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うたのすきなねこララとルル 
松田 奈那子 著 
風濤社 
読み聞かせをしながら、お話と童謡を楽しめる、新しい童謡絵本。ララとルルと一

緒にお歌をうたおうよ。2 匹の一日はお歌でいっぱい。 
産経新聞 2015/05/03 

2015:04. / 1 冊(ページ

付なし) 
978-4-89219-397-2 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784892193972*

 

若田光一の絶景宇宙写真とソラからの便り 
KOICHI WAKATA/ JAXA/ NASA 著 
エクスナレッジ 
JAXA 宇宙飛行士の若田光一が、2013 年 11 月からの ISS 長期滞在時に撮影

し、ツイッターを通じて発信した、地球の様々な表情、宇宙での仕事、軌道上での

出来事を集成。 
産経新聞 2015/05/03 

2015:04. / 136p 
978-4-7678-1912-9 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784767819129*

 

中国人はなぜ「お金」しか信じないのか～「中国三大宗教」と「共産革命」の悲劇

～ 
石 平 著 
ベストセラーズ 
理解不能で、厄介な隣人・中国人の「宗教観」とは? 中国共産党はいかにして「宗

族」を滅ぼしたのか? 中国人の総堕落化はいつ完成したのか? 「拝金主義」に毒

された現代中国人の“心の闇”を解き明かす。 
産経新聞 2015/05/03 

2015:04. / 213p 
978-4-584-13647-8 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784584136478*

 

サンドリーヌ裁判(HAYAKAWA POCKET MYSTERY BOOKS 1891) 
トマス・H.クック/ 村松 潔 著 
早川書房 
大学教授の夫が大学教授の妻を殺害? 周囲をいつも見下していた夫は無実を訴

え、証拠も状況証拠にすぎなかった。しかし町の人々の何気ない証言が彼を不利

な状況へと追い込む。やがて公判で妻の不可解な遺書が明らかになり…。 
産経新聞 2015/05/03 

2015:01. / 411p 
978-4-15-001891-7 
2,100 円〔本体〕+税 

*9784150018917*

 

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。 
産経新聞 2015/05/03、東京・中日新聞 2015/05/10 

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

*9784106106125*

 

何があっても大丈夫(新潮文庫 さ-41-9) 
櫻井 よしこ 著 
新潮社 
帰らぬ父。ざわめく心。けれど私には強く優しい母がいた。出生からジャーナリスト

になるまで、秘められた劇的半生を綴る回想録。 
産経新聞 2015/05/09 

2014:07. / 438p 
978-4-10-127229-0 
670 円〔本体〕+税 

*9784101272290*
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破断の時代～20 世紀の文化と社会～ 
エリック・ホブズボーム/ 木畑 洋一/ 後藤 春美/ 菅 靖子/ 原田 真見 著 
慶應義塾大学出版会 
20 世紀の偉大な歴史家が遺した言葉とは 
産経新聞 2015/05/10 

2015:03. / 16p,403p,23p 
978-4-7664-2200-9 
4,500 円〔本体〕+税 

*9784766422009*

 

めがねがなくてもちゃんとみえてるもん! 
エリック・バークレー/ 木坂 涼 著 
ブロンズ新社 
とびきりキュートな「めがね絵本」。本はさかさま、くつはちぐはぐ…「ちゃんとみえて

るもん！」っていうけれど、ほんとうかな？ 
産経新聞 2015/05/10 

2015:03. / 1 冊(ページ

付なし) 
978-4-89309-599-2 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784893095992*

 

世界に嗤われる日本の原発戦略(PHP 新書 981) 
高嶋 哲夫 著 
ＰＨＰ研究所 
原発の安全対策を冷静に分析し、増え続ける核廃棄物に関しても具体的提言を

行い、原発の必要性を考える。全人類が文明世界を享受し、世界が繁栄し続ける

ための原発論。 
産経新聞 2015/05/10 

2015:05. / 190p 
978-4-569-82436-9 
780 円〔本体〕+税 

*9784569824369*

 

頂点への道 
錦織 圭/ 秋山 英宏 著 
文藝春秋 
2014 年に開花した、「動かず攻める」攻撃テニス誕生の秘密とは。チャンコーチと

の出会い、怪我の克服…。2009 年からの苦闘を綴った、錦織圭初の公式本。ブ

ログに観戦記等を加えて書籍化。 
産経新聞 2015/05/10 

2015:04. / 370p 
978-4-16-390251-7 
1,550 円〔本体〕+税 

*9784163902517*

 

きみへのおくりもの 
刀根 里衣 著 
ＮＨＫ出版 
「ぴっぽのたび」の刀根里衣が描く、深く透き通った青色の世界。主人公は 2 匹の

ネコ。すれ違うふたりは、 後に大切なものの在りかを知る…。大切なひとに贈り

たい、スイートでハートフルな絵本。 
産経新聞 2015/05/10 

2015:04. / [25p] 
978-4-14-036118-4 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784140361184*

 

