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2015 年 04 月分新聞書評 

 

桜(岩波新書 新赤版 1534) 
勝木 俊雄 著 
岩波書店 
古来より日本人は桜を愛し、格別な想いを寄せてきた。生き物としての基礎知識

から、人間・歴史・文化とのかかわりまで。私たちの心をとらえてやまない、花の魅

力のありかを伝える。 
産経新聞 2015/04/04 

2015:02. / 7p,228p 
978-4-00-431534-6 
860 円〔本体〕+税 

*9784004315346*

 

残夢の骸(満州国演義 9) 
船戸 与一 著 
新潮社 
事変の夜から 14 年が経ち、ついに大日本帝国はポツダム宣言を受諾する。敗戦

後の満州、負けてなお己を貫こうとあがく敷島兄弟の行く末は…。シリーズ完結。 
産経新聞 2015/04/05 

2015:02. / 472p 
978-4-10-462310-5 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784104623105*

 

フランス流テロとの戦い方～全仏 370 万人「私はシャルリ」デモの理由～(ワニブ

ックス|PLUS|新書 135) 
山口 昌子 著 
ワニブックス 
「テロ対応先進国」フランスに日本が学ぶこととは? フランスを知り尽くしたジャー

ナリストが、2015 年 1 月に起きたシャルリ・エブドへの銃撃テロとその後を緊急レ

ポート。 
産経新聞 2015/04/05 

2015:04. / 223p 
978-4-8470-6080-9 
830 円〔本体〕+税 

*9784847060809*

 

夢をまことに 
山本 兼一 著 
文藝春秋 
江戸時代後期、鉄炮鍛冶でありながら、飛行船や潜水艇までつくろうとした国友

一貫斎。さまざまな役に立つ道具を発明・考案した男の「夢をまことに」するための

奮闘記。『京都新聞』掲載を修正。 
産経新聞 2015/04/05 

2015:02. / 515p 
978-4-16-394205-6 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784163942056*

 

お引っ越し 
真梨 幸子 著 
KADOKAWA 
マンションの内見に来たキヨコ。ふと避難経路が気になり非常口の扉を開けると、

そのまま閉じ込められてしまう。無事にでることは出来るのか……。今までありそう

でなかった、引っ越しにまつわる恐怖を描く連作短編集 
産経新聞 2015/04/05 

2015:03. / 266p 
978-4-04-102338-9 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784041023389*
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手のひらの幻獣 
三崎 亜記 著 
集英社 
動物のイメージをあやつる異能力者の日野原柚月は、ある日、出来たばかりの新

研究所を警備する業務を任される。しかしそこには、異能力者のパワーを増幅す

る禁断の存在が隠されていて…。『小説すばる』掲載を単行本化。 
産経新聞 2015/04/05 

2015:03. / 268p 
978-4-08-771594-1 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784087715941*

 

松陰の妹を妻にした男の明治維新 
富澤 秀機 著 
徳間書店 
吉田松陰の妹を妻とし幕末の動乱を生き抜いた楫取素彦。明治日本は、彼のよう

な草莽の人たちによってつくられた。富岡製糸場に見る近代日本における産業の

勃興・盛衰と、蚕糸の主産地にあってそれを演出した元長州武士の物語。 
産経新聞 2015/04/05 

2015:03. / 301p 
978-4-19-863919-8 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784198639198*

 

りゆうがあります(わたしのえほん) 
ヨシタケ シンスケ 著 
ＰＨＰ研究所 
ハナをほじったり、びんぼうゆすりをしたり、ごはんをボロボロこぼしたり…。こどもた

ちがついやってしまうクセには、ちゃんとした「りゆう」があるんです! ヨシタケシンス

ケの発想えほん第 3 弾。ジャケット裏にぬりえあり。 
産経新聞 2015/04/05 

2015:03. / [32p] 
978-4-569-78460-1 
〔本体〕+税 

*9784569784601*

 

伊東豊雄子ども建築塾 
伊東 豊雄 著 
ＬＩＸＩＬ出版 
いえってどんなところだと思う? まちで何する? 小学校高学年の子どもたちが、建

築やまちについて勉強をする「子ども建築塾」の記録。塾の一年、子どもたちの作

品を紹介するほか、先生たちのインタビューや鼎談などを収録。 
産経新聞 2015/04/05 

2014:12. / 207p 
978-4-86480-015-0 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784864800150*

 

進化の謎を数学で解く 
アンドレアス・ワグナー/ 垂水 雄二 著 
文藝春秋 
新しい種が生まれた時、なぜそれが古い種にとってかわるのか? ダーウィンはそ

れを「自然淘汰」という考えで説明した。では、どうして都合よく、新しい環境に適

応した新しい種は生まれるのか? 新種出現の原理を数学で解く。 
産経新聞 2015/04/05、毎日新聞 2015/04/12 

2015:03. / 366p 
978-4-16-390237-1 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784163902371*

 

「三面楚歌」にようやく気づいた韓国 
鈴置 高史 著 
日経ＢＰ社 
米中の狭間で惑う韓国。混沌の中で浮かぶ「中立化」論。安定を求める動きは、し

かしアジアの「再編」を加速する。その時、日本は？ 
産経新聞 2015/04/11 

2015:03. / 255p 
978-4-8222-7908-0 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784822279080*
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二度寝とは、遠くにありて想うもの 
津村 記久子 著 
講談社 
すぐ知らない人に話しかけられるという自称「気安い顔」の庶民派、芥川賞作家が

綴る、味わい深くてグッとくる日々のエッセイ第二弾。 
産経新聞 2015/04/12 

2015:04. / 282p 
978-4-06-219054-1 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784062190541*

 

オシム～ゲームという名の人生～ 
マルコ・トマシュ/ 千田 善 著 
筑摩書房 
民族・宗教対立を乗り越え、激動の時代を“ボール”と共に生きようとしたオシムの

姿を追う。本邦初公開のエピソード満載。オシムから日本読者への特別寄稿も掲

載する。 
産経新聞 2015/04/12 

2015:03. / 254p 
978-4-480-83718-9 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784480837189*

 

未来を拓く学校の力～地域と学校の心触れ合う教育活動～ 
全国連合退職校長会 著 
東洋館出版社 
全国の小学校・中学校・高等学校における優れた教育活動実践事例の粋を集大

成。地域の自然や伝統文化を生かし、世界に羽ばたく子どもを育む、特色ある教

育活動とその成果を紹介。 
産経新聞 2015/04/12 

2015:01. / 4p,214p 
978-4-491-03080-7 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784491030807*

 

マックス・ベックマン～近代芸術における伝統の問題～ 
ハンス・ベルティンク/ 岡部 由紀子 著 
三元社 
“近代性”と“伝統”との調停点を求めて思索する画家マックス・ベックマン。画家が

生きた時代の歴史的文脈を解明し、彼を同時代の美術史のなかに位置づけるこ

とで、その芸術の本質に迫るモノグラフ。 
産経新聞 2015/04/12 

2015:01. / 255p 
978-4-88303-370-6 
2,700 円〔本体〕+税 

*9784883033706*

 

ヒッチコック 
エリック・ロメール/ クロード・シャブロル/ 木村 建哉/ 小河原 あや 著 
インスクリプト 
1957 年に上梓された、世界で初めてのアルフレッド・ヒッチコック研究書。2 人の

駆け出しの映画作家が、ヒッチコックの全作品を徹底的に論じ、ヒッチコックの華

麗な演出に潜む形而上学的主題へと迫る。 
産経新聞 2015/04/12 

2015:01. / 261p 
978-4-900997-51-6 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784900997516*

 

ウォーズ・オブ・ジャパン～日本のいくさと戦争～ 
宮永 忠将/ 磯田 道史/ 大河原 一樹 著 
偕成社 
旧石器時代から太平洋戦争まで、日本を変えた「戦い」を絵と地図で解説し、刀

や鉄砲、機関銃、核兵器など、社会をも一変させてしまった武器もくわしく紹介。

各時代の庶民の暮らしもわかる。見返しに地図・年表あり。 
産経新聞 2015/04/12 

2015:02. / 190p 
978-4-03-705100-6 
4,500 円〔本体〕+税 

*9784037051006*
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カリスマ添乗員が教える人を虜にする極意 
平田 進也 著 
KADOKAWA 
サラリーマンなのに約 2 万人のファンクラブを持つ日本旅行のカリスマ添乗員・平

田進也。相手に「買いたい」と言わせる彼の魅力は、圧倒的な人間力！いつの間

にか相手の懐に入り込む極意を紹介。宮根誠司さん、推薦！ 
産経新聞 2015/04/12 

2015:03. / 239p 
978-4-04-600883-1 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784046008831*

 

漱石の初恋 改訂 
荻原 雄一 著 
未知谷 
夏目漱石の“天上の恋”の相手、“井上眼科の少女”とは誰なのか? 漱石の小説

や、鏡子夫人の「漱石の思い出」などを読み解き、漱石の初恋の女性について考

察する。2014 年 12 月刊の初版の口絵を修正して刊行。 
産経新聞 2015/04/12 

2015:02. / 246p 
978-4-89642-466-9 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784896424669*

 

ナイルパーチの女子会 
柚木 麻子 著 
文藝春秋 
ブログがきっかけで偶然出会った大手商社につとめる栄利子と専業主婦の翔子。

互いによい友達になれそうと思ったふたりだったが、あることが原因でその関係は

思いもよらぬ方向に…。『別册文藝春秋』連載をもとに単行本化。 
産経新聞 2015/04/12 

2015:03. / 352p 
978-4-16-390229-6 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784163902296*

 

愛しきほりもの 
みずの さなえ 著 
樹林舎 
祭りの神輿に顔をのぞかせるユーモラスな人、動物、神様。精緻で威厳のある「彫

り物」たちが主役の写真集。 
産経新聞 2015/04/18 

2015:02. / 94p 
978-4-931388-82-6 
900 円〔本体〕+税 

*9784931388826*

 

なぜ中国人は日本のトイレの虜になるのか?～「ニッポン大好き」の秘密を解く～

(中公新書ラクレ 523) 
中島 恵 著 
中央公論新社 
春節(中国の旧正月)にどっと押し寄せ「爆買い」パワーを見せつけた中国人。な

ぜ彼らは日本製の高級便座に殺到し、買い求めていったのか? 中国人が日本に

あこがれ、「本当は住みたい」とまで言う秘密を解く。 
産経新聞 2015/04/18 

2015:04. / 217p 
978-4-12-150523-1 
800 円〔本体〕+税 

*9784121505231*

 

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。 
産経新聞 2015/04/19 

2015:03. / 231p 
978-4-907514-13-6 
〔本体〕+税 

*9784907514136*
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宮沢賢治「旭川。」より 
宮沢 賢治/ あべ 弘士 著 
ＢＬ出版 
大正 12 年夏、宮沢賢治が降り立った旭川。朝もやの中、街はすでに起きはじめ

ていた-。早朝の旭川のようすを描いた、賢治の詩「旭川。」から生まれた、あべ弘

士の新境地。 
産経新聞 2015/04/19 

2015:02. / 1 冊(ページ

付なし) 
978-4-7764-0686-0 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784776406860*

 

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。 
産経新聞 2015/04/19 

2015:03. / 372p 
978-4-334-75307-8 
1,080 円〔本体〕+税 

*9784334753078*

 

黄昏旅団 
真藤 順丈 著 
文藝春秋 
謎の男・タイゼンに強引に誘われ、他人の心象風景=<道>を旅することになった

青年・グン。彼らを待ち受けていたのは、驚異的な光景の連続だった…。極限の

ロードノヴェル。『別册文藝春秋』掲載を加筆・修正し単行本化。 
産経新聞 2015/04/19 

2015:04. / 401p 
978-4-16-390241-8 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784163902418*

 

ダンシング・ウィズ・トムキャット(朝日文庫 な 46-1) 
夏見 正隆 著 
朝日新聞出版 
防衛大学校 4 年生の藍羽祥子は、日本政府がアメリカから買い取った F14 トムキ

ャットに搭乗し、退役空母“キティホーク”への着艦訓練を行おうとするが、突然遭

難した漁船の位置を確認せよと命令が下り、尖閣諸島に向かう。 
産経新聞 2015/04/19 

2015:03. / 287p 
978-4-02-264767-2 
620 円〔本体〕+税 

*9784022647672*

 

戦場 
亀山 亮 著 
晶文社 
パレスチナ、アンゴラ、シエラレオネ、コンゴ、ソマリア…。各地の紛争地帯を渡り

歩く写真家・亀山亮。戦地で生きる人びとの深淵に触れたとき、彼のシャッターが

反応する。戦争を引き起こす人間たちの闇に迫るドキュメント。 
産経新聞 2015/04/19 

2015:01. / 191p 
978-4-7949-6863-0 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784794968630*

 

煙霞(文春文庫 く 9-9) 
黒川 博行 著 
文藝春秋 
産経新聞 2015/04/25 

2011:07. / 414p 
978-4-16-744709-0 
720 円〔本体〕+税 

*9784167447090*
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辰野金吾～美術は建築に応用されざるべからず～(ミネルヴァ日本評伝選) 
河上 眞理/ 清水 重敦 著 
ミネルヴァ書房 
日本建築界の「造形」に賭した生涯 
産経新聞 2015/04/26 

2015:03. / 16p,229p,5p
978-4-623-07360-3 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784623073603*

 

たびいえさん(くもんの児童文学) 
北川 チハル/ 青山 邦彦 著 
くもん出版 
「今日からわたしは川をながれてたびをする『たびいえ』になるんだわ！」ひとりぼ

っちのたびいえさんが旅を通して気づいたこととは？ 
産経新聞 2015/04/26 

2015:03. / 94p 
978-4-7743-2369-5 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784774323695*

 

迷宮(新潮文庫 な-56-5) 
中村 文則 著 
新潮社 
「僕」がある理由で知り合った女性は殺人事件の遺児だった。両親と兄が殺され、

小学生だった彼女だけが生き残った迷宮事件。「僕」は事件へ、彼女へのめりこん

でいく。そして、謎が解かれるとき…。 
産経新聞 2015/04/26 

2015:04. / 205p 
978-4-10-128955-7 
460 円〔本体〕+税 

*9784101289557*

 

雪を待つ～チベット文学の新世代～ 
ラシャムジャ/ 星 泉 著 
勉誠出版 
村長の息子、やんちゃな洟たれ小僧、お姉さん肌の女の子、化身ラマとなった男

の子。チベットの村で生まれ育った 4 人の子供たちの成長と挫折、再生を描く。チ

ベットの若手作家ラシャムジャの長編第 1 作目。 
産経新聞 2015/04/26 

2015:01. / 361p 
978-4-585-29085-8 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784585290858*

 

国際情勢判断・半世紀 
岡崎 久彦 著, 岡崎 久彦/ 岡崎研究所 編 
育鵬社 
敗戦時、15 歳の少年は何を思ったのか? 本格的に情勢分析に携わり見えてきた

真実とは? 激動する世界にあって翻弄されない日本の生き方を、自らの生涯とと

もに明かした気骨の外交官の回顧録。安倍首相の追悼文も収録。 
産経新聞 2015/04/26 

2015:04. / 277p 
978-4-594-07238-4 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784594072384*

 

台湾 日本統治時代の 50 年～古写真が語る～ 
片倉 佳史 著 
祥伝社 
近代日本初の植民地となった台湾は、太平洋戦争終結までの半世紀、惜しみな

い日本の投資によって瞠目の発展を遂げてきた。2 千枚を超える古写真で、日本

統治時代の台湾を紹介する。皇太子裕仁親王の台湾行啓記録なども併録。 
産経新聞 2015/04/26 

2015:04. / 271p 
978-4-396-61525-3 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784396615253*
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21 世紀の「脱亜論」～中国・韓国との訣別～(祥伝社新書 398) 
西村 幸祐 著 
祥伝社 
福澤諭吉が発表した「脱亜論」から 130 年。日本は、中韓以外のアジア諸国と、今

まで以上に連携を強めるときがやってきた…。中国・北朝鮮・韓国と距離を置く理

由、アメリカに依存しない「新・脱亜論」のあり方などを論じる。 
産経新聞 2015/04/26 

2015:04. / 212p 
978-4-396-11398-8 
780 円〔本体〕+税 

*9784396113988*

 

リストランテアモーレ 
井上 荒野 著 
角川春樹事務所 
季節とともに移ろいゆく人生と料理-。姉弟で切り盛りする目黒のリストランテ。色艶

に満ちた皿の数々と、それぞれの事情を抱えたアモーレたち(罪深い味わいに満

ちた男と女)を描く幸福な物語。『ランティエ』連載を単行本化。 
産経新聞 2015/04/26 

2015:04. / 238p 
978-4-7584-1257-5 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784758412575*

 

きょうは、おおかみ 
きじとら出版 
落ち込んで、毛布にもぐったきりのバージニア。妹を元気にしたいバネッサは、絵

の具箱を取り出します。バージニアのこころの庭に、きれいな花は咲くのでしょう

か。想像力あふれる姉妹の絵本。 
産経新聞 2015/04/26 

2015:03. / 1 冊(ページ

付なし) 
978-4-908214-01-1 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784908214011*

 

サッカー界の巨大な闇～八百長試合と違法賭博市場～ 
ブレット・フォレスト/ 堤 理華 著 
作品社 
巨大に成長した賭博市場と、その金に群がる犯罪組織の暗躍。全貌解明に挑ん

だ元 FIFA 保安部長と、実際に無数の八百長試合を演出した“仕掛け人”への綿

密な取材をもとに、FIFA がひた隠すサッカー界の暗部に迫る。 
産経新聞 2015/04/26 

2015:01. / 310p 
978-4-86182-508-8 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784861825088*

 

犬が星見た～ロシア旅行～(中公文庫)  
武田 百合子 著 
中央公論新社 
朝日新聞 2015/04/05 

1982:01. / ３４０ｐ 
978-4-12-200894-6 
724 円〔本体〕+税 

*9784122008946*

 

ビーンク&ロサ～MYSTERY MEN'S DAILY LIFE～ 
模造クリスタル 著 
イーストプレス 
朝日新聞 2015/04/05 

2015:03. / 255p 
978-4-7816-1303-1 
822 円〔本体〕+税 

*9784781613031*

 

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 
朝日新聞 2015/04/05 

2015:02. / 320p 
978-4-09-379869-3 
〔本体〕+税 

*9784093798693*
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後妻業 
黒川 博行 著 
文藝春秋 
前科持ちの結婚相談所の男と、結婚したパートナーと死別を繰り返す中年女につ

きまとう黒い疑惑。恐るべき“後妻業”の手口と実態。 
朝日新聞 2015/04/05 

2014:08. / 413p 
978-4-16-390088-9 
1,850 円〔本体〕+税 

*9784163900889*

 

日本語と私(河出文庫 お 31-3) 
大野 晋 著 
河出書房新社 
『広辞苑』基礎語千語の執筆、孤軍奮闘した日本語タミル語同系論研究……「日

本とは何か」を追い求めた国語学者の自伝的エッセイ。 
朝日新聞 2015/04/05 

2015:01. / 309p 
978-4-309-41344-0 
700 円〔本体〕+税 

*9784309413440*

 

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。 
朝日新聞 2015/04/05 

2015:02. / 253p 
978-4-8228-1523-3 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784822815233*

 

ヒトはいかにして生まれたか～遺伝と進化の人類学～(講談社学術文庫 2288)  
尾本 恵市 著 
講談社 
サルが直立歩行をした時、DNA のレベルでは何が起こっているのか。遺伝学の

成果を取り込んだ、文理融合の「新しい人類学」を提唱。 
朝日新聞 2015/04/05 

2015:03. / 193p 
978-4-06-292288-3 
740 円〔本体〕+税 

*9784062922883*

 

岩田宏詩集成 
岩田 宏 著 
書肆山田 
詩集「独裁」「いやな唄」「頭脳の戦争」「グアンタナモ」「 前線」と、1946 年?1965
年の詩を収録した、岩田宏の自選詩集成。 
朝日新聞 2015/04/05 

2014:11. / 431p 
978-4-87995-907-2 
4,500 円〔本体〕+税 

*9784879959072*

 

元気で大きいアメリカの赤ちゃん 
ジュディ・バドニッツ/ 岸本 佐知子 著 
文藝春秋 
白人夫妻に生まれたインクのように黒い赤ん坊から訪問販売員を納屋で飼う話ま

で。バドニッツの強靱な想像力と奔放なユーモア炸裂の傑作短篇集。全 12 篇を

収録。 
朝日新聞 2015/04/05 

2015:02. / 427p 
978-4-16-394210-0 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784163942100*

 

隣人のいない部屋 
三角 みづ紀 著 
思潮社 
街のざわめきが、人の吐息が、旅の孤独が、コトバに凝固していく。スロヴェニアか

ら、イタリア、ドイツへ-。28 日間の旅が刻む、28 の詩と写真。全篇書き下ろしによ

る第 5 詩集。 
朝日新聞 2015/04/05 

2013:09. / 139p 
978-4-7837-3379-9 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784783733799*



 9  

 

あのこ 
今江 祥智/ 宇野 亞喜良 著 
ＢＬ出版 
疎開してきた少女「あのこ」は、馬と話すことができるという。村の子どもたちは庄屋

の馬を連れだして…。日本がいくさに負けた年のはじめごろ、山と山にかこまれた

“疎開地”の村での話。 
朝日新聞 2015/04/05 

2015:01. / [26p] 
978-4-7764-0675-4 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784776406754*

 

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。 
朝日新聞 2015/04/05 

2015:02. / 5p,228p 
978-4-12-102306-3 
780 円〔本体〕+税 

*9784121023063*

 

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。 
朝日新聞 2015/04/05 

2015:03. / 245p 
978-4-02-261822-1 
640 円〔本体〕+税 

*9784022618221*

 

宰相 A 
田中 慎弥 著 
新潮社 
小説の書けない作家 T が迷い込んだのは、戦争こそ平和の基盤だと宰相 A が

煽る「もう一つの日本」だった。反体制運動のリーダーに祭り上げられた作家 T
は、日本軍との闘いに巻き込まれるが…。『新潮』掲載を単行本化。 
朝日新聞 2015/04/05 

2015:02. / 202p 
978-4-10-304134-4 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784103041344*

 

NASA 式最強組織の法則 
ロッド・パイル/ 熊谷 玲美 著 
朝日新聞出版 
初期の超音速飛行への挑戦から宇宙遊泳、初代宇宙ステーションの修理、現在

の宇宙ステーションを維持するための民間企業との協力まで、NASA(アメリカ航

空宇宙局)が直面してきた課題と、問題解決の方法を紹介する。 
朝日新聞 2015/04/05 

2015:03. / 335p 
978-4-02-331385-9 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784023313859*

 

病を引き受けられない人々のケア～「聴く力」「続ける力」「待つ力」～ 
石井 均 著 
医学書院 
「楽しみがない」「なんともない」「怖い」「自信がない」 そんな患者の言葉や行動

の意味とは。10 人の泰斗が、患者の心の動きを深く掘り下げて語り合った 10 篇

の対談を収録する。『糖尿病診療マスター』掲載を書籍化。 
朝日新聞 2015/04/05 

2015:02. / 249p 
978-4-260-02091-6 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784260020916*
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誓約 
薬丸 岳 著 
幻冬舎 
愛する家族と穏やかな日々を過ごしていた向井。「あの男たちは刑務所から出て

います」 一通の手紙が封印した記憶を甦らせる…。罪とは何か、償いとは何かを

問いかける究極の長編ミステリー。『パピルス』連載を単行本化。 
朝日新聞 2015/04/05 

2015:03. / 321p 
978-4-344-02742-8 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784344027428*

 

三角みづ紀詩集(現代詩文庫 206) 
三角 みづ紀 著 
思潮社 
ゼロ年代以降の世界に、苛烈に刻みつけられてきた詩群を集成。「オウバアキル」

「カナシヤル」全篇と、「錯覚しなければ」「はこいり」などからの抜粋、エッセイを収

録。福間健二、池井昌樹らによる作品論、詩人論も掲載。 
朝日新聞 2015/04/05 

2014:08. / 158p 
978-4-7837-0983-1 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784783709831*

