船に乗れ!<1> 合奏と協奏(ポプラ文庫ピュアフル P ふ-2-2) 306p '11 
藤谷 治 著 
ポプラ社 
毎日新聞 2015/03/29 

2011:03. / 306p 
978-4-591-12399-7 
620 円〔本体〕+税 

*9784591123997*
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船に乗れ!<2> 独奏(ポプラ文庫ピュアフル P ふ-2-3) 
藤谷 治 著 
ポプラ社 
毎日新聞 2015/03/29 

2011:03. / 320p 
978-4-591-12400-0 
650 円〔本体〕+税 

*9784591124000*

 

船に乗れ!<3> 合奏協奏曲(ポプラ文庫ピュアフル P ふ-2-4) 296p '11 
藤谷 治 著 
ポプラ社 
毎日新聞 2015/03/29 

2011:03. / 296p 
978-4-591-12401-7 
620 円〔本体〕+税 

*9784591124017*

 

公共圏に挑戦する宗教～ポスト世俗化時代における共棲のために～ 
ユルゲン・ハーバーマス/ チャールズ・テイラー/ ジュディス・バトラー/ コーネル・ウ

ェスト/ クレイグ・カルフーン/ 箱田 徹/ 金城 美幸 著, ユルゲン・ハーバーマス/ 
チャールズ・テイラー/ ジュディス・バトラー/ コーネル・ウェスト/ クレイグ・カルフー

ン/ ジョナサン・ヴァンアントワーペン 編 
岩波書店 
現代を代表する知性による刺激的な意見の応酬 
毎日新聞 2015/03/29 

2014:11. / 9p,209p,3p 
978-4-00-022938-8 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784000229388*

 

日本近代小説史(中公選書 020) 
安藤 宏 著 
中央公論新社 
文明開化期から村上春樹まで、日本の近代小説史をコンパクトにわかりやすく概説

した入門書。主要な小説は傍注に簡略な紹介を付し、写真図版も多数収録する。 
毎日新聞 2015/03/29 

2015:01. / 229p 
978-4-12-110020-7 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784121100207*

 

<持ち場>の希望学～釜石と震災、もう一つの記憶～ 
玄田 有史 編 
東京大学出版会 
東日本大震災後の釜石。人々はそれぞれの<持ち場>で何を考え、いかに行動した

のか…。オーラル・ヒストリー(口述史)を通じた「言葉」で紡ぐ「震災の記憶」。 
毎日新聞 2015/03/29 

2014:12. / 10p,405p,8p
978-4-13-033072-5 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784130330725*

 

わらうプランクトン 
ひらい あきお 著 
小学館 
水の中をさまよい続ける生き物「プランクトン」を顕微鏡で覗いてみると、想像を絶す

るようなさまざまな「顔」が。プランクトンを顕微鏡写真で紹介する、絵本感覚の図

鑑。 
毎日新聞 2015/03/29 

2015:02. / 79p 
978-4-09-726561-0 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784097265610*
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大渦巻への落下・灯台(新潮文庫 ホ-1-6) 
エドガー・アラン・ポー/ 巽 孝之 著 
新潮社 
2848 年、気球スカイラーク号での旅を描いた「メロンタ・タウタ」、サイボーグをテー

マにした「使い切った男」など、アメリカ 大の文豪ポーの SF&ファンタジー作品全

7 編を収録する。 
毎日新聞 2015/03/29 

2015:03. / 241p 
978-4-10-202806-3 
490 円〔本体〕+税 

*9784102028063*

 

日本人が知らない漁業の大問題(新潮新書 612) 
佐野 雅昭 著 
新潮社 
年々衰退し続ける漁の現場、揺らぐ卸売市場流通、定番商品ばかりの小売の店

頭、ブランドや養殖への過剰参入、失われゆく魚食文化…。日本漁業を取りまく深

刻な構造問題を、気鋭の水産学者が徹底検証する。 
毎日新聞 2015/03/29 

2015:03. / 191p 
978-4-10-610612-5 
700 円〔本体〕+税 

*9784106106125*

 

情報立国・日本の戦争～大国の暗闘、テロリストの陰謀～(角川新書 K-3) 
山崎 文明 著 
KADOKAWA 
現在ある検索エンジンを使えばあなたでも実物の機械や設備をハッキングできる。

ネットは貧者の核兵器とも呼ばれる。”戦争のなかの日常”を私達は既に過ごしてい

るのだ。戦慄の現実と個人・企業・国家の対策を示す! 
毎日新聞 2015/03/29 

2015:02. / 236p 
978-4-04-102546-8 
800 円〔本体〕+税 

*9784041025468*

 

佐高信の昭和史 
佐高 信 著 
KADOKAWA 
戦争を招いた昭和。戦後平和運動の蹉跌。私たち日本人は再び、戦争か平和かと

いう岐路に立っている。昭和史のエポックとなる事件・人物・組織の軌跡を辿り、戦

後七〇年を経て戦前と酷似する現代日本に警鐘を鳴らす！ 
毎日新聞 2015/03/29 

2015:01. / 302p 
978-4-04-653334-0 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784046533340*

 

創価学会と平和主義(朝日新書 481)  
佐藤 優 著 
朝日新聞出版 
公明党が賛成した集団的自衛権。しかしそれは“名ばかり”のものにすぎない。閣議

決定を骨抜きにしたのは創価学会の平和主義だった。その「平和主義」は本物か? 
組織の論理と「池田大作」の思想に、知の怪物が迫る。 
毎日新聞 2015/03/29 

2014:10. / 222p 
978-4-02-273582-9 
760 円〔本体〕+税 

*9784022735829*

 

グリムの森へ(小学館文庫 た 29-1) 
グリム/ 高村 薫/ 松本 侑子/ 阿川 佐和子/ 大庭 みな子/ 津島 佑子/ 中沢 

けい/ 木崎 さと子/ 皆川 博子 著 
小学館 
グリム兄弟の遺した童話の中から 11 編を選び、原書に基づいたそのお話を現代日

本の女性作家 8 人が再話したユニークな試み。19 世紀ヨーロッパでグリム童話普

及に一役買った「一枚絵」を中心に、挿絵もふんだんに収録。 
毎日新聞 2015/03/29 

2015:03. / 219p 
978-4-09-406141-3 
590 円〔本体〕+税 

*9784094061413*
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火によって 
ターハル・ベン=ジェッルーン/ 岡 真理 著 
以文社 
中東を革命の炎に包む「アラブの春」の発端となった一青年の焼身自殺。独裁体制

下の腐敗した社会で、貧しいが実直で聡明な青年は、なぜ、いかにして自らの肉体

に火を放つに至ったのか。作家の文学的想像力を駆使して描く。 
毎日新聞 2015/03/29 

2012:11. / 126p 
978-4-7531-0305-8 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784753103058*

 

日亜対訳クルアーン～<付>訳解と正統十読誦注解～ 
中田 考/ 中田 香織/ 下村 佳州紀/ 黎明イスラーム学術・文化振興会 著 
作品社 
イスラームの聖典を正統派の 新学知で翻訳。正統 10 伝承の異伝を世界で初め

てすべて翻訳。スンナ派イスラームの権威ある正統的な解釈に立脚する本格的翻

訳。伝統ある古典と 新の学知に基づく注釈書を参照し、アラビア語文法の厳密な

分析に基づく翻訳。 
毎日新聞 2015/03/29 

2014:08. / 766p 
978-4-86182-471-5 
4,800 円〔本体〕+税 

*9784861824715*

 