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。 
産経新聞 2015/05/10 

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

*9784344027336*
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マイルス・デイヴィス自伝 
マイルス・デイヴィス/ クインシー・トゥループ/ 中山 康樹 著 
シンコーミュージック 
音楽はもちろん、歴代メンバー他ミュージシャンについてや、女性関係、クスリ、フ

ァッションなど、遠慮一切なしの赤裸々トーク炸裂。生のマイルスを感じられる唯一

の自伝が、訳者のブラッシュ・アップを経て復刊! 
産経新聞 2015/05/10 

2015:03. / 499p,12p 
978-4-401-64119-2 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784401641192*

 

いちばんよくわかる!憲法第 9 条 
西 修 著 
海竜社 
戦後、70 周年を迎える 2015 年は、まさに歴史の節目。第 9 条をどう改めるべき

か? 歴史的事実と諸外国との比較から、憲法第 9 条のあるべき姿を分析する。

「集団的自衛権の行使等に関する閣議決定」などの巻末資料付き。 
産経新聞 2015/05/10 

2015:04. / 242p 
978-4-7593-1422-9 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784759314229*

 

はじめての福島学 
開沼 博 著 
イーストプレス 
復興が「早すぎた」弊害、制度から漏れ落ちるマイノリティの県外避難者、「死の

町」でも農業が再開できる理由…。「福島難しい・面倒くさい」になってしまった人

のために、データと理論を用いて、福島の現状を解説する。 
産経新聞 2015/05/10、朝日新聞 2015/05/24 

2015:03. / 412p 
978-4-7816-1311-6 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784781613116*

 

テレビの秘密(新潮新書 616) 
佐藤 智恵 著 
新潮社 
人はなぜマツコ・デラックスを見てしまうのか。池上彰はなぜ“ 強”なのか。国内

外のテレビ事情を知り尽くした著者が、経営学の知見を踏まえて裏の裏まで徹底

解説。『東洋経済オンライン』連載を再構成し大幅に加筆・修正。 
産経新聞 2015/05/10、読売新聞 2015/05/31 

2015:04. / 218p 
978-4-10-610616-3 
740 円〔本体〕+税 

*9784106106163*

 

リンドバーグ～空飛ぶネズミの大冒険～ 
トーベン・クールマン/ 金原 瑞人 著 
ブロンズ新社 
20 言語で翻訳出版、世界中で話題の絵本がついに日本上陸！ハンブルグから

ニューヨークへ小さなネズミが、大西洋を飛んだ!! 
産経新聞 2015/05/17 

2015:04. / 1 冊(ページ

付なし) 
978-4-89309-600-5 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784893096005*

 

私は真珠湾のスパイだった 
吉川 猛夫 著 
毎日ワンズ 
1941 年 3 月戦雲たれこめるハワイに潜入し、以後 12 月 8 日の前日までアメリカ

太平洋艦隊の動静を日本海軍に報告し続けた、日本人スパイの手記。 
産経新聞 2015/05/17 

2015:05. / 289p 
978-4-901622-83-7 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784901622837*
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大震災に学ぶ社会科学<第 4 巻> 震災と経済 
齊藤 誠 編 
東洋経済新報社 
東日本大震災の経済的な影響に関する調査研究の成果をまとめる。大震災直後

に認識されていたことと実態のギャップを丁寧に分析し、ギャップをもたらした要因

を実証的に明らかにする。 
産経新聞 2015/05/17 

2015:05. / 15p,290p 
978-4-492-22359-8 
3,500 円〔本体〕+税 

*9784492223598*

 

イスラムの読み方～その行動原理を探る～(祥伝社新書 408) 
山本 七平/ 加瀬 英明 著 
祥伝社 
イスラム世界を語らせれば右に出る者のいない碩学と、中東情勢に精通した外交

評論家が、縦横無尽に語り尽くした名著が復刊。イスラム教の成り立ちから、その

精神構造、行動原理にいたるまでを明快に読み解く。 
産経新聞 2015/05/17 

2015:03. / 284p 
978-4-396-11408-4 
820 円〔本体〕+税 

*9784396114084*

 

エキストラ・イニングス～僕の野球論～ 
松井 秀喜 著 
文藝春秋 
長嶋茂雄監督のこと、デレク・ジーターの偉大さ、大谷翔平の二刀流、野球論、そ

して引退発表直後に子供が誕生したこと…。松井秀喜が、日本のプロ野球からメ

ジャーリーグまで、自身の経験を振り返りながら綴る。 
産経新聞 2015/05/17 

2015:02. / 191p 
978-4-16-394208-7 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784163942087*

 

魅惑の京都ふしぎ発見～通の密かな街歩き!～ 
蒲田 春樹 著 
ＰＨＰ研究所 
歴史に埋もれた縁起や謂れ・薀蓄を知れば、今まで見えなかった世界が見えてく

る。京の橋に秘められた物語や季節を彩るもの、京料理、京ことば、伝統芸能、し

きたりなどを、街を知り尽くした経営コンサルタントが教える。 
産経新聞 2015/05/17 

2015:04. / 231p 
978-4-569-82291-4 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784569822914*

 