 

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。 
朝日新聞 2015/04/05 

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

*9784787273710*

 

闇より黒い光のうたを～十五人の詩獣たち～ 
河津 聖恵 著 
藤原書店 
尹東柱、ツェラン、石原吉郎…。近現代の暗い時空にあらがい、爪を立て、牙を?
かずにはおれなかった「詩獣」たちの叫びに、薄闇の現代を生きる気鋭の詩人が

深く共振した、詩論/詩人論の集成。『環』連載等を加筆・訂正。 
朝日新聞 2015/04/05 

2015:01. / 235p 
978-4-86578-010-9 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784865780109*

 

「辺境」の誇り～アメリカ先住民と日本人～(集英社新書 0773N) 
鎌田 遵 著 
集英社 
白人に土地を追われたアメリカ先住民、原発事故により故郷と切り離された福島

の人々…。国家をはじめとする巨大な「権力」や暴力的な「正義」に抵抗し「辺境」

に生きる人々を、アメリカと日本に追った渾身のノンフィクション。 
朝日新聞 2015/04/05 

2015:02. / 254p 
978-4-08-720773-6 
760 円〔本体〕+税 

*9784087207736*

 

東大ハチ公物語～上野博士とハチ、そして人と犬のつながり～ 
正木 春彦 編 
東京大学出版会 
ハチ没後「ハチ十年」を記念して建てられた「東大ハチ公像」と連携しつつ、東大

とハチの関係を論じ、哲学、動物学、社会学など多様な視点から新たなハチ公物

語を紡ぎ出す。2014 年 3 月開催のシンポジウムを土台にした論集。 
朝日新聞 2015/04/05 

2015:03. / 230p,6p 
978-4-13-066162-1 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784130661621*
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生活合理化と家庭の近代～全国友の会による「カイゼン」と『婦人之友』～ 
小関 孝子 著 
勁草書房 
家庭の近代化を駆動した理念とは? 『婦人之友』の創刊者であり「全国友の会」の

創立者である羽仁もと子の思想形成期から東日本大震災後の現在まで、約 120
年間を通史的に論じ、日本家庭の近代化の歴史を浮かび上がらせる。 
朝日新聞 2015/04/05 

2015:02. / 7p,263p,33p
978-4-326-60275-9 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784326602759*

 

後美術論(BT BOOKS) 
椹木 野衣 著 
美術出版社 
オノ・ヨーコとジョン・レノン、U2、メイプルソープ…。美術や音楽といった既成のジ

ャンルの破壊を行うことで、ジャンルが産み落とされる前の起源の混沌から新しい

芸術の批評を探り当てる試み。『美術手帖』連載を単行本化。 
朝日新聞 2015/04/05 

2015:03. / 616p,12p 
978-4-568-20266-3 
4,800 円〔本体〕+税 

*9784568202663*

 

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。 
朝日新聞 2015/04/05 

2015:02. / 233p 
978-4-00-311981-5 
560 円〔本体〕+税 

*9784003119815*

 

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。 
朝日新聞 2015/04/05、東京・中日新聞 2015/04/12、読売新聞 2015/04/12 

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

*9784163902302*

 

遊廓のストライキ～女性たちの二十世紀・序説～  
山家 悠平 著 
共和国/editorial republica 
1920 年代、自らの生と性を奪還するべく立ち上がった遊郭の女性たちの実像に

肉薄し、近現代女性史の空白を埋める貴重な成果。 
朝日新聞 2015/04/05、東京・中日新聞 2015/04/12、毎日新聞 2015/04/19 

2015:03. / 273p 
978-4-907986-06-3 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784907986063*

 

人生の節目で読んでほしい短歌(NHK 出版新書 456) 
永田 和宏 著 
ＮＨＫ出版 
結婚や肉親の死、退職、伴侶との別れなど、人生の節目はいかに詠われてきたの

か。明治から現代までの珠玉の名歌を、当代随一の歌人が自らの体験をふんだ

んに織り交ぜて綴ったエッセイとともに紹介する。 
朝日新聞 2015/04/05、読売新聞 2015/04/19 

2015:03. / 260p 
978-4-14-088456-0 
820 円〔本体〕+税 

*9784140884560*
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私・今・そして神～開闢の哲学～(講談社現代新書)  
永井 均 著 
講談社 
朝日新聞 2015/04/12 

2004:10. / ２２３ｐ 
978-4-06-149745-0 
720 円〔本体〕+税 

*9784061497450*

 

恋する文化人類学者～結婚を通して異文化を理解する～ 
鈴木 裕之 著 
世界思想社 
ラヴ・ロマンス風体験的文化人類学入門 
朝日新聞 2015/04/12 

2014:12. / 6p,272p 
978-4-7907-1645-7 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784790716457*

 

差別の現在～ヘイトスピーチのある日常から考える～(平凡社新書 769)  
好井 裕明 著 
平凡社 
現代のより豊かな他者理解のための差別論 
朝日新聞 2015/04/12 

2015:03. / 253p 
978-4-582-85769-6 
840 円〔本体〕+税 

*9784582857696*

 

冷戦後日本のシビリアン・コントロールの研究  
武蔵 勝宏 著 
成文堂 
シビリアン・コントロールのあり方を提唱 
朝日新聞 2015/04/12 

2009:02. / ３６６ｐ 
978-4-7923-3258-7 
6,000 円〔本体〕+税 

*9784792332587*

 

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 
朝日新聞 2015/04/12 

2015:02. / 238p 
978-4-09-388410-5 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784093884105*

 

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 
朝日新聞 2015/04/12 

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

*9784582836806*

 

はるかな旅～岡上淑子作品集～ 
岡上 淑子 著 
河出書房新社 
1950 年代に鮮烈なフォト・コラージュ作品を発表した岡上淑子、国内初の作品

集、待望の刊行！ 全作品一覧表掲載の決定版。 
朝日新聞 2015/04/12 

2015:03. / 109p 
978-4-309-27561-1 
3,700 円〔本体〕+税 

*9784309275611*
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花井沢町公民館便り 1(アフタヌーン KC) 
ヤマシタ トモコ 著 
講談社 
わたしたちの住む花井沢町は、事故で外界から隔離されてしまいました。いずれ

滅びるこの町で、わたしたちは今日も生きています。 
朝日新聞 2015/04/12 

2015:03. / 192p 
978-4-06-388041-0 
590 円〔本体〕+税 

*9784063880410*

 

サランラップのサランって何?～誰かに話したくてしかたなくなる“あの名前”の意

外な由来～(講談社文庫 か 130-2) 
金澤 信幸 著 
講談社 
「フマキラーのフマ」「歌舞伎町の歌舞伎」「村上龍の龍」――誰もが知ってる名前

の由来を調べてみると、意外な発見の連続だった！ 
朝日新聞 2015/04/12 

2015:02. / 213p 
978-4-06-293027-7 
500 円〔本体〕+税 

*9784062930277*

 

サンカの民を追って～山窩小説傑作選～(河出文庫 お 2-7) 
岡本 綺堂 著 
河出書房新社 
サンカ小説は三角寛だけではない。日本文学がテーマとした幻の漂泊民サンカを

テーマとする、田山花袋「帰国」など傑作短篇 10 作。 
朝日新聞 2015/04/12 

2015:03. / 240p 
978-4-309-41356-3 
840 円〔本体〕+税 

*9784309413563*

 

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。 
朝日新聞 2015/04/12 

2015:01. / 315p 
978-4-86488-064-0 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784864880640*

 

南方熊楠英文論考<<ノーツアンドクエリーズ>誌篇> 
南方 熊楠/ 飯倉 照平/ 松居 竜五/ 田村 義也/ 志村 真幸/ 中西 須美/ 
南條 竹則/ 前島 志保 著 
集英社 
「神跡考」「燕石考」「鷲石考」など、南方熊楠がイギリスの民俗学雑誌『ノーツアン

ドクエリーズ』を通して世界に発信した英文論考 317 篇と、13 篇の草稿等を訳出

して収録。 
朝日新聞 2015/04/12 

2014:12. / 891p 
978-4-08-789001-3 
12,000 円〔本体〕+税 

*9784087890013*

 

放射線像～放射能を可視化する～ 
森 敏/ 加賀谷 雅道 著 
皓星社 
福島県浪江町や飯舘村などにおける、東京電力福島第一原発事故による放射能

汚染を視覚化した記録。動植物や日用品などの放射線像とカラーサンプル写真

を掲載し、詳しい説明を付す。 
朝日新聞 2015/04/12 

2015:03. / 108p 
978-4-7744-0498-1 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784774404981*
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ブラック企業<2> 「虐待型管理」の真相(文春新書 1003)  
今野 晴貴 著 
文藝春秋 
「ブラック企業」になぜ入ってしまうのか? なぜ辞めないのか? そのカギは「虐待型

管理」という経営戦略にあった! 前著での問題提起に続き、労働相談の「現場」か

らの解決策決定版。 
朝日新聞 2015/04/12 

2015:03. / 283p 
978-4-16-661003-7 
780 円〔本体〕+税 

*9784166610037*

 

風俗で働いたら人生変わった www(コア新書 009) 
水嶋 かおりん 著 
コアマガジン 
風俗嬢とは、高度な専門技術と特殊な才能とを兼ね備えた、現代のビジネスウー

マンである。現役の風俗嬢が、風俗業界の現在と、「風俗嬢は不幸な存在である」

という虚妄の正体を炙り出す。 
朝日新聞 2015/04/12 

2015:02. / 189p 
978-4-86436-719-6 
787 円〔本体〕+税 

*9784864367196*

 

正義はどう論じられてきたか～相互性の歴史的展開～ 
デイヴィッド・ジョンストン/ 押村 高/ 谷澤 正嗣/ 近藤 和貴/ 宮崎 文典 著 
みすず書房 
今日の正義をめぐる議論は、功利主義と義務論の二つの立場でのみ語るべきな

のだろうか? 古代の思想を紐解き、「相互性」という第三の視点から壮大な歴史を

捉え直す、正義論の新たな見取り図。 
朝日新聞 2015/04/12 

2015:01. / 7p,257p,15p
978-4-622-07890-6 
4,500 円〔本体〕+税 

*9784622078906*

 

メガ!～巨大技術の現場へ、ゴー～ 
成毛 眞 著 
新潮社 
メガトン級の巨大さは、ディテールの緻密な現場技術があってこそ。帝都地下網

から、巨大タンク群、世界 大 CERN 加速器まで、メガな現場を成毛眞が探検す

る。『週刊東洋経済』連載をもとに単行本化。 
朝日新聞 2015/04/12 

2015:02. / 141p 
978-4-10-329222-7 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784103292227*

 

防衛法概観～文民統制と立憲主義～  
小針 司 著 
信山社出版 
自衛隊法の一部改正、有事法制が議事日程に上りはじめるなど、アメリカのテロを

切っ掛けに防衛を取り巻く立法状況が変わりつつある。防衛問題を考える座標軸

を提示するため、改めてわが国の防衛法制を概観する。 
朝日新聞 2015/04/12 

2002:05. / ２６８，１３ｐ 
978-4-7972-5273-6 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784797252736*

 

土方歳三<下> 
富樫 倫太郎 著 
KADOKAWA 
土方歳三は、新選組の副長として恐るべき統率力を発揮するが、組織のあり方を

めぐって内部対立が生じはじめていた…。新選組副長時代から箱館戦争での壮

絶な 期までを描く。『デジタル野性時代』連載を改題し単行本化。 
朝日新聞 2015/04/12 

2015:03. / 358p 
978-4-04-101984-9 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784041019849*
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人間ドックの 9 割は間違い(幻冬舎新書 ま-8-1) 
牧田 善二 著 
幻冬舎 
毎年人間ドックを受診していながら、命を落とす人が多いのはなぜか? 誰も言わ

なかった人間ドックの現状、人間ドックがあてにならない理由を明らかにし、受ける

べき検診を紹介する。健康に長生きするための決定的な提言。 
朝日新聞 2015/04/12 

2015:03. / 198p 
978-4-344-98378-6 
〔本体〕+税 

*9784344983786*

 

ヴォーカルはいつも最高だ!～武田流アナログで聴くヴォーカルの愛し方～ 
武田 清一 著 
駒草出版 
心を救った桜色の 10 インチ、ニューヨークからの浅黒い旋風…。たくまざるユー

モアを散りばめた、武田流ジャズヴォーカルディスクガイド。美麗ジャケット 134 枚

をカラーで紹介。『ジャズ批評』の人気コラムを単行本化。 
朝日新聞 2015/04/12 

2015:03. / 238p 図版
32p 
978-4-905447-44-3 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784905447443*

 

石井桃子コレクション<3> 新編子どもの図書館(岩波現代文庫) 
石井 桃子 著 
岩波書店 
50 年代半ばに欧米の図書館事情を視察し、日本の遅れを痛感した著者は、自宅

で小さな図書館「かつら文庫」を開いた。本を読む子どもたちのいきいきとした表

情を描き、子ども文庫、児童図書館の活動に示唆を与えた実践記録。 
朝日新聞 2015/04/12 

2015:03. / 13p,319p 
978-4-00-602254-9 
1,040 円〔本体〕+税 

*9784006022549*

 

土方歳三<上> 
富樫 倫太郎 著 
KADOKAWA 
生来の負けん気の強さで周囲の手を焼かせていた土方歳三は、ある日、勝五郎と

いう少年と知り合い…。歳三の少年時代から新選組の「鬼の副長」になるまでの成

長の日々を描き出す。『デジタル野性時代』連載を改題し単行本化。 
朝日新聞 2015/04/12 

2015:03. / 359p 
978-4-04-101982-5 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784041019825*

 

教養としての聖書(光文社新書 743) 
橋爪 大三郎 著 
光文社 
聖書の中から、「創世記」「出エジプト記」「申命記」「マルコ福音書」「ローマ人への

手紙」「ヨハネ黙示録」をピックアップし、ダイジェスト形式で解説。2014 年に慶應

丸の内シティキャンパスで行なわれた講座を書籍化。 
朝日新聞 2015/04/12 

2015:03. / 335p 
978-4-334-03846-5 
880 円〔本体〕+税 

*9784334038465*

 

老耄と哲学(思うままに) 
梅原 猛 著 
文藝春秋 
この震災は天災であり、人災であり、文明災であり、近代文明そのものが深く問わ

れている…。卒寿の年を迎えてなお果敢に発言し続ける“知の巨人”の、亡国の危

機に際しての思索の記。『東京新聞』『中日新聞』連載を単行本化。 
朝日新聞 2015/04/12 

2015:01. / 441p 
978-4-16-390198-5 
1,850 円〔本体〕+税 

*9784163901985*
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ケルズの書～ダブリン大学トリニティ・カレッジ図書館写本～ 
バーナード・ミーハン/ 鶴岡 真弓 著 
岩波書店 
ケルト美術の 高傑作と目される彩飾福音書写本「ケルズの書」の歴史的背景、

構成、携わった写字生、彩飾家を詳しく解説。鳥や動物・植物文、組紐文、渦巻

文、幾何学文を徹底的に検証して、その象徴的意味を説き明かす。 
朝日新聞 2015/04/12 

2015:01. / 255p 
978-4-00-008173-3 
7,200 円〔本体〕+税 

*9784000081733*

 

シビリアンの戦争～デモクラシーが攻撃的になるとき～ 
三浦 瑠麗 著 
岩波書店 
「軍の暴走」は本当に起きるのか。シビリアン・コントロールはどのように行われ、現

代デモクラシーにおける平和はどのように維持されるべきなのか。「シビリアンの戦

争」の存在を指摘する、丁寧な取材に基づいた挑発的な議論。 
朝日新聞 2015/04/12 

2012:10. / 7p,258p,82p
978-4-00-025864-7 
3,300 円〔本体〕+税 

*9784000258647*

 

刑務所改革～社会的コストの視点から～(集英社新書 0778) 
沢登 文治 著 
集英社 
平成 13 年に名古屋刑務所で起きた受刑者の死傷事件の反省から誕生した刑事

施設視察委員会制度。偶然のきっかけから委員に任命された著者が、アメリカ、カ

ナダなどをめぐり、社会に資する刑務所の姿を模索する。 
朝日新聞 2015/04/12、日本経済新聞 2015/04/19 

2015:03. / 237p 
978-4-08-720778-1 
760 円〔本体〕+税 

*9784087207781*

 

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

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

殺機」プレデターの知られざる開発史を描いたノンフィクション。 
朝日新聞 2015/04/12、日本経済新聞 2015/04/19 

2015:02. / 443p 
978-4-16-390219-7 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784163902197*

 

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。 
朝日新聞 2015/04/12、毎日新聞 2015/04/12 

2015:02. / 253p 
978-4-86011-267-7 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784860112677*

 

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。 
朝日新聞 2015/04/12、毎日新聞 2015/04/12 

2015:03. / 278p 
978-4-344-02733-6 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784344027336*
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記憶の森の時間～歌集～(かりん叢書 第 294 篇) 
馬場 あき子 著 
KADOKAWA 
東日本大震災後に詠んだ短歌を中心に、約 400 首を収めた第 25 歌集。震災後

の復興や日本の社会情勢を憂いながら、歌人としての姿勢をあらためて問い直

す。 
朝日新聞 2015/04/13 

2015:03. / 229p 
978-4-04-652940-4 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784046529404*

 

タルト・タタンと炭酸水(新鋭短歌 19) 
竹内 亮 著 
書肆侃侃房 
線香を両手でソフトクリームのように握って砂利道を行く 芝の匂う坂かけ下りる妹

の右腕を取りついてゆく姉 硝子張りの建物の奥ソファーには「ナンバー」を読む

丸刈り男子 223 首を収めた第 1 歌集。 
朝日新聞 2015/04/13 

2015:03. / 141p 
978-4-86385-174-0 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784863851740*

 

三遊亭円朝と江戸落語(人をあるく) 
須田 努 著 
吉川弘文館 
奇想の噺家の事跡と創作の根源に迫る 
朝日新聞 2015/04/19 

2015:03. / 159p 
978-4-642-06787-4 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784642067874*

 

狩り狩られる経験の現象学～ブッシュマンの感応と変身～ 
菅原 和孝 著 
京都大学学術出版会 
動物を恐れ・笑い・感応する狩猟民の語り 
朝日新聞 2015/04/19 

2015:03. / 12p,511p 
978-4-87698-324-7 
4,600 円〔本体〕+税 

*9784876983247*

 

人生案内～出久根達郎が答える 366 の悩み～ 
出久根 達郎 著 
白水社 
回答者歴 14 年、直木賞作家による人生指南 
朝日新聞 2015/04/19 

2015:02. / 287p 
978-4-560-08419-9 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784560084199*

 

ニッポンの個人情報～「個人を特定する情報が個人情報である」と信じているす

べての方へ～ 
鈴木 正朝/ 高木 浩光/ 山本 一郎 著 
翔泳社 
日本人のプライバシーは今どうなっているのか？この 1 冊で現在の日本のプライ

バシー、個人情報の問題と課題がわかる。 
朝日新聞 2015/04/19 

2015:02. / 363p 
978-4-7981-3976-0 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784798139760*

 

真夏の航海(講談社文庫 か 135-1) 
トルーマン・カポーティ/ 安西 水丸 著 
講談社 
N.Y.セレブ界の異端児・グレディを翻弄する、雷光のような恋の行方。訳者・安西

水丸が惚れ込んだ、カポーティ幻の傑作！ 
朝日新聞 2015/04/19 

2015:03. / 204p 
978-4-06-293051-2 
690 円〔本体〕+税 

*9784062930512*
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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。 
朝日新聞 2015/04/19 

2015:02. / 254p 
978-4-309-62479-2 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784309624792*

 

プラグマティズム入門講義 
仲正 昌樹 著 
作品社 
既刊 8 点がすべて版を重ねている、大好評の思想入門シリーズ 新刊。現在再

び熱い注目を集めているプラグマティズムを読み解く。 
朝日新聞 2015/04/19 

2015:02. / 420p 
978-4-86182-522-4 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784861825224*

 

誰も書けなかった「笑芸論」～森繁久彌からビートたけしまで～ 
高田 文夫 著 
講談社 
「笑い」と共に生きてきた伝説の放送作家だからこそ、ここまで書けた！森繁から

たけしまで、その伝説のすべてを晒す「体験的笑芸論」 
朝日新聞 2015/04/19 

2015:03. / 236p 
978-4-06-219400-6 
〔本体〕+税 

*9784062194006*

 

DIARY～母と庭の肖像～ 
山崎 弘義 著 
大隅書店 
森山大道に師事し路上スナップを撮り続けてきた写真家山崎弘義が、祈るように

撮影した写真と日々の記録からなる静謐かつ渾身の写真集。 
朝日新聞 2015/04/19 

2015:02. / 1 冊(ページ

付なし) 
978-4-905328-09-4 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784905328094*

 

マラケシュの声～ある旅のあとの断想～  
エリアス・カネッティ/ 岩田 行一 著 
法政大学出版局 
古都マラケシュの人々の心に旅し、異文化に触れ合いながら、失われた原初の言

葉の顕現と魂の始原の郷国を探る紀行文学的文明論。初版１９７３年刊の新装

版。 
朝日新聞 2015/04/19 

2004:11. / １６９ｐ 
978-4-588-12017-6 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784588120176*

 

ある日の画家～それぞれの時～ 
酒井 忠康 著 
未知谷 
画家との出会いの印象、絵の記憶…。世田谷美術館館長・酒井忠康が、麻生三

郎、井上長三郎、岡本太郎、宮崎進ら、戦後日本の画家と作品について綴ったエ

ッセーをまとめる。 
朝日新聞 2015/04/19 

2015:02. / 375p 
978-4-89642-468-3 
4,000 円〔本体〕+税 

*9784896424683*

 

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。 
朝日新聞 2015/04/19 

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

*9784788713949*
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経済の大転換と日本銀行(シリーズ現代経済の展望) 
翁 邦雄 著 
岩波書店 
日本銀行の量的・質的緩和政策は、日本経済にどう作用し、どのようなリスクがあ

るのか。転換期にある日本経済が直面する真の課題を見定め、金融政策と成長

戦略のあり方を再考する。 
朝日新聞 2015/04/19 

2015:03. / 17p,204p 
978-4-00-028735-7 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784000287357*

 

「地方創生」で地方消滅は阻止できるか～地方再生策と補助金改革～ 
高寄 昇三 著 
公人の友社 
限界集落などに「選択と集中」を迫り、国土全体を都市機能の集約と連携による再

編成の構図を描いている日本創成会議報告書。その問題点を指摘し、施策を評

価し、政策提言を試みる。 
朝日新聞 2015/04/19 

2015:02. / 187p 
978-4-87555-657-2 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784875556572*

 

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。 
朝日新聞 2015/04/19 

2015:03. / 231p 
978-4-16-790331-2 
590 円〔本体〕+税 

*9784167903312*

 

経済学入門 第 3 版 
金子 昭彦/ 田中 久稔/ 若田部 昌澄 著 
東洋経済新報社 
経済学の「考え方」と基本用語をきちんと学ぶことを目的とした、初学者向けの経

済学テキスト。理解度を確認するための演習問題、日本の事例を多く取り入れた

コラムも収録。内容を全面改訂した第 3 版。 
朝日新聞 2015/04/19 

2015:04. / 17p,556p 
978-4-492-31456-2 
3,600 円〔本体〕+税 

*9784492314562*

 

天使はここに 
朝比奈 あすか 著 
朝日新聞出版 
ファミレスの契約社員・真由子。恋人から「搾取されてる」と言われるほど懸命に勤

め続けるが、ある日、常連客の老紳士にかすかな異変が起きて…。仕事で人生を

切り開いていくことの喜びを描いた働く女子の青春小説。 
朝日新聞 2015/04/19 

2015:04. / 250p 
978-4-02-251239-0 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784022512390*

 