エディに別れを告げて(海外文学セレクション) 
エドゥアール・ルイ/ 高橋 啓 著 
東京創元社 
北フランスの工業地帯に生まれた女の子のような少年エディ。壮絶ないじめと極

貧の生活、同性愛体験。彼は家族を、貧しい村を、名前を捨てて高等師範へと進

み、知的な同性愛者となった…。エリート青年が自らの半生を綴る。 
産経新聞 2015/05/17 

2015:04. / 246p 
978-4-488-01657-9 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784488016579*

 

『ロシア原初年代記』を読む～キエフ・ルーシとヨーロッパ、あるいは「ロシアとヨ

ーロッパ」についての覚書～ 
栗生沢 猛夫 著 
成文社 
ロシアの 初期の歴史を検証。キエフ・ルーシの歴史を西方ヨーロッパとの関係

(東西の道)に重点をおいて見直し、キエフ・ルーシが、それ自体形成途上にあるヨ

ーロッパの一員として、その歴史的歩みを始めたことを示す。 
産経新聞 2015/05/17 

2015:02. / 1054p 
978-4-86520-011-9 
16,000 円〔本体〕+税 

*9784865200119*
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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。 
産経新聞 2015/05/17、朝日新聞 2015/05/17 

2015:04. / 270p 
978-4-480-06826-2 
860 円〔本体〕+税 

*9784480068262*

 

台湾人と日本精神(リップンチェンシン)～日本人よ胸を張りなさい～ 
蔡 焜燦 著 
小学館 
愛日家・蔡焜燦の名作、待望の単行本化！ 
産経新聞 2015/05/23 

2015:04. / 271p 
978-4-09-379872-3 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784093798723*

 

アルジャーノンに花束を 新版(ハヤカワ文庫 NV 1333) 
ダニエル・キイス 著 
早川書房 
幼児なみの知能しかない 32 歳のチャーリイに、知能向上の手術の話が舞いこ

み、白ネズミのアルジャーノンを競争相手に検査を受ける。やがて手術により天才

に変貌したチャーリイだが…。著者追悼の訳者あとがきを付した新版。 
産経新聞 2015/05/23 

2015:03. / 462p 
978-4-15-041333-0 
860 円〔本体〕+税 

*9784150413330*

 

中嶋嶺雄著作選集<1> 現代中国像の原点  
桜美林大学北東アジア総合研究所 
産経新聞 2015/05/24 

2015:04. /  
978-4-904794-61-6 
4,500 円〔本体〕+税 

*9784904794616*

 

京の暖簾と看板 
渡部 巌/ 竹本 大亀 著 
光村推古書院 
京都の街中でみかける、暖簾と看板の写真集。 
産経新聞 2015/05/24 

2015:05. / 191p 
978-4-8381-0527-4 
1,780 円〔本体〕+税 

*9784838105274*

 

社会のしくみ図鑑～イラスト案内～ 
奥澤 朋美/ おおつか のりこ/ 菅原 由美子/ のだ よしこ 著 
玉川大学出版部 
ゴミのリサイクル、円安と円高、選挙、税金などなど身近な社会のしくみ 33 をオシ

ャレなイラストでご案内。小学 4 年生以上向き。 
産経新聞 2015/05/24 

2015:04. / 158p 
978-4-472-40509-9 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784472405099*

 

ばんざいまたね 
萩本 欽一 著 
ポプラ社 
2014 年 3 月、72 歳の時に、ずっと続けてきた明治座の舞台を引退した萩本欽一

が、 後の舞台のこと、お墓のこと、仕事のこと、大学に入ったこと、そしてこれか

らのことを語る。 
産経新聞 2015/05/24 

2015:04. / 242p 
978-4-591-14524-1 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784591145241*
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ポホヨラの調べ～指揮者がいざなう北欧音楽の森～ 
新田 ユリ 著 
五月書房 
シベリウスの深淵、ニルセンの情熱。日本人の心を惹きつける“ポホヨラ(北)の響

き”…。シベリウスの楽曲を中心に、北欧音楽の作品を紹介する。北欧の作曲家

200 人のリストも収録。 
産経新聞 2015/05/24 

2015:04. / 299p 
978-4-7727-0513-4 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784772705134*

 

ブンヤ暮らし三十六年～回想の朝日新聞～ 
永栄 潔 著 
草思社 
朝日新聞紙面はどのような人々のどういう考えに基づき、どう作られているのか。

定年までの三十七年間に、およそ二万本の記事を書き、抜群の筆力と眼力で多く

の社内表彰を受け、優れた“書評子”でもあった著者の回想記。 
産経新聞 2015/05/24 

2015:03. / 334p 
978-4-7942-2118-6 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784794221186*

 

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。 
産経新聞 2015/05/24 

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

*9784344983786*

 

キャパへの追走 
沢木 耕太郎 著 
文藝春秋 
キャパが切り取った現代史の重要場面の現場を訪れ、そこでの経験をキャパの人

生と絡めながら綴り、キャパの写真と、同じようなアングルで撮った写真を掲載す

る。「キャパの十字架」の姉妹編。『文藝春秋』連載をもとに書籍化。 
産経新聞 2015/05/24 

2015:05. / 318p 
978-4-16-390260-9 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784163902609*

 

メディア・モンスター～誰が「黒川紀章」を殺したのか?～ 
曲沼 美恵 著 
草思社 
カプセルホテル、情報化、ノマド…。天才的自己宣伝と未来予測で昭和を駆け抜

けた稀代のメディア・スター、建築家・都市計画家、KUROKAWA KISHO。その

謎にみちた行動の真相に迫る。 
産経新聞 2015/05/30、読売新聞 2015/05/31 

2015:04. / 615p,9p 
978-4-7942-2119-3 
2,700 円〔本体〕+税 

*9784794221193*

 

ルビッチ・タッチ 
ハーマン・G.ワインバーグ/ 宮本 高晴 著 
国書刊行会 
映画史上 も洗練された監督、スクリューボール・コメディの神様、エルンスト・ル

ビッチの魔術的魅力を解き明かす古典的名著、邦訳！ 
産経新聞 2015/05/31 

2015:04. / 517p,15p 
978-4-336-05908-6 
4,500 円〔本体〕+税 

*9784336059086*
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じゃんけん学～起源から勝ち方・世界のじゃんけんまで～ 
稲葉 茂勝 著, 稲葉 茂勝/ こどもくらぶ 編 
今人舎 
誰もが知っている「じゃんけん」のルーツから種類、秘密や勝ち方など多方面から

検証します。また、世界中で行われている「じゃんけん」を国・地域にわけて紹介し

ます。 
産経新聞 2015/05/31 

2015:05. / 54p 
978-4-905530-39-8 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784905530398*

 

日本人が目覚めた国難の日本史 
藤岡 信勝 著 
ビジネス社 
「新しい歴史教科書」執筆者の立場から、その教科書の背景にある歴史観を際立

たせるために、歴史上のいくつかのトピックを選び、対外関係から生じた国難に、

日本はどう対処してきたのかを論じる。 
産経新聞 2015/05/31 

2015:05. / 292p 
978-4-8284-1813-1 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784828418131*

 

きみと地球を幸せにする方法(知のトレッキング叢書) 
植島 啓司 著 
集英社インターナショナル 
日本人の幸福度は、なぜ世界 81 位なのか? 宗教人類学者・植島啓司が、「贈与

する人々」「シェアする人々」「共感する人々」「歓待する人々」というテーマで、こ

れからの社会がどうあるべきか考える。 
産経新聞 2015/05/31 

2015:03. / 189p 
978-4-7976-7266-4 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784797672664*

 

栄養素キャラクター図鑑～たべることがめちゃくちゃ楽しくなる!～ 
田中 明/ 蒲池 桂子/ いとう みつる 著 
日本図書センター 
きほん栄養素をキャラクター化して紹介。それぞれの栄養素の役割、含まれる食

べ物、適切なとり方などがわかる。女子栄養大学栄養クリニックとのコラボで誕生し

た、大人も子どもも楽しめる“オモシロ”図鑑。 
産経新聞 2015/05/31 

2014:11. / 79p 
978-4-284-20313-5 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784284203135*

 

中国人とアメリカ人～自己主張のビジネス術～(文春新書 1025) 
遠藤 滋 著 
文藝春秋 
今や中国、アメリカの二大国と関係せずして成功はできない。では、彼らとどう付き

合えばチャンスの道は拓けるのか? 彼らの「攻略法」とは? 両国で商社マンとして

活躍した著者の豊富な経験と事例による体験的ビジネス論。 
産経新聞 2015/05/31 

2015:05. / 238p 
978-4-16-661025-9 
780 円〔本体〕+税 

*9784166610259*

 

火山入門～日本誕生から破局噴火まで～(NHK 出版新書 461) 
島村 英紀 著 
ＮＨＫ出版 
110 もの活火山が存在する火山大国・日本。列島誕生、地形形成、気候変動との

かかわりから、東日本大震災をはるかに超える被害をもたらす超巨大噴火の可能

性まで、第一人者が丁寧かつわかりやすく解説する。 
産経新聞 2015/05/31、朝日新聞 2015/05/31 

2015:05. / 205p 
978-4-14-088461-4 
740 円〔本体〕+税 

*9784140884614*
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あなたが消えた夜に 
中村 文則 著 
毎日新聞出版 
ある町で突如発生した連続通り魔殺人事件。所轄の刑事・中島と捜査一課の女

刑事・小橋は“コートの男”を追う。しかし事件は、さらなる悲劇の序章に過ぎなか

った…。『毎日新聞』夕刊連載を加筆・調整し単行本化。 
産経新聞 2015/05/31、毎日新聞 2015/05/31 

2015:05. / 431p 
978-4-620-10817-9 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784620108179*

 