日本文学の大地 
中沢 新一 著 
KADOKAWA 
権力と性愛が交差する源氏物語。幽玄の神秘主義を湛えた新古今和歌集。驚異

的軽薄さの背後に人間の深淵を垣間見せる東海道中膝栗毛……。傑作古典を

生んだ日本人の心の大地を探り、日本文学の新たな見方を提唱する。 
朝日新聞 2015/04/19 

2015:02. / 238p 
978-4-04-653331-9 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784046533319*
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アル中ワンダーランド 
まんしゅう きつこ 著 
扶桑社 
幻覚・被害妄想・記憶障害、そして、まさかのポロリ!? 漫画家・イラストレーターの

まんしゅうきつこが、アル中になってから完治するまでをシュールなテイストで描

く。小田嶋隆、中川淳一郎とのアル中鼎談も収録。 
朝日新聞 2015/04/19 

2015:04. / 159p 
978-4-594-07246-9 
1,100 円〔本体〕+税 

*9784594072469*

 

悪意の波紋(集英社文庫 コ 16-1) 
エルヴェ・コメール/ 山口 羊子 著 
集英社 
40 年前の 100 万ドル強奪事件の犯人、TV で元恋人にラブレターを面白おかしく

曝された青年。因果の連鎖が波紋のように広がる群像劇、その陰に潜む人物と

は? 奇妙な偶然が幾多の人生を結ぶ、群像フレンチ・ミステリ。 
朝日新聞 2015/04/19 

2015:03. / 342p 
978-4-08-760702-4 
760 円〔本体〕+税 

*9784087607024*

 

黒澤明と「デルス・ウザーラ」(ユーラシア・ブックレット no.196) 
ウラジーミル・ワシーリエフ 著 
東洋書店 
猟師デルス・ウザーラと探検家アルセーニエフの交流を描いた黒澤明監督映画の

記録。製作決定の経緯から大自然での撮影風景、日ソ両国の映画人たちの交わ

りをロシア人助監督が回想する。『テレビでロシア語』連載を書籍化。 
朝日新聞 2015/04/19 

2015:02. / 63p 
978-4-86459-193-5 
800 円〔本体〕+税 

*9784864591935*

 

恋するソマリア 
高野 秀行 著 
集英社 
アフリカ大陸東端に広がるソマリア。残酷な戦場と平和な民主国家が隣り合う不思

議な世界に惹かれた著者が、あらゆる現場に飛び込む! 片想いが暴走する辺境

リアルストーリー。『小説すばる』連載に加筆・修正して単行本化。 
朝日新聞 2015/04/19 

2015:01. / 306p 
978-4-08-771584-2 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784087715842*

 

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。 
朝日新聞 2015/04/19 

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

*9784480068125*

 

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。 
朝日新聞 2015/04/19 

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

*9784121022820*
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哲学用語図鑑 
田中 正人 著, 田中 正人/ 斎藤 哲也 編 
プレジデント社 
タレスから始まった西洋哲学の歴史がどのような変化をとげて現在に至ったのかを

つかめる図鑑。200 以上の主要な哲学用語を取りあげ、意味や語源、具体例や対

立する概念、論じられている文献などをイラストとともに紹介する。 
朝日新聞 2015/04/19 

2015:03. / 351p 
978-4-8334-2119-5 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784833421195*

 

環(めぐ)りの海～竹島と尖閣国境地域からの問い～ 
琉球新報/ 山陰中央新報 著 
岩波書店 
ナショナリズムがあおられ、過熱する一方の竹島・尖閣問題に、日本および周辺

国の漁業者など、<生活者の視点>から迫った渾身のルポ。『琉球新報』と『山陰中

央新報』の合同連載企画の単行本化。 
朝日新聞 2015/04/19 

2015:02. / 7p,202p,8p 
978-4-00-024954-6 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784000249546*

 

『吾輩は猫である』殺人事件(新潮文庫)  
奥泉 光 著 
新潮社 
朝日新聞 2015/04/26 

1999:03. / ６２３ｐ 
978-4-10-128421-7 
781 円〔本体〕+税 

*9784101284217*

 

本格小説<上>(新潮文庫)  
水村 美苗 著 
新潮社 
朝日新聞 2015/04/26 

2005:11. / ６０５ｐ 
978-4-10-133813-2 
781 円〔本体〕+税 

*9784101338132*

 

本格小説<下>(新潮文庫)  
水村 美苗 著 
新潮社 
朝日新聞 2015/04/26 

2005:11. / ５４０ｐ 
978-4-10-133814-9 
705 円〔本体〕+税 

*9784101338149*

 

坊ちゃん忍者幕末見聞録(中公文庫)  
奥泉 光 著 
中央公論新社 
朝日新聞 2015/04/26 

2004:10. / ３５３ｐ 
978-4-12-204429-6 
743 円〔本体〕+税 

*9784122044296*

 

対華二十一カ条要求とは何だったのか～第一次世界大戦と日中対立の原点～ 
奈良岡 聰智 著 
名古屋大学出版会 
沸騰する世論、先鋭化する日中 
朝日新聞 2015/04/26 

2015:04. / 7p,445p,32p
978-4-8158-0805-1 
5,500 円〔本体〕+税 

*9784815808051*
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ゴーストライター論(平凡社新書 772) 
神山 典士 著 
平凡社 
大宅賞作家が綴るゴーストライター問題 
朝日新聞 2015/04/26 

2015:04. / 199p 
978-4-582-85772-6 
740 円〔本体〕+税 

*9784582857726*

 

暗闇から世界が変わる～ダイアログ・イン・ザ・ダーク・ジャパンの挑戦～(講談社

現代新書 2306)  
志村 真介 著 
講談社 
「ダイアログ・イン・ザ・ダーク・ジャパン（暗闇の中の対話）」創始者による波瀾万丈

の物語。日本の希望がここにある。 
朝日新聞 2015/04/26 

2015:03. / 204p 
978-4-06-288306-1 
760 円〔本体〕+税 

*9784062883061*

 

夏目漱石、読んじゃえば?(14 歳の世渡り術) 
奥泉 光 著 
河出書房新社 
漱石って文豪と言われているけど面白いの? どう読めばいいの?奥泉光が全く新

しい読み方を伝授。香日ゆらによる漱石案内漫画付き。 
朝日新聞 2015/04/26 

2015:04. / 233p 
978-4-309-61692-6 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784309616926*

 

プロパガンダ・ラジオ～日米電波戦争幻の録音テープ～ 
渡辺 考 著 
筑摩書房 
戦前・戦中、海外に向けて放送された短波ラジオ。さまざまなプロパガンダを繰り

広げ、 後は和平交渉の手段ともなったその実態とは。迫真の歴史ドキュメンタリ

ー。 
朝日新聞 2015/04/26 

2014:08. / 351p 
978-4-480-81832-4 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784480818324*

 

ロミオと呼ばれたオオカミ 
ニック・ジャンズ/ 田口 未和 著 
エクスナレッジ 
アラスカの町に現れたオオカミ。いつしか町に溶けこんだ黒いオオカミ、ロミオの常

識を覆す数々の行動と住民との触れ合い、そして衝撃的な運命を描く、心に迫る

ノンフィクション。 
朝日新聞 2015/04/26 

2015:03. / 374p 
978-4-7678-1963-1 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784767819631*

 

怪獣文藝(幽 BOOKS) 
赤坂 憲雄/ 菊地 秀行/ 黒 史郎/ 黒木 あるじ/ 小島 水青/ 佐野 史郎/ 雀

野 日名子/ 樋口 真嗣/ 牧野 修/ 松村 進吉/ 山田 正紀/ 夢枕 獏/ 吉村 

萬壱/ 天野 行雄/ 開田 裕治/ 山下 昇平 著, 赤坂 憲雄/ 菊地 秀行/ 黒 

史郎/ 黒木 あるじ/ 小島 水青/ 佐野 史郎/ 雀野 日名子/ 樋口 真嗣/ 牧野 

修/ 松村 進吉/ 山田 正紀/ 夢枕 獏/ 吉村 萬壱/ 天野 行雄/ 開田 裕治/ 
山下 昇平/ 東 雅夫 編 
メディアファクトリー 
いまだかつてない怪獣と文藝の競演。黒史郎+山下昇平のヴィジュアル&小説、

菊地秀行・小島水青らの怪獣小説、黒木あるじのルポルタージュ、夢枕獏×樋口

真嗣の対談などを収録する。 
朝日新聞 2015/04/26 

2013:03. / 315p 
978-4-8401-5144-3 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784840151443*



 23  

 

家事の政治学(岩波現代文庫) 
柏木 博 著 
岩波書店 
家事は「労働」なのか、それとも「生活」なのか。家政学者や建築家、政治家たち

の言動を読み解き、国家、性差、貧富やさまざまな「権力」と家庭という空間がいか

に関わっているかを明らかにする。 
朝日新聞 2015/04/26 

2015:03. / 4p,294p,8p 
978-4-00-603284-5 
1,040 円〔本体〕+税 

*9784006032845*

 

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。 
朝日新聞 2015/04/26 

2015:02. / 307p 
978-4-02-263030-8 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784022630308*

 

国境のない生き方～私をつくった本と旅～(小学館新書 215) 
ヤマザキ マリ 著 
小学館 
地球のあちこちで生きてきた漫画家をつくったのは、たくさんの本と、人との出会

いだった! 古今東西の名著から知られざる傑作小説まで、著者が人生を共に歩

んできた本を縦糸に綴る体験的人生論。 
朝日新聞 2015/04/26 

2015:04. / 253p 
978-4-09-825215-2 
740 円〔本体〕+税 

*9784098252152*

 

やちまた<上>(中公文庫 あ 17-2)  
足立 巻一 著 
中央公論新社 
本居宣長の長男に生まれ、30 代半ばで失明した本居春庭。文法学者として日本

語の動詞活用を研究、「詞の八衢」を著し国語学史上に不滅の業績を残した春庭

の生涯に魅せられた著者が紡ぐ、評伝文学。 
朝日新聞 2015/04/26 

2015:03. / 509p 
978-4-12-206097-5 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784122060975*

 

祇園豆爾 ちょっと昔の祇園町 
新井 豆爾 著 
朝日新聞出版 
15 歳で祇園より舞妓として店出し。21 歳で芸妓になり、23 歳で独立。お座敷を

32 歳まで務め、現在は置屋の女将として舞妓を育成する著者が、祇園町のど真

ん中から語る、華やかで懐かしい祇園語り。 
朝日新聞 2015/04/26 

2015:02. / 260p 
978-4-02-251259-8 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784022512598*

 

破壊する創造者～ウイルスがヒトを進化させた～(ハヤカワ文庫 NF 420) 
フランク・ライアン/ 夏目 大 著 
早川書房 
ダーウィンも知りえなかったまったく新しい進化のすがたとは? 進化生物学者にし

て医師でもある著者が、多種多様な生物とウイルスとの相互作用を調査し、超極

小世界から広がる新たな進化論を提示する。 
朝日新聞 2015/04/26 

2014:12. / 509p 
978-4-15-050420-5 
〔本体〕+税 

*9784150504205*
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ジェーン・スー相談は踊る 
TBS ラジオ「ジェーン・スー相談は踊る」 編 
ポプラ社 
「柿の種のピーナッツばかりがあまってしまいます」「好きになった女の子の彼氏が

親友でした」…。悩める大人たちの相談を、ジェーン・スーがチャチャッと解決しま

す。TBS ラジオ番組をもとに書籍化。 
朝日新聞 2015/04/26 

2015:03. / 252p 
978-4-591-14452-7 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784591144527*

 

それはどっちだったか 
マーク・トウェイン/ 里内 克巳 著 
彩流社 
南北戦争前のアメリカ南部の田舎町。<?>をつくことによって果てしなく堕ちていく

町の名士を描く。グロテスクで残酷な笑いと悪夢の物語。トウェイン晩年の未発表

作品の邦訳。原型となった短編も収録。 
朝日新聞 2015/04/26 

2015:03. / 477p 
978-4-7791-2094-7 
4,000 円〔本体〕+税 

*9784779120947*

 

THE BOOKS～365 人の本屋さんがどうしても届けたい「この一冊」～ 
ミシマ社 編 
ミシマ社 
絵本、小説、教養書、科学書、ビジネス書、啓発書…。「これだけは、どうしても届

けたい」 そんな一冊を、全国 365 書店の書店員が選び、直筆のキャッチコピーと

ともに紹介する。各書店の情報も掲載。 
朝日新聞 2015/04/26 

2012:08. / 422p 
978-4-903908-37-3 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784903908373*

 

文化系トークラジオ Life のやり方 
鈴木 謙介/ 長谷川 裕/ Life Crew 著 
ＴＢＳサービス 
新たな言論シーンを生み出す名物ラジオ番組「文化系トークラジオ Life」の作り方

を番組プロデューサーが披露。ほか、“Life っぽさ”をよく表している 3 回分の放

送、これまでの出演者なども収録。 
朝日新聞 2015/04/26 

2013:01. / 222p 
978-4-904345-34-4 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784904345344*

 

洋子さんの本棚 
小川 洋子/ 平松 洋子 著 
集英社 
女の人生 50 年。少女時代の思い出から抱腹絶倒の人生の極意まで。作家とエッ

セイストが、本と人生を名著と共に読みほどき、語り尽くす、滋味あふれる対話集。

『すばる』掲載に語りおろしを加えて単行本化。 
朝日新聞 2015/04/26 

2015:01. / 267p 
978-4-08-771591-0 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784087715910*

 

怪獣文藝の逆襲(幽 BOOKS) 
有栖川 有栖/ 井上 伸一郎/ 大倉 崇裕/ 太田 忠司/ 梶尾 真治/ 小中 千

昭/ 園 子温/ 樋口 真嗣/ 山本 弘 著, 有栖川 有栖/ 井上 伸一郎/ 大倉 

崇裕/ 太田 忠司/ 梶尾 真治/ 小中 千昭/ 園 子温/ 樋口 真嗣/ 山本 弘/ 
東 雅夫 編 
KADOKAWA 
有栖川有栖、山本弘、樋口真嗣、園子温ほか、稀代の怪獣マニアたちの筆が生

み出すオリジナル怪獣が縦横無尽に暴れまわる夢の競作集。『GODZILLA』『寄

生獣』などに参加した田島光二による装画も圧巻！ 
朝日新聞 2015/04/26 

2015:03. / 317p 
978-4-04-102419-5 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784041024195*
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やちまた<下>(中公文庫 あ 17-3)  
足立 巻一 著 
中央公論新社 
本居春庭とその著作の探究を志して 40 年。師友との出会いと別れ、春庭をめぐる

新資料の発掘…。戦前から戦後にいたるなかで浮かび上がる盲目の語学者の人

物像とは? 春庭の生涯と著者の魂の彷徨が織りなす評伝文学。 
朝日新聞 2015/04/26 

2015:03. / 524p 
978-4-12-206098-2 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784122060982*

 

コンテンツの秘密～ぼくがジブリで考えたこと～(NHK 出版新書 458) 
川上 量生 著 
ＮＨＫ出版 
クリエイティブとはなにか? コンテンツの情報量とは何か? スタジオ・ジブリでプロ

デューサー見習いをする著者が、宮崎駿や高畑勲、庵野秀明などトップクリエイタ

ーたちの発想法に鋭く迫る、画期的なコンテンツ論。 
朝日新聞 2015/04/26 

2015:04. / 221p 
978-4-14-088458-4 
820 円〔本体〕+税 

*9784140884584*

 

日本怪獣侵略伝～ご当地怪獣異聞集～ 
村井 さだゆき/ 小中 千昭/ 中野 貴雄/ 會川 昇/ 井口 昇/ 上原 正三 著 
洋泉社 
日本全国の都道府県に怪獣を出現させる「ご当地怪獣」プロジェクト。新潟県、東

京都などの怪獣をモチーフに、特撮番組・映画の人気脚本家が書き下ろした怪

獣小説を、人気イラストレーターたちの挿絵とともに収録する。 
朝日新聞 2015/04/26 

2015:04. / 350p 
978-4-8003-0613-5 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784800306135*

 

「共倒れ」社会を超えて～生の無条件の肯定へ!～(筑摩選書 0110) 
野崎 泰伸 著 
筑摩書房 
私たちの生を「望ましい生命」か否かで選別し、序列化する社会。その中で、障害

者とその支援者は犠牲を強いられ、共倒れが引き起こされていく。障害をもつ人

が抱える問題に照準し、「犠牲の構造」に抗う倫理を提示する。 
朝日新聞 2015/04/26 

2015:03. / 229p 
978-4-480-01618-8 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784480016188*

 

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。 
朝日新聞 2015/04/26 

2015:02. / 179p 
978-4-7515-2752-8 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784751527528*

 

鹿の王<上> 生き残った者 
上橋 菜穂子 著 
KADOKAWA 
帝国から故郷を守るため、絶望的な戦いを繰り広げた戦士団の頭ヴァンは岩塩鉱

に囚われていた。ある夜、不思議な犬たちが岩塩鉱を襲い、謎の病が発生する。

その隙に逃げ出したヴァンは幼子を拾い、ユナと名付け、育てるが…。 
朝日新聞 2015/04/26 

2014:09. / 565p 
978-4-04-101888-0 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784041018880*
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ラジオ福島の 300 日 
片瀬京子とラジオ福島 著 
毎日新聞出版 
放射能への不安をかかえながら、誰に何をどう伝えるべきかに苦悩し奔走したラ

ジオ福島。東日本大震災発生から 350 時間の CM カット連続生放送を敢行し、

県内外、海外へも声を届け、多大な支持を集めた放送局の闘いを記す。 
朝日新聞 2015/04/26 

2012:03. / 207p 
978-4-620-32118-9 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784620321189*

 

鹿の王<下> 還って行く者 
上橋 菜穂子 著 
KADOKAWA 
何者かに攫われたユナを追うヴァン。同じ頃、医術師ホッサルは王幡領で移住民

に広がる謎の病の治療法を探していた。ヴァンとホッサル。ふたりの男たちが、愛

する人々を守るため、この地に生きる人々を救うために選んだ道は…。 
朝日新聞 2015/04/26 

2014:09. / 554p 
978-4-04-101889-7 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784041018897*

 

日本語が亡びるとき～英語の世紀の中で～ 増補(ちくま文庫 み 25-4)  
水村 美苗 著 
筑摩書房 
「西洋の衝撃」を全身に浴び、豊かな近代文学を生み出した日本語が、いま「英

語の世紀」の中で「亡びる」とはどういうことか。日本語と英語をめぐる認識を揺り動

かし、はるかな時空の眺望のもとに鍛えなおす。エッセイを追加。 
朝日新聞 2015/04/26 

2015:04. / 460p 
978-4-480-43266-7 
880 円〔本体〕+税 

*9784480432667*

 

探偵は壊れた街で(創元推理文庫 M ク 25-1) 
サラ・グラン/ 高山 祥子 著 
東京創元社 
独特の探偵術を駆使し、巧みに銃を扱い、困難な調査でも決して諦めない女探

偵クレア。2007 年、ハリケーンの傷痕残るニューオーリンズで、彼女は失踪した地

方検事補の捜索を依頼され…。クールな女性私立探偵の活躍を描く。 
朝日新聞 2015/04/26 

2015:04. / 412p 
978-4-488-16202-3 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784488162023*

 

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。 
朝日新聞 2015/04/26 

2015:02. / 214p 
978-4-7976-7288-6 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784797672886*

 

資源の循環利用とはなにか～バッズをグッズに変える新しい経済システム～ 
細田 衛士 著 
岩波書店 
天然資源のピークアウトと廃棄物の処分という、入り口と出口の二重の資源問題に

私たちは直面している。グッズ(有価物)とバッズ(逆有償物)の理論の提唱者が、資

源を有効利用する国内循環システムの構築と、その展望を描く。 
朝日新聞 2015/04/26 

2015:02. / 8p,294p 
978-4-00-061012-4 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784000610124*
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僕は、そして僕たちはどう生きるか(岩波現代文庫) 
梨木 香歩 著 
岩波書店 
「コペル」と呼ばれる 14 歳の僕。ある朝、染織家の叔父ノボちゃんがやって来て、

学校に行くのをやめた親友ユージンに会いに行くことに…。そこから始まる、かけ

がえのない 1 日の物語。 
朝日新聞 2015/04/26 

2015:02. / 5p,273p 
978-4-00-602258-7 
860 円〔本体〕+税 

*9784006022587*

 

帰還兵はなぜ自殺するのか(亜紀書房翻訳ノンフィクション・シリーズ 1-16) 
デイヴィッド・フィンケル/ 古屋 美登里 著 
亜紀書房 
イラク・アフガン戦争から生還した兵士 200 万のうち、50 万人が精神的な傷害を

負い、毎年 250 人超が自殺する。戦争で壊れてしまった男たちとその家族の出口

なき苦悩に迫る衝撃のレポート。 
朝日新聞 2015/04/26、日本経済新聞 2015/04/26 

2015:02. / 384p 
978-4-7505-1425-3 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784750514253*

 

相互扶助の経済～無尽講・報徳の民衆思想史～ 
テツオ・ナジタ/ 五十嵐 暁郎/ 福井 昌子 著 
みすず書房 
明治初期の混乱や太平洋戦争後の激動を庶民が生きのびたのは、講の DNA が

脈々と受け継がれたからだった。講から無尽会社を経て相互銀行に引き継がれて

いった「相互扶助」の民衆思想を考察する。 
朝日新聞 2015/04/26、日本経済新聞 2015/04/26 

2015:03. / 
11p,336p,45p 
978-4-622-07889-0 
5,400 円〔本体〕+税 

*9784622078890*

 

ニニ、まいごになる(評論社の児童図書館・絵本の部屋) 
アニタ・ローベル/ まつかわ まゆみ 著 
評論社 
散歩に出たネコが迷子に。帰れるでしょうか 
朝日新聞 2015/04/27 

2015:03. / [32p] 
978-4-566-08000-3 
〔本体〕+税 

*9784566080003*

 

こぶたのピクルス(福音館創作童話シリーズ) 
小風 さち/ 夏目 ちさ 著 
福音館書店 
ピクルスの毎日は、元気も失敗もいっぱい！ 
朝日新聞 2015/04/27 

2015:02. / 117p 
978-4-8340-8149-7 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784834081497*

 

あまねく神竜住まう国 
荻原 規子 著 
徳間書店 
伊豆の流刑地に流された源頼朝。生きる希望を失いがちな頼朝のもとへ、かつて

頼朝の命をつなぎとめた笛の名手・草十郎が訪れ…。土地神である神竜と対峙

し、伊豆の地に根を下ろしていく少年頼朝の姿を描く。歴史ファンタジー。 
朝日新聞 2015/04/27 

2015:02. / 280p 
978-4-19-863911-2 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784198639112*
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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。 
東京・中日新聞 2015/04/05 

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

*9784062883009*

 

議会は踊る、されど進む～民主主義の崩壊と再生～ 
谷 隆一 著 
ころから 
なぜデモクラシーが危機に瀕しているのか。市長と議会の膠着が続いた東京・東

久留米の事例から「民主主義の崩壊」を描き、共産党員市長の長期政権を築いた

狛江、住民発の住民投票を実現した小平の事例から「その再生」を描く。 
東京・中日新聞 2015/04/05 

2015:03. / 254p 
978-4-907239-12-1 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784907239121*

 

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 
東京・中日新聞 2015/04/05、産経新聞 2015/04/12 

2015:01. / 555p 
978-4-09-386344-5 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784093863445*

 

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〉。 
東京・中日新聞 2015/04/05、朝日新聞 2015/04/19 

2015:01. / 366p 
978-4-7949-6865-4 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784794968654*

 

花見と桜～<日本的なるもの>再考～ 
白幡 洋三郎 著 
八坂書房 
群桜、飲食、群集がそろった<花見>こそ、世界に類を見ない日本固有の民衆文

化だ! <桜花>に投影されてきた個々人の精神ではなく、<花見>という行動に映し

出される集団の精神に日本文化の本質を見いだす花見論。 
東京・中日新聞 2015/04/12 

2015:03. / 238p 
978-4-89694-185-2 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784896941852*