にっぽんフクシマ原発劇場 
八木澤 高明 著 
現代書館 
福島第一原発の事故により、命を絶った者もいれば、泣いた者、故郷を失った

者、中には笑った者もいる…。悲喜こもごも、千差万別。2011 年 4 月から 2014 年

12 月まで、著者の見た福島の現実を、写真と共に描く。 
中日新聞・東京新聞 2015/05/24 

2015:04. / 285p 
978-4-7684-5758-0 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784768457580*

 

それでもボクは会議で闘う～ドキュメント刑事司法改革～ 
周防 正行 著 
岩波書店 
映画「それでもボクはやってない」で日本の刑事裁判の不条理を描いた監督が、

法制審議会「新時代の刑事司法制度特別部会」の委員に選ばれた。えん罪をなく

すための改革を求めて闘った日々を綴る。『at プラス』掲載を書籍化。 
中日新聞・東京新聞 2015/05/24 

2015:04. / 17p,226p,9p 
978-4-00-023729-1 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784000237291*

 

ちいさいモモちゃん(講談社文庫 ま 2-31) 
松谷 みよ子 著 
講談社 
朝日新聞 2015/05/10 

2011:11. / 276p 
978-4-06-277088-0 
552 円〔本体〕+税 

*9784062770880*

 

自伝じょうちゃん(朝日文庫 ま 33-1） 
松谷 みよ子 著 
朝日新聞出版 
朝日新聞 2015/05/10 

2011:12. / 271p 
978-4-02-264640-8 
730 円〔本体〕+税 

*9784022646408*

 

モモちゃんとアカネちゃん(講談社文庫 ま 2-32) 
松谷 みよ子 著 
講談社 
朝日新聞 2015/05/10 

2011:12. / 293p 
978-4-06-277148-1 
552 円〔本体〕+税 

*9784062771481*

 

ショッピングモールの法哲学～市場、共同体、そして徳～ 
谷口 功一 著 
白水社 
郊外的公共性とは何か? 
朝日新聞 2015/05/10 

2015:02. / 204p,30p 
978-4-560-08410-6 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784560084106*
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東京ブギウギと鈴木大拙 
山田 奨治 著 
人文書院 
親子の知られざる波瀾の人生の物語 
朝日新聞 2015/05/10 

2015:04. / 249p 
978-4-409-41081-3 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784409410813*

 

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 
朝日新聞 2015/05/10 

2015:03. / 7p,223p,5p 
978-4-623-07189-0 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784623071890*

 

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 
朝日新聞 2015/05/10 

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

*9784757143425*

 

なぜ書きつづけてきたかなぜ沈黙してきたか～済州島四・三事件の記憶と文学

～ 増補(平凡社ライブラリー 828) 
金 石範/ 金 時鐘 著, 文 京洙 編 
平凡社 
14 年ぶりに在日を代表する作家が語りあう 
朝日新聞 2015/05/10 

2015:04. / 331p 
978-4-582-76828-2 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784582768282*

 

ランド 1(モーニング KC) 
山下 和美 著 
講談社 
その村では人は必ず 50 歳で死を迎える。『天才 柳沢教授の生活』『不思議な少

年』の山下和美の 新作にして新境地。 
朝日新聞 2015/05/10 

2015:04. / 368p 
978-4-06-388402-9 
900 円〔本体〕+税 

*9784063884029*

 

反歴史論(講談社学術文庫 2293) 
宇野 邦一 著 
講談社 
歴史から逃れられる者は誰もいない。今も歴史観をめぐる闘争に翻弄され続けて

いる私たちが、歴史に支配されずに歴史を考えるには？ 
朝日新聞 2015/05/10 

2015:04. / 296p 
978-4-06-292293-7 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784062922937*

 

民話の世界(講談社学術文庫 2251) 
松谷 みよ子 著 
講談社 
赤神と黒神、福の神と貧乏神、つつじのむすめ、小泉小太郎。民話の採録・再話

に長く取り組んだ児童文学者が描き出す〈語り〉の世界。 
朝日新聞 2015/05/10 

2014:08. / 237p 
978-4-06-292251-7 
840 円〔本体〕+税 

*9784062922517*
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ムスリム同胞団の思想～ハサン・バンナー論考集～<上>(イスラーム原典叢書) 
ハサン・バンナー/ 北澤 義之/ 高岡 豊/ 横田 貴之 著 
岩波書店 
エジプトを中心として中東地域に大きな影響力を有する、ムスリム同胞団。その創

設者ハサン・バンナーの論文・講演を集成する。上は、「我々の教宣」「ジハード

論」など全 11 篇を収載。 
朝日新聞 2015/05/10 

2015:03. / 9p,283p 
978-4-00-028419-6 
8,600 円〔本体〕+税 

*9784000284196*

 

世界の美しい館 
パイインターナショナル 
細部にいたるまできらびやかな装飾を施した壁、天井、シャンデリア、椅子、ベッド

…。古今東西の王侯貴族たちが暮らした城・宮殿・別荘などを取り上げ、内部を中

心に美しい写真で紹介します。 
朝日新聞 2015/05/10 

2015:03. / 191p 
978-4-7562-4614-1 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784756246141*

 

科学の危機(集英社新書 0782) 
金森 修 著 
集英社 
真理の探究が、利益の追求に。科学史と思想史を手がかりに、<科学の古典的規

範>がいかに崩壊したかを明らかにする。危機に瀕する科学に対し、どこに問題の

本質があるのか核心を突く画期的論考。 
朝日新聞 2015/05/10 

2015:04. / 238p 
978-4-08-720782-8 
760 円〔本体〕+税 

*9784087207828*

 

エニグマ アラン・チューリング伝<上> 
アンドルー・ホッジス 著 
勁草書房 
イギリスの数学者アラン・チューリング。史上 強の暗号解読者、コンピュータ科学

の創始者としての彼と、その後の数奇な人生を描いた評伝。2015 年 3 月公開映

画「イミテーション・ゲーム」の原作。 
朝日新聞 2015/05/10 

2015:02. / 32p,412p 
978-4-326-75053-5 
2,700 円〔本体〕+税 

*9784326750535*

 

電車道 
磯崎 憲一郎 著 
新潮社 
男はある晩、家族を残して家を出た。また別の男は突然、選挙に立候補する-。鉄

道開発を背景に、そこに流れた百年の時間と、絶えまなく続いてきた人間の営み

を活写した長篇小説。『新潮』連載を単行本化。 
朝日新聞 2015/05/10 

2015:02. / 248p 
978-4-10-317712-8 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784103177128*

 

ああ、ウイグルの大地 
アフメットジャン・オスマン/ ムカイダイス/ 河合 眞 著 
左右社 
ウイグル現代詩の先導者による、政治、宗教、人種、国境など全てを越えた人類

の根源的な本質と自由について詠いあげた詩集。長年に渡ってアラブ世界とウイ

グルで出版した詩の中から抜粋し、日本語に翻訳。 
朝日新聞 2015/05/10 

2015:04. / 123p 
978-4-86528-111-8 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784865281118*
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ドメスティック・バイオレンスと民間シェルター～被害当事者支援の構築と展開～ 
小川 真理子 著 
世織書房 
なぜ DV 被害者には民間による支援が必要なのか。草の根の女性たちが開設し

た民間のシェルターを、その運営や支援、運動、行政との連携などの視点から多

角的に考察し、民間シェルターの役割と今後の方向性をさぐる。 
朝日新聞 2015/05/10 

2015:02. / 11p,360p,24p 
978-4-902163-76-6 
4,200 円〔本体〕+税 

*9784902163766*

 

ラ・ミッション～軍事顧問ブリュネ～ 
佐藤 賢一 著 
文藝春秋 
江戸幕府に招聘され、幕府の精鋭部隊「伝習隊」を近代的に鍛え上げたフランス

軍事顧問団。彼らは母国からの帰還命令に背き、教え子たちとともに、戊辰戦争

に身を投じることを決意する。『オール讀物』掲載を単行本化。 
朝日新聞 2015/05/10 

2015:02. / 438p 
978-4-16-390213-5 
1,850 円〔本体〕+税 

*9784163902135*

 

竜の子太郎(児童文学創作シリーズ)  
松谷 みよ子/ 田代 三善 著 
講談社 
「おかあさーん、竜の子太郎がきたよ。顔を見せてくろー」 竜になった母をたずね

て、竜の子太郎は長く苦しい旅に。山こえ谷こえ大冒険のすえにめぐりあった母は

…。雄大なスケールで日本の民話を再創造した古典的名作。 
朝日新聞 2015/05/10 

2006:07. / ２０９ｐ 
978-4-06-213534-4 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784062135344*

 

詩と死をむすぶもの～詩人と医師の往復書簡～(朝日文庫 た 46-3) 
谷川 俊太郎/ 徳永 進 著 
朝日新聞出版 
死を目前にした人は、何を思い、語るだろうか…。ホスピスに携わる医師が臨床の

エピソードを手紙に託し、詩人は詩と散文で応える。深い考察とユーモアに溢れ

た、心震える 2 年間の往復書簡。「七年後の往復書簡」も収録。 
朝日新聞 2015/05/10 

2015:03. / 243p 
978-4-02-264768-9 
640 円〔本体〕+税 

*9784022647689*

 

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。 
朝日新聞 2015/05/10 

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

*9784163902296*

 

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。 
朝日新聞 2015/05/10 

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

*9784121023117*
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シカマル秘伝～闇の黙に浮ぶ雲～(JUMP J BOOKS) 
岸本 斉史/ 矢野 隆 著 
集英社 
戦後、各地で忍が大量に失踪する事件が発生。消えた忍が向かうのは謎めいた

新興国「黙(しじま)の国」。シカマルは、その国の長を暗殺する任務に就く。原作

のその後を描く「NARUTO 秘伝」シリーズ第 2 弾。カード付き。 
朝日新聞 2015/05/10 

2015:03. / 222p 
978-4-08-703347-2 
650 円〔本体〕+税 

*9784087033472*

 

すごい!日本の食の底力～新しい料理人像を訪ねて～(光文社新書 750) 
辻 芳樹 著 
光文社 
辻調グループ代表が、日本の食の先駆者たちを徹底取材。食材王国・北海道の