 

批評メディア論～戦前期日本の論壇と文壇～ 
大澤 聡 著 
岩波書店 
「論壇」「文壇」とは何か。「批評」はいかにして可能か。日本の言論を支えてきたイ

ンフラやシステムの生成過程に立ちかえり、論壇時評、座談会、人物批評など各

種フォーマットの来歴の精緻な総括に批評再生のヒントを探る。 
東京・中日新聞 2015/04/12、毎日新聞 2015/04/12 

2015:01. / 344p,8p 
978-4-00-024522-7 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784000245227*

 

廃墟の残響～戦後漫画の原像～ 
桜井 哲夫 著 
ＮＴＴ出版 
戦後漫画に影を落とす、廃墟のイメージ 
東京・中日新聞 2015/04/19 

2015:03. / 249p 
978-4-7571-4342-5 
2,100 円〔本体〕+税 

*9784757143425*
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経済学からなにを学ぶか～その 500 年の歩み～(平凡社新書 768)  
伊藤 誠 著 
平凡社 
経済学・五百年の歴史を今こそ学び直す。 
東京・中日新聞 2015/04/19 

2015:03. / 271p 
978-4-582-85768-9 
880 円〔本体〕+税 

*9784582857689*

 

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。 
東京・中日新聞 2015/04/19 

2015:01. / 6p,210p 
978-4-00-025335-2 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784000253352*

 

十三億分の一の男～中国皇帝を巡る人類最大の権力闘争～ 
峯村 健司 著 
小学館 
気鋭の朝日新聞記者が、謀略蠢く中国共産党の 深部に分け入り、習近平国家

主席の「果てなき生存闘争」を活写する。米中当局者 50 人以上の証言に裏付け

された世界的スクープが満載。 
東京・中日新聞 2015/04/26 

2015:02. / 318p 
978-4-09-389754-9 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784093897549*

 

テキヤと社会主義～1920 年代の寅さんたち～ 
猪野 健治 著 
筑摩書房 
デモクラシーから関東大震災の時代、反軍・廃娼を主張したテキヤ、大杉栄虐殺

報復に命を懸ける一群に身を投じた男。歴史の闇に埋もれた者たちの姿を追う。

『トスキナア』連載を大幅に改稿して単行本化。 
東京・中日新聞 2015/04/26 

2015:02. / 203p 
978-4-480-86436-9 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784480864369*

 

超明解!国語辞典(文春新書 1018)  
今野 真二 著 
文藝春秋 
国語辞典には「ことば」と「時代」に対する編者の哲学が色濃くあらわれる。ハンデ

ィな小型辞書 7 銘柄の「辞書の哲学」を徹底比較。保守的、それとも先進的? 個

性あふれる辞書選びに役立つ、やや辛口の辞書レポート。 
東京・中日新聞 2015/04/26 

2015:03. / 248p 
978-4-16-661018-1 
800 円〔本体〕+税 

*9784166610181*

 

遺品整理士という仕事(平凡社新書 767)  
木村 榮治 著 
平凡社 
第一人者が遺品整理を丁寧にアドバイス 
読売新聞 2015/04/05 

2015:03. / 202p 
978-4-582-85767-2 
760 円〔本体〕+税 

*9784582857672*
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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。 
読売新聞 2015/04/05 

2015:02. / 652p 
978-4-06-219394-8 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784062193948*

 

47 都道府県・地名由来百科 
谷川 彰英 著 
丸善出版 
各都道府県別にユニークな地名について解説するウンチク百科。どのページを開

いても、興趣をそそる地区名の由来が満載。 
読売新聞 2015/04/05 

2015:01. / 5p,310p 
978-4-621-08761-9 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784621087619*

 

泡坂妻夫～からくりを愛した男～(KAWADE 夢ムック) 
河出書房新社 
『しあわせの書』で再ブレイクのミステリ作家・奇術師・紋章上絵師でもある作家の

初の総特集。対談:北村薫×法月綸太郎、寄稿多数。 
読売新聞 2015/04/05 

2015:02. / 239p 
978-4-309-97856-7 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784309978567*

 

殷－中国史最古の王朝(中公新書 2303)  
落合 淳思 著 
中央公論新社 
今から 3000 年以上も前に中国に実在した殷王朝。膨大な数にのぼる甲骨文字

から、殷王朝の軍事や祭祀、王の系譜、支配体制と統治の手法などを再現し、解

明する。 
読売新聞 2015/04/05 

2015:01. / 3p,256p 
978-4-12-102303-2 
880 円〔本体〕+税 

*9784121023032*

 

奇跡のレストラン アル・ケッチァーノ～食と農の都・庄内パラディーゾ～(文春文

庫 い 86-2) 
一志 治夫 著 
文藝春秋 
シェフ自らが生産農家や魚市場をまわって素材を吟味していることで知られるア

ル・ケッチァーノ。「地産地消」で話題を集め、全国の食通が集う、このイタリアン・

レストランの人気の真相に迫る。 
読売新聞 2015/04/05 

2015:03. / 238p 
978-4-16-790323-7 
680 円〔本体〕+税 

*9784167903237*

 

境界の民(マージナル・マン)～難民、遺民、抵抗者。国と国の境界線に立つ人々

～ 
安田 峰俊 著 
KADOKAWA 
国家という枠組みを取り払った場所で生きる人たちが、本当に大切にしているもの

は何か。様々な形で日本や日本人との接点を持ち、国民国家体制の「エラー部

分」に弾き出された「境界の民」を追う。 
読売新聞 2015/04/05 

2015:02. / 285p 
978-4-04-102538-3 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784041025383*
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忘れ得ぬ人々と谷崎潤一郎(中公文庫 た 87-1)  
辰野 隆 著 
中央公論新社 
名随筆家としても知られる仏文学者が、同窓の谷崎潤一郎、師として仰ぐ幸田露

伴、森?外、夏目漱石らとの思い出を綴る。多彩な文学者の素顔や審美眼と学問

への深い愛が浮かび上がる自伝的随想集。 
読売新聞 2015/04/05 

2015:02. / 285p 
978-4-12-206085-2 
820 円〔本体〕+税 

*9784122060852*

 

世の中が見えてくる統計学(幻冬舎エデュケーション新書 006) 
川又 俊則 著 
幻冬舎 
一歩引いたモノの見方が身につく統計学の入門書。「「カロリーゼロ」は本当にゼ

ロ?」「各社で内閣支持率が違うのはなぜ?」など、身近な数値のからくりを、難しい

数式を一切使用せずにやさしく解説する。 
読売新聞 2015/04/05 

2015:02. / 222p 
978-4-344-97955-0 
780 円〔本体〕+税 

*9784344979550*

 

禅語を読む(角川選書 549) 
西村 惠信 著 
KADOKAWA 
傑出した僧の生き様と固有の禅風を愉しみ、1500 年の禅の思想を一望できる、禅

の入門書。初祖・達磨の「二入四行論」をはじめ、日中禅宗史を飾る 38 の禅語録

と、西田幾多郎ら禅の哲学者の言葉を紹介する。 
読売新聞 2015/04/05 

2014:12. / 299p 
978-4-04-703549-2 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784047035492*

 

「古代学」とは何か～展望と課題～ 
上田 正昭 著 
藤原書店 
遺跡や遺物、神話や民間伝承等の総合的考察により日本古代の実相を明らかに

する“古代学”。この視座から、東アジア全体の中での日本古代史を、また支配層

だけでなく民衆をも含めた社会全体のありようを描く。 
読売新聞 2015/04/05 

2015:01. / 334p 
978-4-86578-008-6 
3,300 円〔本体〕+税 

*9784865780086*

 

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。 
読売新聞 2015/04/05 

2014:04. / 13p,419p 
978-4-00-028167-6 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784000281676*

 

アウトサイダーの幸福論(集英社新書 0775) 
ロバート・ハリス 著 
集英社 
一度きりの人生を全力で楽しむために必要なのは何か? 無頼派作家にして人気

ラジオ・ナビゲーターが語る、路上と放浪の人生哲学。無頼なライフ・スタイルを経

てつかんだ珠玉の知恵を、20 のキーワードごとに紹介する。 
読売新聞 2015/04/05 

2015:02. / 217p 
978-4-08-720775-0 
740 円〔本体〕+税 

*9784087207750*
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絶対に行けない世界の非公開区域 99～ガザの地下トンネルから女王の寝室ま

で～(NATIONAL GEOGRAPHIC) 
ダニエル・スミス/ 小野 智子/ 片山 美佳子 著 
日経ナショナルジオグラフィック 
世界にはさまざまな理由による「立ち入り禁止」エリアがある。米国疾病対策センタ

ー、燃えつづける町・セントラリア、バチカン機密文書館、伊勢神宮など、世界中

の立ち入り禁止エリアを 250 点の写真・地図で紹介する。 
読売新聞 2015/04/05 

2014:12. / 255p 
978-4-86313-301-3 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784863133013*

 

利休随一の弟子三斎細川忠興 
矢部 誠一郎 著 
宮帯出版社 
利休に一番近いとされた、細川三斎（忠興）。織部・遠州のような独創性を求め

ず、武人として武家の茶の湯を大成したとされる三斎の茶を、思想史の対象として

取り上げ、史料に沿って論じながら、著者の新見地を開陳する。 
読売新聞 2015/04/05 

2015:01. / 207p 
978-4-86366-878-2 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784863668782*

 

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。 
読売新聞 2015/04/05 

2014:06. / 7p,438p 
978-4-00-028168-3 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784000281683*

 

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。 
読売新聞 2015/04/05 

2014:12. / 7p,583p,7p 
978-4-00-028169-0 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784000281690*

 

武士の絵日記～幕末の暮らしと住まいの風景～(角川ソフィア文庫 I125-1) 
大岡 敏昭 著 
KADOKAWA 
家族や友人、寺の和尚や料亭の女将たちと仲睦まじく交わり、書を読んで歌を唄

い、食や酒を大いに楽しむ。幕末の貴重な絵日記「石城日記」から、貧しくも心豊

かな人生を謳歌した下級武士たちの真の日常生活を浮かび上がらせる。 
読売新聞 2015/04/05 

2014:11. / 314p 
978-4-04-409217-7 
920 円〔本体〕+税 

*9784044092177*

 

ヒトはなぜ笑うのか～ユーモアが存在する理由～ 
マシュー・M.ハーレー/ ダニエル・C.デネット/ レジナルド・B.アダムズ Jr./ 片岡 

宏仁 著 
勁草書房 
ヒトの知性と情動の関係が、ユーモアの仕組みから明らかになる!? 計算認知科学

者、哲学者、心理学者の 3 人が、ジョークなどが引き起こすユーモア情動の仕組

みについて、新規かつ有望な仮説を提示する。傑作ジョークも満載。 
読売新聞 2015/04/05 

2015:02. / 563p 
978-4-326-15432-6 
3,500 円〔本体〕+税 

*9784326154326*
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長谷川豪カンバセーションズ～ヨーロッパ建築家と考える現在と歴史～ 
長谷川 豪/ アルヴァロ・シザ/ ヴァレリオ・オルジャティ/ ペーター・メルクリ/ アン

ヌ・ラカトン/ ジャン=フィリップ・ヴァッサル/ パスカル・フラマー/ ケルステン・ゲー

ルス/ ダヴィッド・ファン・セーヴェレン 著 
ＬＩＸＩＬ出版 
先の見えにくい状況が続く現代建築。その中で、ヨーロッパの建築家は、なにを根

拠に建築をつくろうとしているのか。建築家 6 組に歴史観、いま現代建築をつくる

ことと歴史に向かうことの関係などについて尋ねたインタヴュー集。 
読売新聞 2015/04/05 

2015:03. / 275p 
978-4-86480-016-7 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784864800167*

 

井上洋治著作選集<5> 遺稿集「南無アッバ」の祈り 
井上 洋治 著 
日本キリスト教団出版局 
日本人の心に届くようイエスの教えを伝えるため模索し続けた、カトリック司祭・井

上洋治。思索の末にたどり着いた、「南無アッバ」の祈りのこみちを始め、命を賭し

て語ったメッセージを収録する。 
読売新聞 2015/04/05 

2015:02. / 249p 
978-4-8184-0915-6 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784818409156*

 

「おバカ大国」オーストラリア～だけど幸福度世界 1 位!日本 20 位!～(中公新書

ラクレ 519) 
沢木サニー祐二 著 
中央公論新社 
犬は基本、放し飼い。泥酔文化にドラッグ蔓延。移民に仕事を奪われ、失業保険

で暮らす…。そんなオーストラリアは、こんなに幸せな国だった! おバカと幸福、相

反する 2 つが同居する秘密を在住 18 年の著者が探る。 
読売新聞 2015/04/05、朝日新聞 2015/04/19 

2015:03. / 225p 
978-4-12-150519-4 
780 円〔本体〕+税 

*9784121505194*

 

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。 
読売新聞 2015/04/05、日本経済新聞 2015/04/05 

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

*9784106106118*

 

帝国を壊すために～戦争と正義をめぐるエッセイ～(岩波新書 新赤版)  
アルンダティ・ロイ/ 本橋 哲也 著 
岩波書店 
読売新聞 2015/04/12 

2003:09. / ２１７，１６ｐ 
978-4-00-430852-2 
760 円〔本体〕+税 

*9784004308522*

 

ともに前へ、ともに明日へ～あの日から 4 年、三菱商事の復興支援の軌跡～ 
服部 宏幸 著 
新潮社 
読売新聞 2015/04/12 

2015:03. / 245p 
978-4-10-910019-9 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784109100199*
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侍女の物語(ハヤカワｅｐｉ文庫)  
マーガレット・アトウッド/ 斎藤 英治 著 
早川書房 
読売新聞 2015/04/12 

2001:10. / ５７３ｐ 
978-4-15-120011-3 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784151200113*

 

いつかはきっと  
シャーロット・ゾロトフ/ アーノルド・ローベル/ やがわ すみこ 著 
ほるぷ出版 
読売新聞 2015/04/12 

1978:01. / １冊 
978-4-593-50014-7 
900 円〔本体〕+税 

*9784593500147*

 

後白河天皇～日本第一の大天狗～(ミネルヴァ日本評伝選) 
美川 圭 著 
ミネルヴァ書房 
激動の時代に君臨した治天の君の生涯とは 
読売新聞 2015/04/12 

2015:02. / 
14p,252p,13p 
978-4-623-07292-7 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784623072927*

 

幸福に死ぬための哲学～池田晶子の言葉～ 
池田 晶子 著, 池田 晶子/ わたくし、つまり Nobody 編 
講談社 
『14 歳からの哲学』の著者が遺した、人生を変えるヒント。時を超え世代を超えて

読み継がれる池田晶子の言葉のエッセンスを精選！ 
読売新聞 2015/04/12 

2015:02. / 122p 
978-4-06-219363-4 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784062193634*

 

スパイスの科学(河出文庫 た 34-1) 
武政 三男 著 
河出書房新社 
ホワイトシチューやケーキに、隠し味でナツメグを…プロの技を、実例たっぷりに調

理科学の視点でまとめた、スパイス本の決定版！！ 
読売新聞 2015/04/12 

2015:03. / 298p 
978-4-309-41357-0 
740 円〔本体〕+税 

*9784309413570*

 

ぐりとぐら(ぐりとぐらの絵本） 
中川 李枝子/ 大村 百合子 著 
福音館書店 
美味しそうなかすてらに、誰もが息をのむベストセラー絵本！！ぐりとぐらは、いつ

でもいっしょ。ある日、ふたりは森の中でおおきなたまごを見つけました。 
読売新聞 2015/04/12 

2007:04. / 27p 
978-4-8340-0082-5 
800 円〔本体〕+税 

*9784834000825*

 

自分だけの部屋 
ヴァージニア・ウルフ/ 川本 静子 著 
みすず書房 
経済的自立と精神的独立を主張し、想像力の飛翔と軽妙な語り口によって、女性

の受難史、その存在の意味を明らかにした長篇エッセイ。フェミニズム批評の聖

典。 
読売新聞 2015/04/12 

2013:05. / 220p 
978-4-622-07773-2 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784622077732*
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昔話はなぜ、お爺さんとお婆さんが主役なのか 
大塚 ひかり 著 
草思社 
「昔話には、なぜ老人が多く登場するのか？」という素朴な疑問を出発点に、全国

に残る 6 万話もの昔話から、古典文学までを徹底分析。昔の老人の知られざる生

態が明らかに！ 
読売新聞 2015/04/12 

2015:03. / 267p 
978-4-7942-2117-9 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784794221179*

 

地球外生命体～宇宙と生命誕生の謎に迫る～(幻冬舎エデュケーション新書 
005) 
縣 秀彦 著 
幻冬舎 
宇宙における生命の起源は? 地球にそっくりの星は存在するのか? 先端天文

学にたずさわる著者が、生命誕生の謎をひも解き、系外惑星探査の 新動向を

わかりやすく解説する。 
読売新聞 2015/04/12 

2015:02. / 221p 
978-4-344-97954-3 
780 円〔本体〕+税 

*9784344979543*

 

祖国の選択～あの戦争の果て、日本と中国の狭間で～ 
城戸 久枝 著 
新潮社 
満州や戦後の中国を生き抜いた日本人が強いられた究極の決断とは? 戦争に翻

弄された人々にとって「故郷」とは? 世代を超えて継承されるべき歴史と記憶の記

録を丹念に掬い取る。 
読売新聞 2015/04/12 

2015:01. / 279p 
978-4-10-338071-9 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784103380719*

 

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。 
読売新聞 2015/04/12 

2014:12. / 503p 
978-4-7684-7655-0 
10,000 円〔本体〕+税 

*9784768476550*

 

いやいやえん～童話～(福音館創作童話シリーズ)  
中川 李枝子/ 大村 百合子/ 子どもの本研究会 著 
福音館書店 
ちゅーりっぷほいくえんには子どもが３０人います。しげるは、ばらぐみにいます。

来年学校に行くほしぐみのみんなは威張っているのですが…。元気なしげるがくり

ひろげる、保育園でのお話。 
読売新聞 2015/04/12 

2002:03. / １７７ｐ 
978-4-8340-0010-8 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784834000108*

 

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。 
読売新聞 2015/04/12 

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

*9784838727315*
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根付(角川ソフィア文庫 J500-3) 
駒田 牧子 著 
KADOKAWA 
わずか数センチメートルの小さな工芸品・根付。仏像彫刻と違い、民の間から生ま

れた日本特有の文化である。動物や食べ物などの豊富な題材、艶めく表情など、

日本人の遊び心と繊細な技術を味わう入門書。 
読売新聞 2015/04/12 

2015:02. / 191p 
978-4-04-408326-7 
920 円〔本体〕+税 

*9784044083267*

 

子どもはみんな問題児。 
中川 李枝子 著 
新潮社 
どの子もみんなすばらしい問題児、想像力豊かな子は遊び上手、子どもにおもし

ろい本は大人にもおもしろい…。「ぐりとぐら」の生みの親が、子育てに悩むお母さ

んに贈る、心がほぐれる 45 のメッセージ。 
読売新聞 2015/04/12 

2015:03. / 153p,5p 
978-4-10-339131-9 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784103391319*

 

HHhH～プラハ、1942 年～ 
ローラン・ビネ/ 高橋 啓 著 
東京創元社 
ユダヤ人大量虐殺の首謀者、金髪の野獣ハイドリヒ。彼の暗殺計画は、ロンドンに

亡命したチェコ政府が送り込んだ 2 人の青年によってプラハで決行された…。史

実を題材にノンフィクション的手法で描いた小説。 
読売新聞 2015/04/12 

2013:06. / 393p 
978-4-488-01655-5 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784488016555*

 

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。 
読売新聞 2015/04/12 

2015:03. / 301p,6p 
978-4-396-11407-7 
〔本体〕+税 

*9784396114077*

 

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。 
読売新聞 2015/04/12 

2015:01. / 388p,34p 
978-4-480-87378-1 
4,700 円〔本体〕+税 

*9784480873781*

 

小さな幸せ 46 こ 
よしもと ばなな 著 
中央公論新社 

悪の思い出も、いつか 高になる。両親の死、家族への愛情、友情とときめき、

食と旅、小説家の秘密…。足元を見つめては小さな幸せを数える、よしもとばなな

のエッセイ集。『婦人公論』連載を加筆修正し、単行本化。 
読売新聞 2015/04/12 

2015:03. / 285p 
978-4-12-004706-0 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784120047060*
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#GIRLBOSS～万引きやゴミあさりをしていたギャルがたった 8 年で 100 億円企

業を作り上げた話～ 
ソフィア・アモルーソ/ 阿部 寿美代 著 
ＣＣＣメディアハウス 
不良だった彼女が、なぜ全米 速の成長を遂げた小売業の“ガールボス”になれ

たのか。アメリカで注目を集める起業家が、オンラインショップ「NASTY GAL」を立

ち上げ、1 億ドルを超える売り上げを獲得するまでを語る。 
読売新聞 2015/04/12 

2015:03. / 267p 
978-4-484-15109-0 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784484151090*

 

永遠の都（全七冊セット） 
加賀 乙彦 著 
新潮社 
外科医時田利平が作った東京三田の外科病院を舞台に、太平洋戦争を乗り越え

昭和を生き抜いた一族の波瀾の人生を描く自伝的大河小説。 
読売新聞 2015/04/12、朝日新聞 2015/04/19 

2015:03. / 2984p 
978-4-10-330815-7 
27,000 円〔本体〕+税 

*9784103308157*

 

アホウドリを追った日本人～一攫千金の夢と南洋進出～(岩波新書 新赤版 
1537) 
平岡 昭利 著 
岩波書店 
明治から大正にかけ、一攫千金を夢みて遙か南の島々へ渡る日本人がいた。狙

う獲物は、その羽毛が欧州諸国に高値で売れるアホウドリだった。アホウドリに焦

点をあてながら、日本人の太平洋進出の原点を解き明かす。 
読売新聞 2015/04/12、朝日新聞 2015/04/19 

2015:03. / 4p,212p 
978-4-00-431537-7 
780 円〔本体〕+税 

*9784004315377*

 

ゆびさきの宇宙～福島智・盲ろうを生きて～(岩波現代文庫) 
生井 久美子 著 
岩波書店 
極限状況で、人はどう生きるのか。人間にとって本当に大切なものは何か。膨大な

インタビューをもとに、世界で初めての盲ろうの大学教授、福島智の人間的魅力

に迫る。 
読売新聞 2015/04/12、毎日新聞 2015/04/19 

2015:02. / 5p,307p,10p
978-4-00-603281-4 
1,100 円〔本体〕+税 

*9784006032814*

 

もの食う人びと(角川文庫)  
辺見 庸 著 
角川書店 
読売新聞 2015/04/19 

1997:06. / ３６５ｐ 図

版１２ｐ 
978-4-04-341701-8 
686 円〔本体〕+税 

*9784043417018*

 

私の幸福論(ちくま文庫)  
福田 恒存 著 
筑摩書房 
読売新聞 2015/04/19 

1998:09. / ２３４ｐ 
978-4-480-03416-8 
680 円〔本体〕+税 

*9784480034168*
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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 
読売新聞 2015/04/19 

2015:01. / 300p 
978-4-7503-4128-6 
5,000 円〔本体〕+税 

*9784750341286*

 

東京の台所 
大平 一枝 著 
平凡社 
東京に暮らす 50 人の台所の写真と文章による記録 
読売新聞 2015/04/19 

2015:03. / 191p 
978-4-582-62059-7 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784582620597*

 

女性作家が選ぶ太宰治(講談社文芸文庫 た AK2) 
太宰 治 著 
講談社 
「ほとんど奇跡のような成り立ちかたをしている」（川上未映子選「古典風」）――異

性作家は太宰をどう読み、いかに選ぶのか。 
読売新聞 2015/04/19 

2015:02. / 241p 
978-4-06-290259-5 
1,350 円〔本体〕+税 

*9784062902595*

 

男性作家が選ぶ太宰治(講談社文芸文庫 た AK1) 
太宰 治 著 
講談社 
「『男性というものの秘密』を知っている作家」（松浦寿輝選「彼は昔の彼ならず」）

――同性作家は太宰をどう読み、いかに選ぶのか。 
読売新聞 2015/04/19 

2015:02. / 257p 
978-4-06-290258-8 
1,350 円〔本体〕+税 

*9784062902588*

 

メディアはマッサージである～影響の目録～(河出文庫 マ 10-1) 
M.マクルーハン/ Q.フィオーレ/ 門林 岳史/ 加藤 賢策 著 
河出書房新社 
メディアの多様化それ自体が、発せられた内容よりも、現代人の知覚を拡張し価

値観を変える――新時代を象徴するベストセラー、新訳。 
読売新聞 2015/04/19 

2015:03. / 189p 
978-4-309-46406-0 
850 円〔本体〕+税 

*9784309464060*

 

南の島に雪が降る(ちくま文庫 か 24-2) 
加東 大介 著 
筑摩書房 
招集された俳優加東はニューギニアで死の淵をさまよう兵士たちを鼓舞するため

の劇団づくりを命じられる。感動の記録文学。解説 保阪正康・加藤晴之 
読売新聞 2015/04/19 

2015:03. / 325p 
978-4-480-43265-0 
800 円〔本体〕+税 

*9784480432650*

 

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」。 
読売新聞 2015/04/19 

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

*9784898153949*
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ミシェル・オバマ～愛が生んだ奇跡～  
デヴィッド・コルバート/ 井上 篤夫 著 
アートデイズ 
人種差別や貧しさを乗り越え、奴隷の子孫はホワイトハウスの住人になった。全米

に熱い旋風を巻き起こすミシェル・オバマの実像に迫る。作家・井上篤夫の現地

取材を交えた特別解説も収載。 
読売新聞 2015/04/19 

2009:04. / １７３ｐ 
978-4-86119-125-1 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784861191251*

 

骨相学～能力人間学のアルケオロジー～ 
平野 亮 著 
世織書房 
骨相学を、西洋思想史の中に長い系譜と伝統を有する能力論の一つとして再構

成・再評価。そして、そこに表れてくる骨相学の「能力」と「教育」という示唆に富ん

だ主題を明らかにし、分析・考察する。 
読売新聞 2015/04/19 

2015:02. / 5p,296p,14p
978-4-902163-77-3 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784902163773*

 

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。 
読売新聞 2015/04/19 

2015:03. / 191p 
978-4-10-610612-5 
700 円〔本体〕+税 

*9784106106125*

 

あしたのこころだ～小沢昭一的風景を巡る～ 
三田 完 著 
文藝春秋 
俳優、放浪藝の研究者、エッセイスト、俳人、そしてラジオパーソナリティとしての

磨き抜かれた話藝。ラジオ番組「小沢昭一的こころ」の筋書(台本)作家をつとめた

著者が、“異能の人”小沢昭一の藝と人生に迫る。 
読売新聞 2015/04/19 

2015:03. / 236p 
978-4-16-390222-7 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784163902227*

 

暇と退屈の倫理学 増補新版 
國分 功一郎 著 
太田出版 
ウサギ狩りに行く人は本当は何が欲しいのか? 暇と退屈の問題を歴史的、哲学的

に論じ、ハイデッガーの退屈論などを紹介。それらの知見をもとに、<暇と退屈の

倫理学>を構想する。試論「傷と運命」を収録した増補新版。 
読売新聞 2015/04/19 

2015:03. / 437p 
978-4-7783-1437-8 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784778314378*

 

スキマの植物の世界～カラー版～(中公新書 2311) 
塚谷 裕一 著 
中央公論新社 
駅のホームのはじっこ、ビルの窓枠、車道の割れ目…スキマは植物の「楽園」なの

だ。身近な植物から、ケヤキやポプラなど意外な植物、さらに里山や海辺、高山

植物まで、100 種類以上のスキマ植物をカラー写真で紹介する。 
読売新聞 2015/04/19 

2015:03. / 3p,180p 
978-4-12-102311-7 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784121023117*



 40  

 

現代世界の十大小説(NHK 出版新書 450)  
池澤 夏樹 著 
ＮＨＫ出版 
私たちが住む世界が抱える問題とは? モームの「世界の十大小説」刊行から 60
年、作家・池澤夏樹が新たな「世界文学」を擁して激動の現代世界を問い直す。

「NHK 知る楽探究この世界」番組テキストをもとに加筆・修正。 
読売新聞 2015/04/19 

2014:12. / 282p 
978-4-14-088450-8 
820 円〔本体〕+税 

*9784140884508*

 

安井かずみがいた時代(集英社文庫 し 15-2) 
島崎 今日子 著 
集英社 
4000 曲の詞を紡ぎ、時代を駆け抜けた作詞家・安井かずみ。上昇気流に乗る日

本の「時代のアイコン」であった彼女の生涯を、林真理子、コシノジュンコ、金子國

義、ムッシュかまやつ、吉田拓郎ら 20 人余の証言からたどる。 
読売新聞 2015/04/19 

2015:03. / 403p 
978-4-08-745299-0 
700 円〔本体〕+税 

*9784087452990*

 

こころ(海王社文庫) 
夏目 漱石/ 谷山 紀章 著 
海王社 
親しくなっても頑なに心を開いてくれない先生は、裡に何かを抱えているようであ

った。その真相を私が知るのは、先生の自決後-。人間のエゴイズムと葛藤を克明

に描いた名作。声優・谷山紀章が紡ぐ名場面抜粋の朗読 CD 付き。 
読売新聞 2015/04/19 

2014:07. / 309p 
978-4-7964-0577-5 
972 円〔本体〕+税 

*9784796405775*

 

ペテルブルグとレニングラード～光と陰の物語～ 
宇多 文雄 著 
東洋書店 
華やかな名所に彩られる、かつてのロシア帝国の都は、恐怖政治と戦争の惨禍に

も見舞われた。荒廃からの復活を誇りながら、語られない暗部を内に秘める名都

サンクト・ペテルブルグの名所を回りながら、ロシアの歴史をひもとく。 
読売新聞 2015/04/19 

2015:03. / 10p,306p 
978-4-86459-118-8 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784864591188*

 

動いている庭～谷の庭から惑星という庭へ～ 
ジル・クレマン/ 山内 朋樹 著 
みすず書房 
植物は転々と移動し、ただの草花の広がりのなかにかたちを結んでは、ほどけ、

混ざりあっていく。現在のフランスを代表する庭師であり修景家であるジル・クレマ

ンの庭園論。カラー図版も豊富に収録。 
読売新聞 2015/04/19、産経新聞 2015/04/26 

2015:02. / 186p,24p 
図版 120p 
978-4-622-07859-3 
4,800 円〔本体〕+税 

*9784622078593*

 

未完の平成文学史～文芸記者が見た文壇 30 年～ 
浦田 憲治 著 
早川書房 
よしもとばなな、中上健次、大江健三郎…。28 年分の取材手帳と 400 本のインタ

ビューテープから明かされる、平成文学を代表する作家たちの肉声と素顔。日経

新聞の名物文芸記者だった著者が綴る平成文学史。 
読売新聞 2015/04/19、日本経済新聞 2015/04/19 

2015:03. / 590p 
978-4-15-209528-2 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784152095282*
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金堀則夫詩集(新・日本現代詩文庫 121) 
金堀 則夫 著 
土曜美術社出版販売 
「石の宴」「想空」「かななのほいさ」など、これまでに発表した詩集の中から厳選し

た作品を掲載するほか、エッセイ、小野十三郎・倉橋健一・杉山平一・岡本勝人に

よる解説、年譜を収録する。 
読売新聞 2015/04/21 

2015:03. / 205p 
978-4-8120-2210-8 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784812022108*

 

zero 
広田 修 著 
思潮社 
開かれた朝の冷淡な舌の上に 夜闇が傾く 燐を見たカササギの子は 深く苦い光

の中に 痙攣する audivisti? 無を語るものたちの 産声を audivisti?(「朝」より) 詩

集。 
読売新聞 2015/04/21 

2015:03. / 101p 
978-4-7837-3464-2 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784783734642*

 

テルマエ・ロマエ<１>(ＢＥＡＭ ＣＯＭＩＸ)  
ヤマザキ マリ 著 
エンターブレイン 
読売新聞 2015/04/26 

2009:11. / １３８ｐ 
978-4-04-726127-3 
680 円〔本体〕+税 

*9784047261273*

 

ＦＵＴＯＮ(講談社文庫)  
中島 京子 著 
講談社 
読売新聞 2015/04/26 

2007:04. / ３８２ｐ 
978-4-06-275718-8 
660 円〔本体〕+税 

*9784062757188*

 

イトウの恋(講談社文庫)  
中島 京子 著 
講談社 
読売新聞 2015/04/26 

2008:03. / ３５１ｐ 
978-4-06-276003-4 
648 円〔本体〕+税 

*9784062760034*

 

さようなら、コタツ(集英社文庫)  
中島 京子 著 
集英社 
読売新聞 2015/04/26 

2007:10. / ２２１ｐ 
978-4-08-746223-4 
460 円〔本体〕+税 

*9784087462234*

 

ツアー１９８９(集英社文庫)  
中島 京子 著 
集英社 
読売新聞 2015/04/26 

2009:08. / ２３８ｐ 
978-4-08-746471-9 
476 円〔本体〕+税 

*9784087464719*
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平成大家族(集英社文庫)  
中島 京子 著 
集英社 
読売新聞 2015/04/26 

2010:09. / ３１５ｐ 
978-4-08-746618-8 
530 円〔本体〕+税 

*9784087466188*

 

ハブテトルハブテトラン(ポプラ文庫)  
中島 京子 著 
ポプラ社 
読売新聞 2015/04/26 

2010:09. / ２５５ｐ 
978-4-591-12096-5 
560 円〔本体〕+税 

*9784591120965*

 

蒲団・一兵卒 改版(岩波文庫)  
田山 花袋 著 
岩波書店 
中年の作家の女弟子への恋情 
読売新聞 2015/04/26 

2002:10. / １５６ｐ 
978-4-00-310211-4 
460 円〔本体〕+税 

*9784003102114*

 

24/7～眠らない社会～ 
ジョナサン・クレーリー/ 岡田 温司/ 石谷 治寛 著 
ＮＴＴ出版 
資本主義は睡眠を終わらせる 
読売新聞 2015/04/26 

2015:03. / 8p,206p 
978-4-7571-4331-9 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784757143319*

 

番茶と庶民喫茶史(日本歴史民俗叢書) 
中村 羊一郎 著 
吉川弘文館 
「食べるお茶」など、お茶独自の文化を探究 
読売新聞 2015/04/26 

2015:02. / 7p,346p,7p 
978-4-642-07412-4 
8,000 円〔本体〕+税 

*9784642074124*

 

人生の短さについて  
セネカ/ 浦谷 計子 著 
ＰＨＰエディターズ・グループ 
『人生の短さについて』の警句を平易に新訳。 
読売新聞 2015/04/26 

2009:02. / １７５ｐ 
978-4-569-70618-4 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784569706184*

 

浪華(なにわ)古本屋騒動記 
堂垣 園江 著 
講談社 
大阪で古本屋を営む、ベテラン、若者、曲者たちが、古地図を元にお宝探しを始

めた。手に入れるのは、金か、愛か、ただの紙くずか。 
読売新聞 2015/04/26 

2015:04. / 213p 
978-4-06-219404-4 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784062194044*
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女たちの平安宮廷～『栄花物語』によむ権力と性～(講談社選書メチエ 596)  
木村 朗子 著 
講談社 
物語は権力が天皇の閨房から生まれることを暴く。生むこと、母となることの連なり

に走る亀裂が男たちの世界を作り、やがて掘り崩す。 
読売新聞 2015/04/26 

2015:03. / 277p 
978-4-06-258599-6 
1,750 円〔本体〕+税 

*9784062585996*

 

プリニウス<1>(BUNCH COMICS 45 PREMIUM) 
ヤマザキ マリ/ とり みき 著 
新潮社 
この男、世界を変えた博物学者にして、愛すべき変人――。『テルマエ・ロマエ』の

ヤマザキマリが再び古代ローマに挑む。歴史伝奇ロマンの決定版、誕生！ 
読売新聞 2015/04/26 

2014:07. / 194p 
978-4-10-771757-3 
〔本体〕+税 

*9784107717573*

 

若冲 
澤田 瞳子 著 
文藝春秋 
世に二つとない絵を描く画人、その名は伊藤若冲-。池大雅、円山応挙、与謝蕪

村、谷文晁、市川君圭…絵師たちの運命が京の都で交錯する。『オール讀物』掲

載作品を単行本化。 
読売新聞 2015/04/26 

2015:04. / 358p 
978-4-16-390249-4 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784163902494*

 

花桃実桃(中公文庫 な 64-1) 
中島 京子 著 
中央公論新社 
昭和の香り漂うアパート「花桃館」で、へんてこな住人に面食らい、来し方をふり返

っては赤面、行く末を案ずればきりもなし…。40 代シングル女子の人生の転機を

ほのぼのと描く。 
読売新聞 2015/04/26 

2014:06. / 266p 
978-4-12-205973-3 
580 円〔本体〕+税 

*9784122059733*

 

犯罪(創元推理文庫 M シ 15-1) 
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 
魔に魅入られ、世界の不条理に翻弄される犯罪者たち。刑事事件弁護士である

著者が現実の事件に材を得て、異様な罪を犯した人間たちの哀しさ、愛おしさを

鮮やかに描いた連作短篇集。 
読売新聞 2015/04/26 

2015:04. / 277p 
978-4-488-18602-9 
720 円〔本体〕+税 

*9784488186029*

 

小さいおうち(文春文庫 な 68-1) 
中島 京子 著 
文藝春秋 
今はない家と人々の、忘れがたい日々の物語。映画化決定  昭和初期東京、戦

争の影濃くなる中での家庭の風景や人々の心情。ある女中回想録に秘めた思い

と意外な結末が胸を衝く、直木賞受賞作。 
読売新聞 2015/04/26 

2012:12. / 348p 
978-4-16-784901-6 
580 円〔本体〕+税 

*9784167849016*
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かたづの! 
中島 京子 著 
集英社 
江戸時代、“女性"という立場で、清心尼はいかにして有象無象の敵を前に生き抜

いたのか。「武器を持たない戦い」を信条とした、世にも珍しい女大名の一代記。

著者初の歴史小説にして新たな代表作。 
読売新聞 2015/04/26 

2014:08. / 383p 
978-4-08-771570-5 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784087715705*

 

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。 
読売新聞 2015/04/26 

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

*9784087716023*

 

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。 
読売新聞 2015/04/26 

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

*9784794968678*

 

エイジレス・ビューティになれる 21 の習慣～ハーブと紅茶とスパイスで自然派美

人を目指そう～ 
旗本 由紀子 著 
実業之日本社 
「植物」は、落ち込んだ気分をやわらげ、傷ついた心にそっと寄り添ってくれる大

切なパートナー。精油、ハーブ、漢方、薬膳、紅茶など、身体の内側から美しくな

れる、植物療法を使ったナチュラルな若返り術を紹介。 
読売新聞 2015/04/26 

2015:02. / 260p 
978-4-408-11112-4 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784408111124*

 

東京モーターショー<ニッサン/プリンス編> 1954?1979 
山田 耕二 著 
三樹書房 
第 1 回から第 23 回までの東京モーターショーに展示された、ニッサン/プリンス車

を中心に紹介。貴重な写真で、その変遷のみならず、日本の自動車の発展にお

けるモーターショーの役割と意義についても理解できる。 
読売新聞 2015/04/26 

2015:01. / 151p 
978-4-89522-634-9 
3,600 円〔本体〕+税 

*9784895226349*

 

新幹線の歴史～政治と経営のダイナミズム～(中公新書 2308) 
佐藤 信之 著 
中央公論新社 
政治の介入を排除し、国鉄が自己資金で建設した東海道新幹線から、現在建設

が進められている整備新幹線までの、国鉄・JR の経営と政治的思惑との葛藤を

軸に、新幹線の歴史を総覧する。今後の新線についても論じる。 
読売新聞 2015/04/26 

2015:02. / 6p,343p 
978-4-12-102308-7 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784121023087*



 45  

 

岩は?をつかない～地質学が読み解くノアの洪水と地球の歴史～ 
デイヴィッド・R.モンゴメリー/ 黒沢 令子 著 
白揚社 
ノアの洪水は本当にあったのか? 聖書から世界の謎を解き明かそうとする探究の

なかで、次第に明らかになってきた地球の歴史。洪水伝説を軸に、科学と宗教の

豊穣なる応酬から誕生した地質学の知られざるドラマを描く。 
読売新聞 2015/04/26 

2015:03. / 323p 
978-4-8269-0180-2 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784826901802*

 

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。 
読売新聞 2015/04/26 

2015:03. / 198p 
978-4-08-720776-7 
720 円〔本体〕+税 

*9784087207767*

 

イタリア文化 55 のキーワード(世界文化シリーズ 5) 
和田 忠彦 編 
ミネルヴァ書房 
近代国家の誕生から 150 年。半島、地中海、バチカン、ルネサンス、ファシズム、

スローフードなど複眼的な視点から、矛盾を抱えつつもなお多様性を失うことなく

育まれてきた「イタリア文化」の全体像を立体的に描き出す。 
読売新聞 2015/04/26 

2015:04. / 7p,248p,39p
978-4-623-07268-2 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784623072682*

 

日本奥地紀行(平凡社ライブラリー)  
イザベラ・バード/ 高梨 健吉 著 
平凡社 
文明開化期の日本…。イザベラは北へ旅立つ。本当の日本を求めて。東京から

北海道まで、美しい自然のなかの貧しい漁村、アイヌの生活など、明治初期の日

本を浮き彫りにした旅の記録。７３年刊東洋文庫の再刊。〈ソフトカバー〉 
読売新聞 2015/04/26 

2000:02. / ５２９ｐ 
978-4-582-76329-4 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784582763294*

 

北京便り～中国の真の面影～ 
孫 歌 著 
岩波書店 
漢方の哲学、風評被害、中国人の食生活…。日々の暮らしを大切にし、様々な困

難を乗り切ろうと苦闘する中国の庶民の面影を、著者ならではの卓抜な観察力と

ユーモアで描き出す。『図書』連載エッセイを単行本化。 
読売新聞 2015/04/26 

2015:01. / 7p,205p 
978-4-00-024717-7 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784000247177*

 

孤鷹の天<上>(徳間文庫 さ 31-5) 
澤田 瞳子 著 
徳間書店 
儒学の理念に基づき、国の行く末に希望を抱く大学寮の若者たち。奴隷の赤土

に懇願され、秘かに学問を教えながら友情を育む斐麻呂。そんな彼らの純粋な気

持ちとは裏腹に、時代は大きく動きはじめ…。 
読売新聞 2015/04/26 

2013:09. / 470p 
978-4-19-893741-6 
〔本体〕+税 

*9784198937416*
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孤鷹の天<下>(徳間文庫 さ 31-6) 
澤田 瞳子 著 
徳間書店 
仏教推進派の阿倍上皇が大学寮出身者を排斥、儒教推進派である大炊王との

対立が激化する。「義」に殉じる大学寮の学生たち、不本意な別れを遂げた斐麻

呂と赤土。彼らの思いは何処へ向かう? 
読売新聞 2015/04/26 

2013:09. / 364p 
978-4-19-893742-3 
638 円〔本体〕+税 

*9784198937423*

 

妻が椎茸だったころ 
中島 京子 著 
講談社 
オレゴンの片田舎で出会った老婦人が、禁断の愛を語り始め…。「人」への執着、

「花」への妄想、「石」への煩悩。ちょっと怖くて愛おしい、5 つの「偏愛」を描いた

短篇集。『小説現代』掲載をまとめて単行本化。 
読売新聞 2015/04/26 

2013:10. / 172p 
978-4-06-218513-4 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784062185134*

 

藤田嗣治「異邦人」の生涯(講談社文庫)  
近藤 史人 著 
講談社 
日本経済新聞 2015/04/05 

2006:01. / ４２５ｐ 
978-4-06-275292-3 
695 円〔本体〕+税 

*9784062752923*

 

明治天皇<１>(新潮文庫)  
ドナルド・キーン/ 角地 幸男 著 
新潮社 
日本経済新聞 2015/04/05 

2007:02. / ４７１ｐ 
978-4-10-131351-1 
710 円〔本体〕+税 

*9784101313511*

 

明治天皇<２>(新潮文庫)  
ドナルド・キーン/ 角地 幸男 著 
新潮社 
日本経済新聞 2015/04/05 

2007:02. / ４９０ｐ 
978-4-10-131352-8 
750 円〔本体〕+税 

*9784101313528*

 

明治天皇<３>(新潮文庫)  
ドナルド・キーン/ 角地 幸男 著 
新潮社 
日本経済新聞 2015/04/05 

2007:03. / ５０４ｐ 
978-4-10-131353-5 
750 円〔本体〕+税 

*9784101313535*

 

明治天皇<４>(新潮文庫)  
ドナルド・キーン/ 角地 幸男 著 
新潮社 
日本経済新聞 2015/04/05 

2007:04. / ５０１ｐ 
978-4-10-131354-2 
〔本体〕+税 

*9784101313542*
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ドリアン・グレイの肖像 改版(新潮文庫)  
ワイルド/ 福田 恒存 著 
新潮社 
日本経済新聞 2015/04/05 

2004:07. / ４２８ｐ 
978-4-10-208101-3 
630 円〔本体〕+税 

*9784102081013*

 

サロメ・ウィンダミア卿夫人の扇 改版(新潮文庫)  
ワイルド/ 西村 孝次 著 
新潮社 
日本経済新聞 2015/04/05 

2005:08. / ３５５ｐ 
978-4-10-208102-0 
476 円〔本体〕+税 

*9784102081020*

 

日の名残り(ハヤカワｅｐｉ文庫)  
カズオ・イシグロ/ 土屋 政雄 著 
早川書房 
日本経済新聞 2015/04/05 

2001:05. / ３６５ｐ 
978-4-15-120003-8 
760 円〔本体〕+税 

*9784151200038*

 

ソロモン王の洞窟(創元推理文庫)  
ヘンリ・ライダ－・ハガ－ド/ 大久保康雄 著 
東京創元社 
日本経済新聞 2015/04/05 

1992:11. / ３３６ｐ 
978-4-488-51801-1 
800 円〔本体〕+税 

*9784488518011*

 

マクベス(白水Ｕブックス)  
ウィリアム・シェ－クスピア/ 小田島雄志 著 
白水社 
日本経済新聞 2015/04/05 

1983:10. / １８８ｐ 
978-4-560-07029-1 
800 円〔本体〕+税 

*9784560070291*

 

日本の音～世界のなかの日本音楽～(平凡社ライブラリ－)  
小泉文夫 著 
平凡社 
日本経済新聞 2015/04/05 

1994:09. / ３６３ｐ 
978-4-582-76071-2 
1,165 円〔本体〕+税 

*9784582760712*

 

日本航空一期生 
中丸 美繪 著 
白水社 
会社創業の苦難と喜びを描く渾身の感動実録 
日本経済新聞 2015/04/05 

2015:01. / 262p 
978-4-560-08414-4 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784560084144*
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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 
日本経済新聞 2015/04/05 

2015:02. / 263p 
978-4-582-83683-7 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784582836837*

 

日本海軍と政治(講談社現代新書 2299)  
手嶋 泰伸 著 
講談社 
海軍の太平洋戦争への責任は陸軍に比して軽かったのか？ 「不作為の罪」をキ

ーワードに、戦前期日本海軍の「政治責任」を検証する。 
日本経済新聞 2015/04/05 

2015:01. / 218p 
978-4-06-288299-6 
〔本体〕+税 

*9784062882996*

 

京都発見<１> 地霊鎮魂  
梅原 猛 著 
新潮社 
京都は歴史の冷凍庫である。古都の寺社を巡り、千二百年の時間を越えて、天

皇・貴族から宗教者、民衆までの魂の声を聞く梅原流京都案内。カラー写真も満

載。 
日本経済新聞 2015/04/05 

1997:01. / ３０２ｐ 
978-4-10-303012-6 
〔本体〕+税 

*9784103030126*

 