料理塾塾長、シェフと密接な関係を構築するいわき市の名物生産農家など、日本

を元気にする新世代たちの試みを知れば、これからの食の形が見えてくる! 
朝日新聞 2015/05/10 

2015:04. / 236p 
978-4-334-03853-3 
780 円〔本体〕+税 

*9784334038533*

 

昭和一〇年代の文学場を考える～新人・太宰治・戦争文学～ 
松本 和也 著 
立教大学出版会 
アジア・太平洋戦争期と重なる昭和 10 年代の文学。特定の作家・作品・トピックに

とどまらず、それらを取り囲む諸条件ごと同時代の視座から練りあげた問題構成

に、メディア調査、言説分析、テクスト読解をクロスさせて論じる。 
朝日新聞 2015/05/10 

2015:03. / 3p,530p,4p 
978-4-901988-29-2 
6,800 円〔本体〕+税 

*9784901988292*

 

大人になるっておもしろい?(岩波ジュニア新書 801) 
清水 真砂子 著 
岩波書店 
自分を信じきれず、個性や“らしさ”を探しながらも一方で人と違わないことに心を

砕く若者たち。そんな 10 代に魂を揺さぶる数々の物語を通して悩むこと、傷つく

ことを怖れず、もっと伸びやかに自由に生きようと呼びかける。 
朝日新聞 2015/05/10 

2015:04. / 6p,232p 
978-4-00-500801-8 
840 円〔本体〕+税 

*9784005008018*

 

赤毛のアン(新潮文庫)  
モンゴメリ 著 
新潮社 
ちょっとした手違いから、グリン・ゲイブルスの老兄妹に引き取られたやせっぽちの

孤児アン。初めは戸惑っていた 2 人も、明るいアンを愛するようになり、夢のように

美しいプリンス・エドワード島の自然の中で、アンは少女から乙女へと成長してゆく

――。愛に飢えた、元気な人参あたまのアンが巻き起す愉快な事件の数々に、人

生の厳しさと温かい人情が織りこまれた永遠の名作。 
朝日新聞 2015/05/10 

2008:02. / 529p 
978-4-10-211341-7 
670 円〔本体〕+税 

*9784102113417*

 

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。 
朝日新聞 2015/05/10、東京・中日新聞 2015/05/24 

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

*9784163902494*
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人工知能は人間を超えるか～ディープラーニングの先にあるもの～(角川 EPUB
選書 021) 
松尾 豊 著 
KADOKAWA 
グーグルやフェイスブックが開発にしのぎを削る人工知能。日本トップクラスの研

究者の一人である著者が、 新技術「ディープラーニング」とこれまでの知的格闘

を解きほぐし、知能とは何か、人間とは何かを問い直す。 
朝日新聞 2015/05/10、読売新聞 2015/05/17 

2015:03. / 263p 
978-4-04-080020-2 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784040800202*

 

下中彌三郎～アジア主義から世界連邦運動へ～ 
中島 岳志 著 
平凡社 
平凡社創業者の思想に迫る本格評伝 
朝日新聞 2015/05/10、日本経済新聞 2015/05/10 

2015:03. / 383p 
978-4-582-82474-2 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784582824742*

 

友は野末に～九つの短篇～ 
色川 武大 著 
新潮社 
「博打も人生も、九勝六敗のヤツが一番強い」と教えてくれた作家がいた-。途方も

ない屈託と優しさを抱え込んだ作家・色川武大の私小説名品集。立川談志、嵐山

光三郎との対談、色川孝子のインタビューも収録。 
朝日新聞 2015/05/10、毎日新聞 2015/05/31 

2015:03. / 251p 
978-4-10-331105-8 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784103311058*

 

マリー・アントワネット～華麗な遺産がかたる王妃の生涯～ 
エレーヌ・ドラレクス/ アレクサンドル・マラル/ ニコラ・ミロヴァノヴィチ/ 岩澤 雅利 
著 
原書房 
肖像画、建物、室内装飾、工芸品、服飾品から書簡類にいたるまで、300 点以上

の図版を通して、王妃の生涯をたどった決定版。 
朝日新聞 2015/05/17 

2015:03. / 220p 
978-4-562-05141-0 
5,000 円〔本体〕+税 

*9784562051410*

 

哲子の部屋<3> “本当の自分”って何? 
NHK『哲子の部屋』制作班/ 千葉 雅也 著 
河出書房新社 
NHK E テレの哲学番組の書籍版を 3 巻同時刊行。第 3 巻は千葉雅也が語る

「『変態』の哲学」。60 分で「自分」が変わる！！ 
朝日新聞 2015/05/17 

2015:05. / 97p 
978-4-309-24707-6 
980 円〔本体〕+税 

*9784309247076*

 

空飛ぶ円盤が墜落した町へ(河出文庫 さ 32-1) 
佐藤 健寿 著 
河出書房新社 
『奇界遺産』の著者による世界“奇”行文の傑作！ エリア 51、UFO 墜落現場、南