大尉の娘 
アレクサンドル・セルゲーエヴィチ・プーシキン/ 川端 香男里 著 
未知谷 
不条理で無慈悲な暴動を描き、レールモントフ、ゴーゴリ、トルストイ、パステルナ

ークなど、名だたる詩人たちに多大な影響を及ぼしたロシア歴史小説の傑作。 
日本経済新聞 2015/04/05 

2013:11. / 255p 
978-4-89642-423-2 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784896424232*

 

京都発見<４> 丹後の鬼・カモの神  
梅原猛 著 
新潮社 
山椒太夫や大江山の鬼など伝承の宝庫である丹後を訪ね、京都随一の由緒を誇

るカモの神の足跡を辿り、「やすらい祭」など京の奇祭の来歴を探る。カラー写真

満載の京都文化論第４巻。 
日本経済新聞 2015/04/05 

2002:08. / ２２２ｐ 
978-4-10-303016-4 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784103030164*

 

京都発見<５> 法然と障壁画  
梅原 猛 著 
新潮社 
心に深い悲しみを抱きながら日本仏教の革新者となった法然。その足跡を辿り知

恩院など緑の寺を訪ねるとともに、二条城などに遺る障壁画の名品を味わう。カラ

ー写真満載の京都文化論第５巻。 
日本経済新聞 2015/04/05 

2003:03. / １８７ｐ 
978-4-10-303017-1 
〔本体〕+税 

*9784103030171*
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京都発見<９> 比叡山と本願寺  
梅原 猛 著 
新潮社 
勃興、繁栄、流転、分裂…。比叡山と本願寺の激動の歴史こそが、１０００年にわ

たり京都が辿った道である。梅原猛のライフワークである京都文化論、堂々完

結！ 『京都新聞』日曜版連載を単行本化。 
日本経済新聞 2015/04/05 

2007:04. / ２１４ｐ 
978-4-10-303022-5 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784103030225*

 

吉本隆明<未収録>講演集<3> 農業のゆくえ 
吉本 隆明 著 
筑摩書房 
吉本隆明の既刊の講演集に収められていない講演、新たに音源が発見された講

演をテーマ別に編集。3 は、著者が生前に企図した構成の農業論講演 4 編と、論

考「人間の死・自然の死・農業の死」を収録。 
日本経済新聞 2015/04/05 

2015:02. / 210p 
978-4-480-78803-0 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784480788030*

 

京都発見<３> 洛北の夢  
梅原 猛 著 
新潮社 
八瀬、大原、鞍馬、貴船?洛北の地を中心に、法然、惟喬親王、小野小町などの

足跡を辿る。“冷凍された日本史”の解凍を試みるカラー版京都文化論。千二百

年の古都に梅原猛が初めて挑むシリーズ第３巻。 
日本経済新聞 2015/04/05 

2001:05. / ２２２ｐ 
978-4-10-303015-7 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784103030157*

 

京都発見<８> 禅と室町文化  
梅原 猛 著 
新潮社 
室町の政治と文化の中心地であった金閣・銀閣寺、後醍醐天皇を鎮魂する天竜

寺ほか、庭、茶、書画などの諸芸を吸収し開花した、禅文化の魅力に迫る。京都

文化論第８弾。『京都新聞』日曜版連載を単行本化。 
日本経済新聞 2015/04/05 

2004:11. / ２２２ｐ 
978-4-10-303020-1 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784103030201*

 

京都発見<６> 「ものがたり」の面影  
梅原 猛 著 
新潮社 
「伊勢物語」「蜻蛉日記」「源氏物語」など、多くの文学を育んだ芸術の都・京都。

そこに漂う、恋愛、嫉妬、ユーモア、憎悪といった古人の情念に思いを馳せ、その

足跡を辿る。知的刺激に溢れた文化論の第６弾。 
日本経済新聞 2015/04/05 

2003:11. / ２０７ｐ 
978-4-10-303018-8 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784103030188*

 

朝鮮王公族～帝国日本の準皇族～(中公新書 2309) 
新城 道彦 著 
中央公論新社 
1910 年 8 月、日本に併合された大韓帝国の皇帝一族は、異民族ながら「準皇

族」扱いされ、1945 年 8 月まで皇族同様の義務と役割を担った。帝国日本に翻

弄された 26 人の朝鮮王公族の全貌を明らかにする。 
日本経済新聞 2015/04/05 

2015:03. / 3p,256p 
978-4-12-102309-4 
840 円〔本体〕+税 

*9784121023094*
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エディット・ピアフという生き方～「愛の讃歌」をまっすぐに生きる～(新人物文庫 
や-1-7) 
山口 路子 著 
KADOKAWA 
「はじめてアメリカを征服したフランス人歌手」といわれ、華やかな男性遍歴で知ら

れるエディット・ピアフ。彼女の人生を通じて、「信念」のある生き方、何を信じるか

ということ、そして「愛」のあり方を見てゆく。 
日本経済新聞 2015/04/05 

2015:03. / 251p 
978-4-04-601184-8 
750 円〔本体〕+税 

*9784046011848*

 

ザ・ラストマン～日立グループの V 字回復を導いた「やり抜く力」～ 
川村 隆 著 
KADOKAWA 
「自分の後ろにはもう誰もいない」――ビジネスマンに必須の心構えとは。決断、

実行、撤退…一つ一つの行動にきちんと、しかし楽観的に責任を持てば、より楽し

く、成果を出せる。元日立グループ会長が贈るメッセージ 
日本経済新聞 2015/04/05 

2015:03. / 229p 
978-4-04-102362-4 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784041023624*

 

京都発見<２> 路地遊行  
梅原 猛 著 
新潮社 
聖徳太子から菅原道真、後白河法皇、豊臣秀吉まで、京都に足跡を残した人物

ゆかりの寺社を訪ね歩き、歴史の彼方に秘められた真実の声を聞く。千二百年の

古都に梅原猛が初めて挑む、知的刺激に溢れたカラー版京都文化論。 
日本経済新聞 2015/04/05 

1998:02. / ３２５ｐ 
978-4-10-303013-3 
2,900 円〔本体〕+税 

*9784103030133*

 

吉本隆明<未収録>講演集<4> 日本経済を考える 
吉本 隆明 著 
筑摩書房 
吉本隆明の既刊の講演集に収められていない講演、新たに音源が発見された講

演をテーマ別に編集。4 は、1974 年から 2003 年まで、戦後経済の総括、バブル

期、その崩壊等、日本経済について論じた講演全 11 編を収録。 
日本経済新聞 2015/04/05 

2015:03. / 306p 
978-4-480-78804-7 
2,100 円〔本体〕+税 

*9784480788047*

 

京都発見<７> 空海と真言密教  
梅原 猛 著 
新潮社 
唐より持ち帰った密教を、一代で日本に根付かせた弘法大師・空海。東寺を皮切

りに、雨乞い伝説の残る神泉苑、「鳥獣人物戯画」の高山寺他、大覚寺、醍醐寺

など、空海と真言密教に縁の名刹を辿る。京都文化論第７巻、遂に完結。 
日本経済新聞 2015/04/05 

2004:05. / ２１６ｐ 
978-4-10-303019-5 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784103030195*

 

知財立国が危ない 
荒井 寿光/ 馬場 錬成 著 
日本経済新聞出版社 
今、知的財産保護の現場で何が起きているのか。ノーベル賞は取れても世界制

覇できない日本企業、ガラパゴス化する国内特許…。元特許庁長官と科学ジャー

ナリストが知財現場の現状と課題を検証し、解決策を対談形式でまとめる。 
日本経済新聞 2015/04/05 

2015:02. / 310p 
978-4-532-31985-4 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784532319854*
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志賀直哉、映画に行く～エジソンから小津安二郎まで見た男～(朝日選書 929)  
貴田 庄 著 
朝日新聞出版 
生涯、映画館に通い続けた文学者・志賀直哉。日本初の活動写真から、ガルボ、

ディートリッヒ、「東京物語」、石原裕次郎まで、ひとりの文学者の視点から洋画・邦

画を縦断し、きわめて個人的な“観客の映画史”を描く。 
日本経済新聞 2015/04/05、産経新聞 2015/04/19 

2015:02. / 485p,24p 
978-4-02-263029-2 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784022630292*

 

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 
日本経済新聞 2015/04/05、朝日新聞 2015/04/12 

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 
日本経済新聞 2015/04/05、朝日新聞 2015/04/12 

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

*9784062194037*

 

食に生きて～私が大切に思うこと～ 
辰巳 芳子 著 
新潮社 
料理研究家・辰巳芳子が 90 歳を迎え辿りついた結論とは。若き日の闘病を支え

た食の大きさ、父の命を?いだ母直伝のスープ…。次の世代へ伝えたい食べること

の本義。 
日本経済新聞 2015/04/05、東京・中日新聞 2015/04/19、読売新聞 2015/04/26 

2015:02. / 158p 
978-4-10-339031-2 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784103390312*

 

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。 
日本経済新聞 2015/04/05、読売新聞 2015/04/12 

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

*9784791768462*

 

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。 
日本経済新聞 2015/04/05、読売新聞 2015/04/12 

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

*9784791768479*



 52  

 

パルムの僧院<上巻> 改版(新潮文庫)  
スタンダール/ 大岡 昇平 著 
新潮社 
日本経済新聞 2015/04/05、日本経済新聞 2015/04/12 

1970:05. / ２９０ｐ 
978-4-10-200801-0 
550 円〔本体〕+税 

*9784102008010*

 

パルムの僧院<下巻> 改版(新潮文庫)  
スタンダール/ 大岡 昇平 著 
新潮社 
日本経済新聞 2015/04/05、日本経済新聞 2015/04/12 

1970:01. / ３４８ｐ 
978-4-10-200802-7 
630 円〔本体〕+税 

*9784102008027*

 

危機と雇用～災害の労働経済学～ 
玄田 有史 著 
岩波書店 
東日本大震災は多くの人々から働く機会を奪っていった。豊富な調査データを駆

使して、困難から立ち上がろうとする人々の営みとその支援を<労働>の側面から

克明に描き出し、今後起こりうる危機への備えについて考察する。 
日本経済新聞 2015/04/05、毎日新聞 2015/04/05、読売新聞 2015/04/19 

2015:02. / 11p,247p,4p
978-4-00-061022-3 
〔本体〕+税 

*9784000610223*

 

J.R.R.トールキン-世紀の作家 
トム・シッピー/ 沼田 香穂里/ 伊藤 盡 著 
評論社 
トールキン研究の第一人者による作品論 
日本経済新聞 2015/04/12 

2015:02. / 501p 
978-4-566-02384-0 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784566023840*

 

ラオス 山の村に図書館ができた 
安井 清子 著 
福音館書店 
ゲオバトゥ村に子ども図書館をつくろう！ 
日本経済新聞 2015/04/12 

2015:01. / 317p 
978-4-8340-8139-8 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784834081398*

 

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 
日本経済新聞 2015/04/12 

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

*9784314011273*

 

元気な中小企業を育てる～日本経済の未来を切り拓く中小企業のイノベーター

～ 
村本 孜 著 
蒼天社出版 
経済の分野でイノベーションを担うのは、機動力のある中小企業である。いかにし

て中小企業を育成・支援するのか。中小企業政策の転換とそれに伴う中小企業

金融の新展開を整理する。 
日本経済新聞 2015/04/12 

2015:03. / 12p,208p 
978-4-901916-43-1 
2,700 円〔本体〕+税 

*9784901916431*
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ザ・地銀～構造不況に打ち克つ長期ビジョン経営～(KINZAI バリュー叢書) 
高橋 昌裕 著 
金融財政事情研究会 
いまの「こうありたい」が、10 年後「地元に必要とされる銀行」をつくる-。地方銀行

が構造不況に打ち克つために求められる変革への長期ビジョンと、重要施策・地

域戦略を提示する。 
日本経済新聞 2015/04/12 

2014:09. / 12p,226p 
978-4-322-12593-1 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784322125931*

 

ゼロからわかる事業再生(KINZAI バリュー叢書) 
松嶋 英機/ 横山 兼太郎 著 
金融財政事情研究会 
事業再生・倒産に関する入門書。暮らしと事業再生をはじめ、事業再生を支える

専門家集団、日本の倒産手続、再生型法的倒産手続の概要、私的整理手続の

概要などをわかりやすく解説する。 
日本経済新聞 2015/04/12 

2013:07. / 15p,214p 
978-4-322-12350-0 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784322123500*

 

江藤淳と大江健三郎～戦後日本の政治と文学～ 
小谷野 敦 著 
筑摩書房 
批評家と小説家、保守と左翼。文壇への華麗なる登場から栄光と終焉までを描

く、江藤淳と大江健三郎のダブル伝記。宿敵ともいえる両者を通して、戦後日本

の文壇・論壇を浮き彫りにする。 
日本経済新聞 2015/04/12 

2015:02. / 388p,20p 
978-4-480-82378-6 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784480823786*

 

最強の未公開企業ファーウェイ～冬は必ずやってくる～ 
田 濤/ 呉 春波/ 内村 和雄 著 
東洋経済新報社 
世界で も革新的な企業ランキング 5 位に選ばれた、中国のファーウェイ。その

驚くべき成功とその理由を明らかにするとともに、創業者・任正非の哲学や知恵、

謙遜、そして素晴らしい企業文化を伝える。 
日本経済新聞 2015/04/12 

2015:02. / 242p 
978-4-492-50266-2 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784492502662*

 

アメリカと中国もたれ合う大国 
スティーブン・ローチ/ 田村 勝省 著 
日本経済新聞出版社 
身の丈以上の消費を謳歌するアメリカ。アメリカ向け輸出で経済成長を続ける中

国。この「危うい共依存」の先には何があるのか? 世界の行方を決定づける米中

関係の近未来を、著名エコノミストが占う。 
日本経済新聞 2015/04/12 

2015:02. / 464p 
978-4-532-35621-7 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784532356217*

 

地銀の未来～明日への責任～ 
伊東 眞幸 著 
金融財政事情研究会 
横浜銀行の代表取締役であった著者が、地銀の将来を見据えた経営戦略を策定

するにあたり、押さえておくべき「前提」と、それにかかわる「対応策」を述べる。『週

刊金融財政事情』連載に加筆して単行本化。 
日本経済新聞 2015/04/12 

2015:03. / 10p,151p 
978-4-322-12657-0 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784322126570*
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宇沢弘文の経済学～社会的共通資本の論理～ 
宇沢 弘文 著 
日本経済新聞出版社 
行動する経済学者・宇沢弘文、 後の書。リベラリズムの理念に適ったかたちで

社会的共通資本が運営され、持続的な経済発展が可能になるには、どのような制

度的前提条件がみたされなければならないかを考える。 
日本経済新聞 2015/04/12 

2015:03. / 3p,303p 
978-4-532-35635-4 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784532356354*

 

男は語る～アガワと 12 人の男たち～(ちくま文庫 あ 21-5)  
阿川 佐和子 著 
筑摩書房 
開高健が「男の値打ち」を、渡辺淳一が「男と女の機微」を、そして阿川弘之が「娘

とは」を語る。ある時は心臓を高鳴らせ、ある時はうろたえながら、12 人の魅力あ

ふれる男たちの核心にアガワが迫るインタビュー集。 
日本経済新聞 2015/04/12 

2015:03. / 303p 
978-4-480-43260-5 
760 円〔本体〕+税 

*9784480432605*

 

金融機関のガバナンス(KINZAI バリュー叢書) 
天谷 知子 著 
金融財政事情研究会 
ベアリングズ社の破綻や大和銀行ニューヨーク支店事件など多くの著名な具体例

や失敗例を丁寧に紹介しながら、金融機関の意義や金融規制の目的をもふまえ

て、金融機関のガバナンスの実際と課題とをわかりやすく整理する。 
日本経済新聞 2015/04/12 

2013:05. / 9p,179p 
978-4-322-12310-4 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784322123104*

 

城(白水Ｕブックス)  
カフカ/ 池内 紀 著 
白水社 
測量士として城から雇われたＫが、村にやってくる。しかし、どうしても城にたどりつ

くことができない。一見喜劇的ともいえるＫの奇妙な日常が始まる…。「カフカ小説

全集」を、訳文に手直しをほどこして再編集したシリーズ。 
日本経済新聞 2015/04/12 

2006:06. / ４６０ｐ 
978-4-560-07155-7 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784560071557*

 

会計不正はこう見抜け 
ハワード・シリット/ ジェレミー・パーラー/ 熊倉 恵子 著 
日経ＢＰ社 
100 社を超える著名米国企業+カネボウ+ソフトバンクの事例を素材にした「粉飾

決算大全」。不正会計分析のプロが、企業のトリックの世界を深く探り、今日広く行

われているさまざまな粉飾について包括的な見方を提供する。 
日本経済新聞 2015/04/12 

2015:03. / 326p 
978-4-8222-5079-9 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784822250799*

 

即動必遂～東日本大震災陸上幕僚長の全記録～ 
火箱 芳文 著 
マネジメント社 
東日本大震災で全生存救出の 7 割近くを担った自衛隊。それを可能にした陸幕

長の信念と決断とは? 当時の陸上幕僚長が、政府から防衛省、陸上幕僚監部、

各方面総監部、 前線部隊まで、陸上自衛隊の活動状況を俯瞰的に綴る。 
日本経済新聞 2015/04/12 

2015:03. / 318p 
978-4-8378-0471-0 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784837804710*
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「消せるボールペン」30 年の開発物語(小学館新書 240) 
滝田 誠一郎 著 
小学館 
パイロットの「消せるボールペン」の開発のきっかけ、筆記具として使えるようになる

までの苦闘、アイデアをヒットにつなげたマーケティング戦略など、30 年にわたる

開発物語を描く。『BOOK PEOPLE』連載を書籍化。 
日本経済新聞 2015/04/12 

2015:04. / 221p 
978-4-09-825240-4 
720 円〔本体〕+税 

*9784098252404*

 

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。 
日本経済新聞 2015/04/12 

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

*9784004315339*

 

私は中国の指導者の通訳だった～中日外交最後の証言～ 
周 斌/ 加藤 千洋/ 鹿 雪瑩 著 
岩波書店 
中国外交部の日本語通訳として様々な外交交渉に携わった著者の回想。日本語

通訳への道、通訳の基本条件、仕事の責任と範囲、忘れ難い通訳の経験につい

て述べ、日中両国の指導者に関する問題にもふれる。 
日本経済新聞 2015/04/12 

2015:02. / 13p,338p,5p
978-4-00-061021-6 
〔本体〕+税 

*9784000610216*

 

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。 
日本経済新聞 2015/04/12、産経新聞 2015/04/19、東京・中日新聞 2015/04/26 

2015:02. / 282p 
978-4-10-603764-1 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784106037641*

 

なぜローカル経済から日本は甦るのか～G と L の経済成長戦略～(PHP 新書 
932) 
冨山 和彦 著 
ＰＨＰ研究所 
GDP と雇用の 7 割を占めるローカル企業こそ、日本経済の切り札となる! グロー

バルの世界とローカルの世界という 2 つの経済圏の実態や特性を解説し、日本

経済復活の処方箋を提示する。 
日本経済新聞 2015/04/12、朝日新聞 2015/04/19 

2014:06. / 273p 
978-4-569-81941-9 
780 円〔本体〕+税 

*9784569819419*

 

東京劣化～地方以上に劇的な首都の人口問題～(PHP 新書 978)  
松谷 明彦 著 
ＰＨＰ研究所 
東京は地方以上に急激な高齢化に襲われる。スラム化、文化や情報の発信力の

低下、生活環境の悪化…。東京劣化への現実的な対応策を、人口減少問題の第

一人者が、欧州の事例も参考にしながら提案する。 
日本経済新聞 2015/04/12、朝日新聞 2015/04/19 

2015:03. / 188p 
978-4-569-82481-9 
〔本体〕+税 

*9784569824819*
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日本インターネット書紀～この国のインターネットは、解体寸前のビルに間借りし

た小さな会社からはじまった～ 
鈴木 幸一 著 
講談社 
「日本に IT 産業はない」。この国にはじめてインターネットをつくった経営者の壮

大な夢と危機感。日本発の技術で世界を変えるには 
日本経済新聞 2015/04/12、読売新聞 2015/04/19 

2015:03. / 451p 
978-4-06-218944-6 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784062189446*

 

資本論<１>(岩波文庫)  
カルル・ハインリヒ・マルクス/ フリ－ドリヒ・エンゲルス 著 
岩波書店 
日本経済新聞 2015/04/19 

1969:01. / ３０７ｐ 
978-4-00-341251-0 
840 円〔本体〕+税 

*9784003412510*

 

愛 改版(角川文庫)  
井上 靖 著 
角川書店 
日本経済新聞 2015/04/19 

2008:04. / １２１ｐ 
978-4-04-121638-5 
362 円〔本体〕+税 

*9784041216385*

 

ドグラ・マグラ<上>(角川文庫)  
夢野 久作 著 
角川書店 
日本経済新聞 2015/04/19 

1976:10. / ３２４ｐ 
978-4-04-136603-5 
520 円〔本体〕+税 

*9784041366035*

 

ドグラ・マグラ<下>(角川文庫)  
夢野 久作 著 
角川書店 
日本経済新聞 2015/04/19 

1999:07. / ３８２ｐ 
978-4-04-136604-2 
640 円〔本体〕+税 

*9784041366042*

 

虚無への供物<上>(講談社文庫)  
中井 英夫 著 
講談社 
日本経済新聞 2015/04/19 

2004:04. / ４２０ｐ 
978-4-06-273995-5 
750 円〔本体〕+税 

*9784062739955*

 

虚無への供物<下>(講談社文庫)  
中井 英夫 著 
講談社 
日本経済新聞 2015/04/19 

2004:04. / ４７５ｐ 
978-4-06-273996-2 
750 円〔本体〕+税 

*9784062739962*
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敦煌 改版(新潮文庫)  
井上 靖 著 
新潮社 
日本経済新聞 2015/04/19 

2009:12. / ３０７ｐ 
978-4-10-106304-1 
520 円〔本体〕+税 

*9784101063041*

 

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 2015/04/19 

2002:02. / ２５６ｐ 
978-4-10-106305-8 
490 円〔本体〕+税 

*9784101063058*

 

天平の甍 改版(新潮文庫)  
井上 靖 著 
新潮社 
日本経済新聞 2015/04/19 

2005:08. / ２３０ｐ 
978-4-10-106311-9 
430 円〔本体〕+税 

*9784101063119*

 

しろばんば 改版(新潮文庫)  
井上 靖 著 
新潮社 
日本経済新聞 2015/04/19 

2004:05. / ５８３ｐ 
978-4-10-106312-6 
790 円〔本体〕+税 

*9784101063126*

 

孔子(新潮文庫)  
井上 靖 著 
新潮社 
日本経済新聞 2015/04/19 

1995:12. / ４２８ｐ 
978-4-10-106336-2 
710 円〔本体〕+税 

*9784101063362*

 

阿修羅のごとく(新潮文庫)  
向田 邦子 著 
新潮社 
日本経済新聞 2015/04/19 

1985:02. / ５０５ｐ 
978-4-10-129403-2 
667 円〔本体〕+税 

*9784101294032*

 

父の詫び状(文春文庫)  
向田 邦子 著 
文芸春秋 
日本経済新聞 2015/04/19 

2006:02. / ３００ｐ 
978-4-16-727721-5 
530 円〔本体〕+税 

*9784167277215*
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走ることについて語るときに僕の語ること(文春文庫)  
村上 春樹 著 
文芸春秋 
日本経済新聞 2015/04/19 

2010:06. / ２６２ｐ 
978-4-16-750210-2 
520 円〔本体〕+税 

*9784167502102*

 

歴史と階級意識(イデ－選書)  
ジェルジュ・ルカ－チ/ 城塚登 著 
白水社 
マルクス主義を考えるルカーチの名著 
日本経済新聞 2015/04/19 

2006:09. / ５６４ｐ 
978-4-560-01895-8 
3,400 円〔本体〕+税 

*9784560018958*

 

ヴォーリズ建築の１００年～恵みの居場所をつくる～  
ヴォーリズ/ 山形 政昭 著 
創元社 
ヴォーリズ建築の魅力を一大集成．カラー図版多 
日本経済新聞 2015/04/19 

2008:03. / １７２ｐ 
978-4-422-50124-6 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784422501246*

 

偽詩人の世にも奇妙な栄光 
四元 康祐 著 
講談社 
天才詩人か、それとも希代のペテン師か？ある男の生涯を追いながら「オリジナル

とは何か？」を問う傑作エンターテインメント！ 
日本経済新聞 2015/04/19 

2015:03. / 139p 
978-4-06-219393-1 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784062193931*

 

ASEAN 金融資本市場と国際金融センター 
アジア資本市場研究会 編 
日本証券経済研究所 
変貌する ASEAN の金融資本市場にスポットをあて、その現状と展望を解説。日

本の役割や国際機関の寄与、日本取引所のアジア戦略や国際金融センターのあ

り方などにも触れる。 
日本経済新聞 2015/04/19 

2015:03. / 243p 
978-4-89032-049-3 
〔本体〕+税 

*9784890320493*

 

町並みまちづくり物語  
西村 幸夫 著 
古今書院 
北は小樽市から南は沖縄嘉手納町まで全国１７市町のまちづくりのあゆみと、その

土地を心底愛し、まちづくりをすすめてきたリーダーたちの思いと活躍ぶりを紹介

する。〈ソフトカバー〉 
日本経済新聞 2015/04/19 

1997:02. / ２４８ｐ 
978-4-7722-1447-6 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784772214476*

 

意思決定のジレンマ 
ラッシュワース・M.キダー/ 中島 茂/ 高瀬 惠美 著 
日本経済新聞出版社 
「規制値以下の汚染情報を公表すべきか」「家族旅行で英気を養うか、子どもの将

来のため貯蓄するか」…。日々直面する難しい選択。より公正でよりよい判断を下

すための手法を解説する。 
日本経済新聞 2015/04/19 

2015:03. / 395p 
978-4-532-16956-5 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784532169565*
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ブラックオアホワイト 
浅田 次郎 著 
新潮社 
エリート商社マンの輝かしい未来を、美しい悪夢が呑み込んでいく-。経済の 前

線で夢現の境を見失った一人の男を通して近代日本、そして日本経済の実像に

迫る現代小説。『週刊新潮』連載を単行本化。 
日本経済新聞 2015/04/19 

2015:02. / 298p 
978-4-10-439405-0 
〔本体〕+税 

*9784104394050*

 

子ども文化の現代史～遊び・メディア・サブカルチャーの奔流～ 
野上 暁 著 
大月書店 
戦後の子どもたちが享受し自ら育んできた「子ども文化」の諸相を、子ども時代の

実体験や大衆的な子ども雑誌『小学一年生』などの編集者としての経験をもとに

たどり、著者の視点からその歴史をひもとく。 
日本経済新聞 2015/04/19 

2015:03. / 254p 
978-4-272-41225-9 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784272412259*

 

黒死館殺人事件(河出文庫)  
小栗 虫太郎 著 
河出書房新社 
黒死館を襲った血腥い連続殺人事件の謎に、刑事弁護士法水麟太郎がエンサイ

クロペディックな学識を駆使して挑む。本邦三大ミステリの一つ、悪魔学と神秘科

学の一大ペダントリー。解説〓澁澤龍彦、細谷正充 
日本経済新聞 2015/04/19 

2008:05. / ５３１ｐ 
978-4-309-40905-4 
900 円〔本体〕+税 

*9784309409054*

 

ニセ科学を 10 倍楽しむ本(ちくま文庫 や 47-1)  
山本 弘 著 
筑摩書房 
「血液型で性格がわかる」「ゲームの影響で凶悪犯罪が起こる」など、日常生活や

教育現場にまで入り込むニセ科学。それにだまされないために、正しい科学の考

え方を会話形式で楽しく紹介する。各章に新情報を追記。 
日本経済新聞 2015/04/19 

2015:04. / 424p 
978-4-480-43253-7 
950 円〔本体〕+税 

*9784480432537*

 

競争しない競争戦略～消耗戦から脱する 3 つの選択～ 
山田 英夫 著 
日本経済新聞出版社 
「競争しない」ためには、業界のリーダー企業と「棲み分ける」か「共生すること」が

必要。その戦略としてニッチ戦略、不協和戦略、協調戦略の 3 つを挙げ、各々に

ついて新たな戦略を考えるためのマトリックスを示す。 
日本経済新聞 2015/04/19 

2015:03. / 245p 
978-4-532-31994-6 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784532319946*

 

牛と土～福島、3.11 その後。～ 
眞並 恭介 著 
集英社 
東日本大震災で被曝地となった福島で、殺処分を受け入れず被曝した牛を生か

そうとする牛飼いたちと、帰還のため土壌の調査に奮闘する研究者たち。両者へ

の丹念な取材を重ね、失ったものは何かを問いかけるノンフィクション。 
日本経済新聞 2015/04/19 

2015:03. / 269p 
978-4-08-781567-2 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784087815672*
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労働時間制度改革～ホワイトカラー・エグゼンプションはなぜ必要か～ 
大内 伸哉 著 
中央経済社 
労働時間制度を論じるために、知っておくべき法律の基本的な知識を解説し、現

在の法律の内容にどのような問題があるかを考えるための情報を提供。労働時間

制度改革を巡る現在の議論を整理した上で、著者の改革案を提示する。 
日本経済新聞 2015/04/19 

2015:02. / 4p,9p,226p 
978-4-502-13001-4 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784502130014*

 

精神現象学  
Ｇ．Ｗ．Ｆ．ヘーゲル/ 牧野 紀之 著 
未知谷 
ヘーゲルの原文を、複数の眼で可能の限り精緻に読み込み、本文のみでその思

想が理解できるよう、分かりやすく言葉を補った新訳。様々な段階を経て発展する

個人の意識を、人類の意識の歴史的段階を縮小した形で再現する名著。 
日本経済新聞 2015/04/19 

2001:09. / １０４７ｐ 
978-4-89642-039-5 
10,000 円〔本体〕+税 

*9784896420395*

 

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。 
日本経済新聞 2015/04/19 

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

*9784140816660*

 

「若者」の時代 
菊地 史彦 著 
トランスビュー 
若者たちは、社会から何を求められ、いかに遇され、どのような栄光と失意と屈辱

を体験してきたのか。歌謡曲、映画、記録などを素材に、戦後社会を走り抜けた

「不機嫌な魂」の軌跡を追う。『WEBRONZA』連載を単行本化。 
日本経済新聞 2015/04/19 

2015:03. / 342p 
978-4-7987-0156-1 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784798701561*

 

アウトサイダー・アート入門(幻冬舎新書 さ-13-1) 
椹木 野衣 著 
幻冬舎 
40 年間、空想の戦争物語を描き続けたヘンリー・ダーガー、石を運び自分の庭に

理想宮を作り上げたフェルディナン・シュヴァル…。逸脱者だからこそ真の意味で

芸術家たりえた者たちの根源に迫る。 
日本経済新聞 2015/04/19、読売新聞 2015/04/26 

2015:03. / 339p 
978-4-344-98375-5 
980 円〔本体〕+税 

*9784344983755*

 

在日中国人 33 人のそれでも私たちが日本を好きな理由 
趙 海成/ 小林 さゆり 著 
ＣＣＣメディアハウス 
日本に住む中国人は約 70 万人。過去 悪ともいわれる日中関係のなか、彼らは

どう生き、何を思うのか。大学教授から画家、ジャーナリスト、不法滞在の料理人ま

で、在日中国人たちがライフストーリーを語ったインタビュー集。 
日本経済新聞 2015/04/19、読売新聞 2015/04/26 

2015:03. / 270p 
978-4-484-15204-2 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784484152042*
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重力との対話～記憶の海辺から山海塾の舞踏へ～ 
天児 牛大 著 
岩波書店 
世界的舞踏家がいま語る、半生と作品にこめた想い 
日本経済新聞 2015/04/19、毎日新聞 2015/04/19 

2015:03. / 10p,163p 
図版 16p 
978-4-00-061030-8 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784000610308*

 

暗闇坂の人喰いの木(講談社文庫)  
島田 荘司 著 
講談社 
日本経済新聞 2015/04/26 

1994:06. / ６８０ｐ 
978-4-06-185694-3 
980 円〔本体〕+税 

*9784061856943*

 

水晶のピラミッド(講談社文庫)  
島田 荘司 著 
講談社 
日本経済新聞 2015/04/26 

1994:12. / ７４１ｐ 
978-4-06-185841-1 
1,010 円〔本体〕+税 

*9784061858411*

 

眩暈(講談社文庫)  
島田 荘司 著 
講談社 
日本経済新聞 2015/04/26 

1995:10. / ７０７ｐ 
978-4-06-263079-5 
933 円〔本体〕+税 

*9784062630795*

 

アトポス(講談社文庫)  
島田 荘司 著 
講談社 
日本経済新聞 2015/04/26 

1996:10. / ９７９ｐ 
978-4-06-263360-4 
1,181 円〔本体〕+税 

*9784062633604*

 

世界のなかの日本経済～不確実性を超えて～<6> 人材の国際移動とイノベー

ション 
村上 由紀子 著 
ＮＴＴ出版 
「グローバル人材」はどこへ向かうのか？ 
日本経済新聞 2015/04/26 

2015:03. / 253p 
978-4-7571-2323-6 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784757123236*

 

経済成長がすべてか?～デモクラシーが人文学を必要とする理由～ 
マーサ・C.ヌスバウム/ 小沢 自然/ 小野 正嗣 著 
岩波書店 
真に繁栄する経済を支えるものとは、なにか 
日本経済新聞 2015/04/26 

2013:09. / 16p,190p 
978-4-00-022793-3 
2,100 円〔本体〕+税 

*9784000227933*
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帝国日本の技術者たち(歴史文化ライブラリー 399) 
沢井 実 著 
吉川弘文館 
戦中・戦後を生きた技術者たちの姿を描く！ 
日本経済新聞 2015/04/26 

2015:04. / 7p,209p 
978-4-642-05799-8 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784642057998*

 

ソーシャル・イノベーション～思いとアイデアの力～ 
小池 洋次/ 有村 拓朗 著 
関西学院大学出版会 
「アイデア」を「思い」に変えて支援する。「社会」をより良くするために「何かを変え

てみる」。ソーシャル・イノベーションに取り組む人々の挑戦の記録。 
日本経済新聞 2015/04/26 

2015:03. / 3p,337p 
978-4-86283-182-8 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784862831828*

 

行動経済学～感情に揺れる経済心理～(中公新書)  
依田 高典 著 
中央公論新社 
「わかっちゃいるけどやめられない」 感情に揺れうごく人間の特性に即した「行動

経済学」を経済学史の中に位置づけ直し、その理論、可能性を詳しく紹介する。 
日本経済新聞 2015/04/26 

2010:02. / ２４２ｐ 
978-4-12-102041-3 
780 円〔本体〕+税 

*9784121020413*

 

経済学と経済教育の未来～日本学術会議<参照基準>を超えて～ 
吉田 雅明 編 
桜井書店 
日本学術会議が公表した大学における経済学教育の指針(参照基準)を、学会・

学派を超えて真摯に検討し、経済学および経済学教育の現状と未来の可能性を

多面的に論じる。 
日本経済新聞 2015/04/26 

2015:04. / 305p 
978-4-905261-24-7 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784905261247*

 

人口減少時代の地方創生論～日本型州構想がこの国を元気にする～ 
佐々木 信夫 著 
ＰＨＰ研究所 
「廃藩置県」以来の古いシステムにいつまでしがみつくのか? 2020 年までに、新た

な国の形をデザインしよう! 人口減少など新たな社会動向に対応した、「日本型

州構想」の実現を提言する。 
日本経済新聞 2015/04/26 

2015:03. / 253p 
978-4-569-82449-9 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784569824499*

 

原油暴落で変わる世界 
藤 和彦 著 
日本経済新聞出版社 
次に起きるのは、金融危機か? 供給途絶か? 原油暴落が及ぼす経済・政治情勢

への影響を読み解き、地政学的な思考に基づき、起こりうる危機的な事態への対

応、日本のエネルギー戦略をも展望する。 
日本経済新聞 2015/04/26 

2015:03. / 258p 
978-4-532-35639-2 
〔本体〕+税 

*9784532356392*



 63  

 

なにわ万華鏡～堂島商人控え書～(富士見新時代小説文庫 こ-2-1-1) 
近藤 五郎 著 
KADOKAWA 
大坂の米問屋、栄屋の手代・佐助は美代と夫婦になり番頭に取り立てられる。独

立を目指して励む佐助だが、大鳥圭介や清水次郎長の子分・石松らと知遇を得

て……。商人の矜持を胸に時代の転換点を見つめた男の物語。 
日本経済新聞 2015/04/26 

2015:03. / 331p 
978-4-04-070490-6 
580 円〔本体〕+税 

*9784040704906*

 

しんがりの思想～反リーダーシップ論～(角川新書 K-13) 
鷲田 清一 著 
KADOKAWA 
縮小社会・日本に必要なのは強いリーダーではない。求められているのは、つね

に人びとを後ろから支えていける人であり、いつでもその役割を担えるよう誰もが

準備しておくことである。新しい市民のかたちを考える。 
日本経済新聞 2015/04/26 

2015:04. / 222p 
978-4-04-082007-1 
820 円〔本体〕+税 

*9784040820071*

 

来るべき経済学のために 
橘木 俊詔/ 根井 雅弘 著 
人文書院 
マルクス経済学の凋落、進化論の影響、ノーベル経済学賞の価値…。古典派か

らトマ・ピケティまで、経済学の歴史と現状を大観し、大学教育問題を踏まえて、来

るべき学問の姿を展望する、碩学 2 人による刺激的対話。 
日本経済新聞 2015/04/26 

2014:11. / 203p 
978-4-409-24100-4 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784409241004*

 

「衝動」に支配される世界～我慢しない消費者が社会を食いつくす～ 
ポール・ロバーツ/ 東方 雅美 著 
ダイヤモンド社 
私たちの社会は、なぜ衝動的で自己中心的で、短期的な結果ばかりを求める近

視眼的な社会になったのか。また、こうした変化は未来にどのような影響を及ぼす

のか。今日のアメリカの実態を解き明かし、その原因を追求する。 
日本経済新聞 2015/04/26 

2015:03. / 373p 
978-4-478-02930-5 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784478029305*

 

学校の戦後史(岩波新書 新赤版 1536) 
木村 元 著 
岩波書店 
敗戦後から 1950 年代まで、1960?80 年代、そこから現代に至るまでの 3 つの時

代における学校の展開と、今後の学校の課題を述べ、社会が要請する諸課題に

対応しながら自らをつくりあげてきた学校のあゆみをまとめる。 
日本経済新聞 2015/04/26 

2015:03. / 7p,197p,12p
978-4-00-431536-0 
780 円〔本体〕+税 

*9784004315360*

 

6 度目の大絶滅 
エリザベス・コルバート/ 鍛原 多惠子 著 
ＮＨＫ出版 
恐竜時代には 1000 年に 1 種だった絶滅が、いま、毎年推定 4 万種のペースで

進行している。世界各地でいったい何が起きているのか? 原因は何なのか? 絶滅

の 前線と、絶滅危惧種を救おうと奔走する人びとの活動を描く。 
日本経済新聞 2015/04/26 

2015:03. / 359p,33p 
978-4-14-081670-7 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784140816707*
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つくし世代～「新しい若者」の価値観を読む～(光文社新書 745) 
藤本 耕平 著 
光文社 
仲間の喜びのために奉仕し尽くそうとすることが日常的な行動原理、消費の原理

にもなっている「つくし世代」。マーケッター・若者論者の著者が、商品や広告コミ

ュニケーションの成功事例を分析し、「これからの若者」に迫る。 
日本経済新聞 2015/04/26 

2015:03. / 234p 
978-4-334-03848-9 
780 円〔本体〕+税 

*9784334038489*

 

春雷 
葉室 麟 著 
祥伝社 
財政難に喘ぐ羽根藩には、領民家中に激烈な痛みを伴う改革を断行した多聞隼

人への怨嗟の声が渦巻いていた。そんな中、誰も成し得なかった黒菱沼の干拓

の命が下り…。羽根藩シリーズ第 3 弾。『小説 NON』連載を加筆・訂正。 
日本経済新聞 2015/04/26 

2015:03. / 304p 
978-4-396-63461-2 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784396634612*

 

イスラム国の反乱～ISIS と新スンニ革命～ 
パトリック・コバーン/ 大沼 安史 著 
緑風出版 
イスラム国の勃興。何が起きているのか? 何が起ころうとしているのか? 英国高級

紙『インディペンデント』特派員として、1979 年から中東で現地取材を続ける著者

による、イスラム国の 新緊急現地報告。 
日本経済新聞 2015/04/26 

2015:03. / 205p 
978-4-8461-1504-3 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784846115043*

 

遊楽としての近世天皇即位式～庶民が見物した皇室儀式の世界～ 
森田 登代子 著 
ミネルヴァ書房 
庶民遊楽の一つであった天皇即位式の姿 
日本経済新聞 2015/04/26、東京・中日新聞 2015/04/26 

2015:03. / 7p,223p,5p 
978-4-623-07189-0 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784623071890*

 

華やかなる弔歌～藤原定家・謎合秘帖～(角川文庫 時-し 51-2)  
篠 綾子 著 
KADOKAWA 
後鳥羽上皇から勅撰和歌集の撰者に任命された定家。しかし歌神と名乗る者から

和歌所を閉鎖せよと脅迫文が届く。次々舞い込む弔歌と相次ぐ歌人の死に関連

はあるのか。定家は長覚の力を借りて謎解きに挑む―― 
毎日新聞 2015/04/04 

2015:03. / 376p 
978-4-04-102490-4 
680 円〔本体〕+税 

*9784041024904*

 

<報道写真>と戦争～1930-1960～ 
白山 眞理 著 
吉川弘文館 
報道写真家たちの実像と戦争責任を追及する 
毎日新聞 2015/04/05 

2014:09. / 8p,500p,5p 
978-4-642-03834-8 
4,800 円〔本体〕+税 

*9784642038348*
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カフカの「城」他三篇 
森泉 岳土 著 
河出書房新社 
カフカ、ドストエフスキー、漱石、ポーの名作小説を、各 16 ページで奇跡のコミッ

ク化！ 柴田元幸、椹木野衣、柴崎友香氏絶賛！ 
毎日新聞 2015/04/05 

2015:03. / 81p 
978-4-309-27575-8 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784309275758*

 

暴力の解剖学～神経犯罪学への招待～ 
エイドリアン・レイン/ 高橋 洋 著 
紀伊國屋書店出版部 
暴力的な性格はいかに形成されるか――神経犯罪学の権威がその生物学的要

因や社会的要因を解明し、暴力削減を実現する具体策を示す。 
毎日新聞 2015/04/05 

2015:02. / 635p 
978-4-314-01126-6 
3,500 円〔本体〕+税 

*9784314011266*

 

ダリの釘～嵩文彦句集～ 
嵩 文彦 著 
未知谷 
新春の脳髄を打つダリの釘 ダリの絵が灼けたる釘を愛す夏 野に眠る少女に影

なき金魚玉 メデューサの斬首の塔に蔦若葉 秋に爆ず指揮者の靴の裏紅く 句

集。 
毎日新聞 2015/04/05 

2015:04. / 149p 
978-4-89642-471-3 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784896424713*

 

言葉で覗く近世のくらし 
南條 實 著 
風詠社 
霜先の薬喰い、八里半、おちゃっぴい、おでんの今昔、いろは歌、仮名の話あれ

これ…。江戸期の書物などから多くの文例を引いて当時の庶民の生活に思いを

馳せる「言葉の民俗学」。 
毎日新聞 2015/04/05 

2015:03. / 254p 
978-4-434-20164-6 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784434201646*

 

恋づくし～宇野千代伝～ 
工藤 美代子 著 
中央公論新社 
尾崎士郎、梶井基次郎、東郷青児、萩原朔太郎…。数多の男たちと恋をし、奔放

に生きた女流作家・宇野千代。その艶やかなる官能の日々をたどる。『婦人公論』

連載を加筆修正し単行本化。 
毎日新聞 2015/04/05 

2015:03. / 336p 
978-4-12-004699-5 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784120046995*

 

日本の大課題子どもの貧困～社会的養護の現場から考える～(ちくま新書 
1113)  
池上 彰 編 
筑摩書房 
社会が大きく変化するなかで、「家庭」で育つことができない子どもが増えている。

「子どもの貧困」の本質を映しだす児童養護施設の現場から、問題の実態をレポ

ートし、その課題と展望を明快にえがく。 
毎日新聞 2015/04/05 

2015:03. / 253p 
978-4-480-06818-7 
820 円〔本体〕+税 

*9784480068187*
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東北朝市紀行(<私の大学>テキスト版 5) 
池田 進一 著 
こぶし書房 
十文字の朝市、扇田の朝市、肘折温泉の朝市、久慈の朝市…。失われつつある

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

べりと、愛情あふれる写真とでつづった貴重な記録。 
毎日新聞 2015/04/05 

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

*9784875592969*

 

食品表示の罠(ちくま新書 1117)  
山中 裕美 著 
筑摩書房 
料理研究家の著者が、食品表示の裏側に隠された本当の意味や問題点を鋭く指

摘し、知られざる食品業界の慣習や、賢い消費者になるためのヒントを紹介する。

簡単につくれておいしく食べられる料理レシピ付き。 
毎日新聞 2015/04/05 

2015:03. / 222p 
978-4-480-06821-7 
780 円〔本体〕+税 

*9784480068217*

 

演目別歌舞伎の衣裳鑑賞入門 
丸山 伸彦 著 
東京美術 
歌舞伎の演目別に、主要登場人物の舞台衣裳を紹介。定番の衣裳の見どころ

と、柄や小物に込められたメッセージを伝える。あらすじや衣装にまつわるウンチ

クも収録。見返しに「歌舞伎鑑賞ミニ知識」などを掲載。 
毎日新聞 2015/04/05 

2014:03. / 111p 
978-4-8087-0979-2 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784808709792*

 

原始仏典を読む(岩波現代文庫) 
中村 元 著 
岩波書店 
仏教、インド哲学研究の第一人者であり、仏教と他宗教との比較思想研究を推進

した著者が、代表的な原始仏典「スッタニパータ」「ダンマパダ」「テーラガーター」

などを読みながら、釈尊の教えと生涯を解き明かす。 
毎日新聞 2015/04/05 

2014:09. / 6p,380p 
978-4-00-600317-3 
1,360 円〔本体〕+税 

*9784006003173*

 

仏教学者中村元～求道のことばと思想～(角川選書 543)  
植木 雅俊 著 
KADOKAWA 
洋の東西を超え、仏教に人類共通の智慧を求めた碩学、中村元。アカデミズムを

超えて平易な言葉で仏教を説き、多くの人に慕われた人柄と、弛まざる学究の生

涯をつらぬく〈普遍思想史への夢〉を、あざやかに描きだす。 
毎日新聞 2015/04/05 

2014:07. / 238p 
978-4-04-703543-0 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784047035430*

 

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。 
毎日新聞 2015/04/05 

2015:02. / 115p 
978-4-7837-3463-5 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784783734635*
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仮名手本忠臣蔵 
竹田 出雲/ 金原 瑞人/ 佐竹 美保 著 
偕成社 
赤穂浪士の事件を基にした芝居「仮名手本忠臣蔵」を物語の主人公お軽がざっく

ばらんに語り、ネコ一座が演じます! 文楽・歌舞伎の名作をストーリーもエピソード

も、おもしろさも原作そのままに、わかりやすく翻案して収録。 
毎日新聞 2015/04/05 

2012:11. / 195p 
978-4-03-744950-6 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784037449506*

 

夢の江戸歌舞伎～絵本～  
服部 幸雄/ 一ノ関 圭 著 
岩波書店 
歌舞伎は江戸時代に生まれ発展し、時代の流れと共に変貌してきた。江戸時代

に行なわれていた歌舞伎はどんなものだったのか、多くの文献や資料から「江戸

歌舞伎」を復元した絵解き本。めくるめく江戸歌舞伎ワールドへ案内する。 
毎日新聞 2015/04/05 

2001:04. / ５６ｐ 
978-4-00-110648-0 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784001106480*

 

誰をも少し好きになる日～眼めくり忘備録～ 
鬼海 弘雄 著 
文藝春秋 
子供時代の記憶、インドの旅先で出会った人々…。写真家が目で感じ、心に写し

た風景とは。静かにつむいだ言葉が、モノクロームの写真と美しく響きあう、珠玉

の随想集。『文學界』連載を改題して単行本化。 
毎日新聞 2015/04/05、朝日新聞 2015/04/26、読売新聞 2015/04/26 

2015:02. / 205p 
978-4-16-390215-9 
1,850 円〔本体〕+税 

*9784163902159*

 

阿片戦争<上> 滄海編(講談社文庫)  
陳 舜臣 著 
講談社 
毎日新聞 2015/04/12 

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 
毎日新聞 2015/04/12 

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 
毎日新聞 2015/04/12 

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

*9784061311909*

 

黒いヒマラヤ(中公文庫)  
陳舜臣 著 
中央公論新社 
毎日新聞 2015/04/12 

1979:01. /  
978-4-12-200282-1 
417 円〔本体〕+税 

*9784122002821*
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何かが道をやってくる(創元ＳＦ文庫)  
レイ・ブラッドベリ/ 大久保 康雄 著 
東京創元社 
毎日新聞 2015/04/12 

1992:01. / ３５０ｐ 
978-4-488-61201-6 
800 円〔本体〕+税 

*9784488612016*

 

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 
毎日新聞 2015/04/12 

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

*9784560092514*

 

ボタ山であそんだころ(日本傑作絵本シリーズ) 
石川 えりこ 著 
福音館書店 
昭和時代の炭鉱町の小学生を描いた感動作 
毎日新聞 2015/04/12 

2014:03. / [40p] 
978-4-8340-8075-9 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784834080759*

 

酔うために飲むのではないからマッコリはゆっくり味わう(日韓同時代人の対話シ

リーズ) 
谷川 俊太郎/ 申 庚林/ 吉川 凪 著 
クオン 
日韓を代表する両詩人、谷川俊太郎と申庚林。 合作「対詩」、初公開！ 代表

作、対談も収録した充実の一冊 
毎日新聞 2015/04/12 

2015:03. / 149p 
978-4-904855-28-7 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784904855287*

 

今夜、珈琲を淹れて漫画を読む～漫画の時間 2 時間目～ 
いしかわ じゅん 著 
小学館クリエイティブ 
漫画家にして屈指の漫画読みである著者が、漫画やその周辺のことを書いた評

論集。新聞や雑誌で連載中の書評や、漫画家についての考察、100 本超を厳選

し 1 冊にまとめる。 
毎日新聞 2015/04/12 

2015:02. / 269p 
978-4-7780-3514-3 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784778035143*

 

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。 
毎日新聞 2015/04/12 

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

*9784864880657*
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スカイエマ(玄光社 MOOK) 
スカイエマ 著 
玄光社 
書籍の装画を中心に活躍する人気イラストレーター「スカイエマ」のイラストレーシ

ョンをまとめた一冊。スケッチ、インタビュー、ブックデザイナー松昭教との対談等

も収録する。 
毎日新聞 2015/04/12 

2014:10. / 125p 
978-4-7683-0553-9 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784768305539*

 

中村勘三郎 
篠山 紀信 著 
光文社 
「身替座禅」山蔭右京、「義経千本桜」源九郎狐…。古典歌舞伎をはじめ、現代演

劇や映画でも活躍した歌舞伎役者、十八代目中村勘三郎。写真家・篠山紀信が

撮りためた秘蔵写真で構成した、迫力の舞台写真集。 
毎日新聞 2015/04/12 

2015:04. / 1 冊(ページ

付なし) 
978-4-334-90203-2 
3,241 円〔本体〕+税 

*9784334902032*

 

現代思想<vol.43-8> <特集>教育クライシス 
青土社 
いま、教育の現場では何が起こっているのか?格差の拡大、ブラック・バイトの横

行、さらには「道徳」の義務化まで…困難に立ち向かう現場からのレポートととも

に、進められつつある「教育改革」の問題点を抉る。 
毎日新聞 2015/04/12 

2015:03. / 246p 
978-4-7917-1299-1 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784791712991*

 

中村勘九郎 
篠山 紀信 著 
光文社 
「義経千本桜」新中納言知盛、「土蜘」土蜘の精…。歌舞伎の舞台公演にとどまら

ず、幅広い分野へも挑戦を続ける歌舞伎役者、六代目中村勘九郎。写真家・篠

山紀信が撮りためた秘蔵写真で構成した、迫力の舞台写真集。 
毎日新聞 2015/04/12 

2015:04. / 1 冊(ページ

付なし) 
978-4-334-90204-9 
2,593 円〔本体〕+税 

*9784334902049*

 

Ｗｈｏ ｉｓ陳舜臣？～陳舜臣読本～  
陳 舜臣 著 
集英社 
デビュー以来今日までの陳舜臣を、時代を縦軸に作品分類を横軸に丸裸にした

初の文芸読本。書き下ろしエッセイ、奈良本辰也らの作品批評、木村尚三郎、林

真理子との対談なども収録。４０年の作家生活の全てが明らかになる。 
毎日新聞 2015/04/12 

2003:06. / ３９３ｐ 
978-4-08-774653-2 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784087746532*

 

小林カツ代のお料理入門(文春新書 1014)  
小林 カツ代 著 
文藝春秋 
まったくの初心者でも、下ごしらえや手順にわずらわされることなく、いきなり料理

の「核心・へそ」が理解できる入門書。オムライスやハンバーグから、買ってきたも

のをすぐ「おかず」にする工夫まで、103 のレシピを紹介。 
毎日新聞 2015/04/12 

2015:02. / 199p 
978-4-16-661014-3 
920 円〔本体〕+税 

*9784166610143*
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テクニウム～テクノロジーはどこへ向かうのか?～ 
ケヴィン・ケリー/ 服部 桂 著 
みすず書房 
石器からコンピューターに至るまで、人類が生み出してきた様々なテクノロジーに

通低する普遍的な法則、そしてテクノロジーの本質とは、いったい何なのだろう

か。『Wired』創刊編集長が贈る、テクノロジー版“種の起源”。 
毎日新聞 2015/04/12 

2014:06. / 422p,30p 
978-4-622-07753-4 
4,500 円〔本体〕+税 

*9784622077534*

 

1 日 1 鉄!～中井精也写真集～ 
中井 精也 著 
インプレスジャパン 
もし世界に僕ひとりだけになったら、僕は写真なんて撮らないだろう。僕が大好き

な鉄道の魅力を、誰かに伝えたい-。鉄道写真家・中井精也がブログ『1 日 1 鉄!』
で発表してきた写真の中から、自身が厳選した 158 作品を収録。 
毎日新聞 2015/04/12 

2014:04. / 1 冊(ページ

付なし) 
978-4-8443-3569-6 
4,500 円〔本体〕+税 

*9784844335696*

 

常磐線中心主義(ジョーバンセントリズム) 
五十嵐 泰正/ 開沼 博 著 
河出書房新社 
東京の〈下半身〉を見よ！――大都市を下支えする〈言葉なき地方〉から、この国

の「明日」を考える。都市―地方論の新地平 
毎日新聞 2015/04/12、産経新聞 2015/04/19 

2015:03. / 291p 
978-4-309-24694-9 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784309246949*

 

南方熊楠随筆集(ちくま学芸文庫)  
南方熊楠/ 益田勝実 著 
筑摩書房 
毎日新聞 2015/04/19 

1994:01. / ４９０ｐ 
978-4-480-08110-0 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784480081100*

 

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 
毎日新聞 2015/04/19 

2015:02. / 212p 
978-4-422-40024-2 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784422400242*

 

反骨の市町村～国に頼るからバカを見る～ 
相川 俊英 著 
講談社 
アベノミクスの実態は、土建政治の十倍返し。このままでは自治体はおろか国土

が崩壊する。起死回生は「ジリキノミクス」にあり！ 
毎日新聞 2015/04/19 

2015:03. / 216p 
978-4-06-219432-7 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784062194327*

 

数学の言葉で世界を見たら～父から娘に贈る数学～ 
大栗 博司 著 
幻冬舎 
21 世紀に有意義な人生を送るための数学について語った本。数学の実践的な応

用とともに、古代バビロニアやギリシアの時代から育まれてきた数学の素晴らしさ

を伝える。 
毎日新聞 2015/04/19 

2015:03. / 263p 
978-4-344-02740-4 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784344027404*
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新編中国名詩選<下>(岩波文庫 32-033-3) 
川合 康三 著 
岩波書店 
中国の上古から清末までの詩歌約 500 首を選び、原文に作者の紹介・訓読・語

注・訳・補釈を付す。下は、中唐(白居易から)・晩唐・北宋・南宋(金)・元明清の詩

歌を収録する。 
毎日新聞 2015/04/19 

2015:03. / 539p,17p 
978-4-00-370003-7 
1,140 円〔本体〕+税 

*9784003700037*

 

アリストテレス全集<19> アテナイ人の国制 
アリストテレス/ 内山 勝利/ 神崎 繁/ 中畑 正志/ 國方 栄二/ 橋場 弦 著 
岩波書店 
自然・人間・社会を見つめる「万学の祖」アリストテレスの原像を、新たな基本訳語

と平易な訳文により浮かび上がらせる。19 は、「アテナイ人の国制」「著作断片集

1」と解説を収録する。 
毎日新聞 2015/04/19 

2014:12. / 3p,504p,36p
978-4-00-092789-5 
6,000 円〔本体〕+税 

*9784000927895*

 

岡田英弘著作集<6> 東アジア史の実像 
岡田 英弘 著 
藤原書店 
シナ史、モンゴル史、満洲史、日本古代史を幅広く研究し、独自の「世界史」を打

ち立てた歴史家・岡田英弘の集大成。6 は、「清朝とは何か」「台湾はどんな歴史

をたどってきたか」などのほか、発言集も収録する。 
毎日新聞 2015/04/19 

2015:03. / 573p 
978-4-86578-014-7 
5,500 円〔本体〕+税 

*9784865780147*

 

偽りの薬～バルサルタン臨床試験疑惑を追う～ 
河内 敏康/ 八田 浩輔 著 
毎日新聞出版 
臨床試験に関与した元社員宅への訪問、たび重なる謝罪会見、厚労省の検討委

員会、内部告発者の出現…。2 人の新聞記者が、降圧剤「バルサルタン」をめぐる

巨大製薬企業・ノバルティスファーマと大学病院の癒着に迫る。 
毎日新聞 2015/04/19 

2014:11. / 247p 
978-4-620-32282-7 
〔本体〕+税 

*9784620322827*

 

ザ・ドロップ(HAYAKAWA POCKET MYSTERY BOOKS 1893) 
デニス・ルヘイン 著 
早川書房 
ある日、ボブは仕事帰りに犬を拾い、そのそばに住んでいた女性ナディアと出会

う。ひとり暮らしの暗い人生に光が射した矢先、組織が所有する彼の勤め先のバ

ーに強盗が入ったことから、彼にも火の粉が降りかかってきて…。 
毎日新聞 2015/04/19 

2015:03. / 190p 
978-4-15-001893-1 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784150018931*

 

定理が生まれる～天才数学者の思索と生活～ 
セドリック・ヴィラーニ/ 池田 思朗/ 松永 りえ 著 
早川書房 
フランスを代表する数学の伝道師セドリック・ヴィラーニのユニークな告白。数学界

高の栄誉であるフィールズ賞を彼にもたらした新定理の論文が国際誌にアクセ

プトされるまでの経緯を、率直な「数学者の言葉」で表現する。 
毎日新聞 2015/04/19 

2014:04. / 308p 
978-4-15-209452-0 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784152094520*
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新・数学の学び方 
深谷 賢治 著, 小平 邦彦 編 
岩波書店 
数学者はどのように数学に向き合うのか。その理解の仕方はどういうものなのか。

どうしたらそのような理解に到達できるのか。13 人の数学者が実体験をもとに、そ

れぞれの学び方を綴る。 
毎日新聞 2015/04/19 

2015:01. / 9p,306p 
978-4-00-005470-6 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784000054706*

 

ふたりの微積分～数学をめぐる文通からぼくが人生について学んだこと～ 
11p,176p 2012 
スティーヴン・ストロガッツ 著 
岩波書店 
高校の数学の授業で出会った生徒と教師が、30 年ものあいだ文通をつづけてき

た。人生は浮き沈みを経ながら進んでいくのに、手紙に書くのは微積分の話ばか

り。ふたりにとって変わったものと変わらなかったものとは。 
毎日新聞 2015/04/19 

2012:10. / 11p,176p 
978-4-00-005959-6 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784000059596*

 

新編中国名詩選<上>(岩波文庫 32-033-1) 
川合 康三 著 
岩波書店 
中国の上古から清末までの詩歌約 500 首を選び、原文に作者の紹介・訓読・語

注・訳・補釈を付す。上は、上古・「詩経」「楚辞」・前漢・後漢・魏晋・南朝・北朝の

詩歌を収録する。 
毎日新聞 2015/04/19 

2015:01. / 568p 
978-4-00-370001-3 
1,140 円〔本体〕+税 

*9784003700013*

 

新編中国名詩選<中>(岩波文庫 32-033-2) 
川合 康三 著 
岩波書店 
中国の上古から清末までの詩歌約 500 首を選び、原文に作者の紹介・訓読・語

注・訳・補釈を付す。中は、唐の初唐・盛唐・中唐(柳宗元まで)の詩歌を収録す

る。 
毎日新聞 2015/04/19 

2015:02. / 559p 
978-4-00-370002-0 
1,140 円〔本体〕+税 

*9784003700020*

 

ジェロニモたちの方舟～群島-世界論<叛アメリカ>篇～ 
今福 龍太 著 
岩波書店 
現代世界をおおいつくす<アメリカ>的なものに対抗することは、どのように可能な

のか。先住民の排除、収奪から現代までの<アメリカ>の光と影を歴史の中で論じ、

新しい世界像を提示する。『すばる』連載を書籍化。 
毎日新聞 2015/04/19 

2015:02. / 7p,275p 
978-4-00-061013-1 
3,400 円〔本体〕+税 

*9784000610131*

 

揺らぐ世界(ちくまプリマー新書 229) 
立花 隆/ 岡 真理/ 橋爪 大三郎/ 森 達也/ 藤原 帰一/ 川田 順造/ 伊豫

谷 登士翁 著, 立花 隆/ 岡 真理/ 橋爪 大三郎/ 森 達也/ 藤原 帰一/ 川

田 順造/ 伊豫谷 登士翁/ ちくまプリマー新書集部 編 
筑摩書房 
紛争、格差、環境問題…。グローバル化が進んだ世界は、多くの問題を抱えて揺

らいでいる。これらの状況を理解する視点は、どうすれば身につくのか? 多彩な先

生たちがヒントを示す。読書案内も掲載。 
毎日新聞 2015/04/19、朝日新聞 2015/04/26 

2015:04. / 230p 
978-4-480-68934-4 
860 円〔本体〕+税 

*9784480689344*
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思想の中の数学的構造(ちくま学芸文庫)  
山下 正男 著 
筑摩書房 
毎日新聞 2015/04/26 

2006:11. / ３８６ｐ 
978-4-480-09018-8 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784480090188*

 

きえもの日記 
高山 なおみ 著 
河出書房新社 
ドラマ「昨夜のカレー、明日のパン」撮影現場で仲間と駆けぬけた日々を、日記と

スケッチ、写真で綴る。ドラマに登場の惣菜レシピも！ 
毎日新聞 2015/04/26 

2015:04. / 146p 
978-4-309-28511-5 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784309285115*

 

驚くべき乳幼児の心の世界～「二人称的アプローチ」から見えてくること～ 
ヴァスデヴィ・レディ 著 
ミネルヴァ書房 
乳幼児の他者理解についての研究が見落としてきた、赤ちゃんの深い人間理解

に根ざした、「ひとの心」の理解とかかわりを明らかにする。 
毎日新聞 2015/04/26 

2015:04. / 12p,363p 
978-4-623-07173-9 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784623071739*

 

A 3～エー・スリー～<下>(集英社文庫 も 30-2) 
森 達也 著 
集英社 
地下鉄サリン事件以降、日本社会は凶暴で邪悪な存在への不安と恐怖に煽ら

れ、セキュリティ意識と応報感情を急激に高揚させた。事件の本質を探り、変化の

方向性を見つめる問題作。 
毎日新聞 2015/04/26 

2012:12. / 349p 
978-4-08-745016-3 
700 円〔本体〕+税 

*9784087450163*

 

唱歌「ふるさと」の生態学～ウサギはなぜいなくなったのか?～(ヤマケイ新書 
YS012) 
高槻 成紀 著 
山と渓谷社 
“兎追いしかの山”で始まる唱歌「ふるさと」。しかし現在の故郷は、歌が作られた

当時と大きく変化している。「ふるさと」が描いた風景の変化を、保全生態学という

切り口で読み解く。 
毎日新聞 2015/04/26 

2014:12. / 213p 
978-4-635-51020-2 
800 円〔本体〕+税 

*9784635510202*

 

生き延びるための世界文学～21 世紀の 24 冊～ 
都甲 幸治 著 
新潮社 
新鋭から大御所まで、世界文学の「いま」を伝えるブックガイド。文句なしに面白い

21 世紀の 24 冊を紹介するほか、ジュノ・ディアスの短篇「モンストロ」も特別収録。

『新潮』連載を書籍化。 
毎日新聞 2015/04/26 

2014:10. / 269p 
978-4-10-332322-8 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784103323228*
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オウムはなぜ暴走したか。～内側からみた光と闇の２２００日～  
早坂 武礼 著 
ぶんか社 
なぜ彼らはオウムに集ったのか、なぜ虫も殺さぬはずの宗教が未曽有の大犯罪

に手を染めたのか。６年の歳月を信者として教団に捧げた元幹部が、教団の中で

行われた様々な出来事を綴る。〈ソフトカバー〉 
毎日新聞 2015/04/26 

1998:10. / ３８９ｐ 
978-4-8211-0639-4 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784821106394*

 

レジリエンスとは何か～何があっても折れないこころ、暮らし、地域、社会をつくる

～ 
枝廣 淳子 著 
東洋経済新報社 
効率を重視するあまり、社会はレジリエンス(しなやかな強さ)が失われている。教

育、防災や地域づくり、温暖化対策などのさまざまな分野で進められるレジリエン

スの取り組みと、各国の動向を紹介する。 
毎日新聞 2015/04/26 

2015:03. / 283p 
978-4-492-04567-1 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784492045671*

 

持たざる者 
金原 ひとみ 著 
集英社 
離婚、移住、子供の急死、他者の介入…。思いがけない事故や事件で、平穏な

日常や予想されたはずの未来が捻じ曲げられていく。30 代男女 4 人の混沌、屈

託、葛藤を鮮やかに描く。『すばる』掲載を書籍化。 
毎日新聞 2015/04/26 

2015:04. / 241p 
978-4-08-771606-1 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784087716061*

 

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！ 
毎日新聞 2015/04/26 

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

*9784041025253*

 

福島に農林漁業をとり戻す 
濱田 武士/ 小山 良太/ 早尻 正宏 著 
みすず書房 
東日本大震災にともなう福島原発事故から 2015 年 3 月で 5 年目に入る。原子力

災害に襲われた土地で、人間の生活をどのように復興させるのか。漁業・農業・林

業経済学の研究者が現実とかかわり、見出した道筋を示す。 
毎日新聞 2015/04/26 

2015:03. / 336p 
978-4-622-07888-3 
3,500 円〔本体〕+税 

*9784622078883*

 

終末と救済の幻想～オウム真理教とは何か～  
ロバート・Ｊ．リフトン/ 渡辺 学 著 
岩波書店 
オウム真理教は人類の存続に対してきわめて大きな脅威であったことを指摘し、

オウムが抱える構造的な問題を深くえぐる。精神医学者が元信者らへのインタビュ

ーをまじえ、この特異な集団の謎に迫る、本格的「オウム」論。 
毎日新聞 2015/04/26 

2000:06. / ３７２，１９ｐ 
978-4-00-023344-6 
〔本体〕+税 

*9784000233446*
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A 3～エー・スリー～<上>(集英社文庫 も 30-1) 
森 達也 著 
集英社 
異常な裁判に誰も声をあげようとしない-。東京地裁で「壊れている」麻原彰晃を見

た著者は愕然とする。戦後 凶 悪と言われたオウム事件で変わってしまった日

本。麻原とオウムを探り、日本社会の深層を浮き彫りにする。 
毎日新聞 2015/04/26 

2012:12. / 356p 
978-4-08-745015-6 
700 円〔本体〕+税 

*9784087450156*

 

風と共に去りぬ<第 1 巻>(新潮文庫 ミ-4-1) 
マーガレット・ミッチェル/ 鴻巣 友季子 著 
新潮社 
アメリカ南部の大農園<タラ>に生まれたスカーレット。若さと美しさを満喫し、激し

い気性だが言い寄る男には事欠かない。だがアシュリが結婚すると聞いて自棄に

なり、別の男と結婚したのも束の間、南北戦争が勃発し…。 
毎日新聞 2015/04/26 

2015:04. / 460p 
978-4-10-209106-7 
710 円〔本体〕+税 

*9784102091067*

 

米朝らくごの舞台裏(ちくま新書 1123) 
小佐田 定雄 著 
筑摩書房 
上方落語の人間国宝・桂米朝の演題別ガイド。米朝から親しく教えを受けた著者

が、舞台裏での芸談やエピソード、古い芸人たちの思い出話などを演題解説とと

もに綴る。米朝の活字、音源、映像についての莫大な資料情報も掲載。 
毎日新聞 2015/04/26 

2015:04. / 270p 
978-4-480-06826-2 
860 円〔本体〕+税 

*9784480068262*

 

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。 
毎日新聞 2015/04/26 

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

*9784022512673*

 

風と共に去りぬ<第 2 巻>(新潮文庫 ミ-4-2) 
マーガレット・ミッチェル/ 鴻巣 友季子 著 
新潮社 
アトランタで鬱屈した日々を送るスカーレットに、南北間の密輸で巨利を得ていた

レット・バトラーが破天荒な魅力で接近する。戦火烈しいアトランタを彼の助けで脱

出したスカーレット。だが、故郷<タラ>は無残に変わり果て…。 
毎日新聞 2015/04/26 

2015:04. / 469p 
978-4-10-209107-4 
710 円〔本体〕+税 

*9784102091074*

 

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 
世界 43 か国で、遺伝子組み換え種子の圧倒的シェアを誇るバイオ化学企業「モ

ンサント社」。PCB、枯葉剤など史上 悪の公害をくり返し、政治家と癒着し、世界

の農業への支配を進めるモンサント社の実態を明らかにする。 
毎日新聞 2015/04/26 

2015:01. / 565p 
978-4-86182-392-3 
3,400 円〔本体〕+税 

*9784861823923*
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耳ふたひら～歌集～(現代歌人シリーズ 2) 
松村 由利子 著 
書肆侃侃房 
転調ののちの明るさスコールが上がれば島は光を放つ ディズニーのヒロインたち

の国籍が不明になるころ世界変わりき 新聞記者として 20 年余働いた後、石垣島

へ移住した著者による第 4 歌集。 
毎日新聞 2015/04/28 

2015:04. / 155p 
978-4-86385-179-5 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784863851795*
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