米の UFO 秘密基地を追う。解説=辛酸なめ子。 
朝日新聞 2015/05/17 

2015:04. / 249p 
978-4-309-41362-4 
820 円〔本体〕+税 

*9784309413624*
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中高年ブラック派遣～人材派遣業界の闇～(講談社現代新書 2314) 
中沢 彰吾 著 
講談社 
人材派遣が生んだ奴隷労働の実態を伝える衝撃ルポ。規制緩和による歪んだ労

働市場の現実。労働者をモノ扱いする政府の欺瞞を暴く！ 
朝日新聞 2015/05/17 

2015:04. / 248p 
978-4-06-288314-6 
800 円〔本体〕+税 

*9784062883146*

 

哲子の部屋<1> 哲学って、考えるって何? 
NHK『哲子の部屋』制作班/ 國分 功一郎 著 
河出書房新社 
NHK E テレの哲学番組の書籍版を 3 巻同時刊行。第 1 巻は、國分功一郎の人

生を楽しくする哲学。60 分で 「概念」がわかる！！ 
朝日新聞 2015/05/17 

2015:05. / 101p 
978-4-309-24705-2 
980 円〔本体〕+税 

*9784309247052*

 

「人間の安全保障」論～グローバル化と介入に関する考察～(サピエンティア 
17) 
メアリー・カルドー/ 山本 武彦/ 宮脇 昇/ 野崎 孝弘 著 
法政大学出版局 
国家対国家の戦争から一人ひとりの人間の生存と安全な生活を国際社会全体が

保障する安全保障観へのパラダイム転換について考察する。 
朝日新聞 2015/05/17 

2011:03. / 14,332p 
978-4-588-60317-4 
3,600 円〔本体〕+税 

*9784588603174*

 

パナソニック人事抗争史～ドキュメント～ 
岩瀬 達哉 著 
講談社 
人事がおかしくなるとき、会社もおかしくなる。巨艦パナソニック凋落の原因は、人

事抗争だった。元役員の赤裸々な証言を初公開する。 
朝日新聞 2015/05/17 

2015:04. / 231p 
978-4-06-219470-9 
1,380 円〔本体〕+税 

*9784062194709*

 

哲子の部屋<2> 人はなぜ学ばないといけないの? 
NHK『哲子の部屋』制作班/ 國分 功一郎 著 
河出書房新社 
NHK E テレの哲学番組の書籍版を 3 巻同時刊行。第 2 巻は、國分功一郎が語

る「『学び』の哲学」。60 分でモノの見方が変わる！！ 
朝日新聞 2015/05/17 

2015:05. / 89p 
978-4-309-24706-9 
980 円〔本体〕+税 

*9784309247069*

 

女子会 Quest 1(MF コミックス フラッパーシリーズ) 
椎名 聰 著 
KADOKAWA 
鎧で身を包んだ、少女の名は伝説の近衛騎士クロエ。あらゆる敵から王を護る任

をうけた少女は、おとずれた主要国首脳会議で予期せぬ扉をひらく―!! 
朝日新聞 2015/05/17 

2015:04. / 138p 
978-4-04-067299-1 
514 円〔本体〕+税 

*9784040672991*

 

大瀧詠一 Writing & Talking 
大瀧 詠一 著 
白夜書房 
大瀧詠一の文章、エッセイ、評論、コラム、インタヴュー、対談、コメント、ライナー・

ノーツ等を集大成。Mr.ナイアガラ、大瀧詠一の思考と軌跡の全貌を伝える一冊。 
朝日新聞 2015/05/17 

2015:03. / 908p 
978-4-86494-048-1 
4,500 円〔本体〕+税 

*9784864940481*
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家族という病(幻冬舎新書 し-10-1) 
下重 暁子 著 
幻冬舎 
日本人の多くが「一家団欒」という言葉にあこがれ、そうあらねばならないという呪

縛にとらわれている。なぜ「家族」は美化されるのか。家族の実態をえぐりつつ、

「家族とは何か」を提起する。 
朝日新聞 2015/05/17 

2015:03. / 177p 
978-4-344-98376-2 
780 円〔本体〕+税 

*9784344983762*

 

ヘンな論文 
サンキュータツオ 著 
KADOKAWA 
珍論文ハンターのサンキュータツオが、人生の貴重な時間の多くを一見無駄な研

究に費やしている研究者たちの大まじめな珍論文を、芸人の嗅覚で突っ込みな

がら解説する、知的エンターテインメント本！ 
朝日新聞 2015/05/17 

2015:03. / 223p 
978-4-04-653341-8 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784046533418*

 

ブレイクアウト・ネーションズ～「これから来る国」はどこか?～(ハヤカワ文庫 NF 
429) 
ルチル・シャルマ/ 鈴木 立哉 著 
早川書房 
今後ますます繁栄する国、あるいは没落する国はどこか? モルガン・スタンレーで

250 億ドルを運用する投資のプロが、20 カ国を超える新興諸国をつぶさに歩き、

次に急伸する国々を徹底予想する。 
朝日新聞 2015/05/17 

2015:04. / 486p 
978-4-15-050429-8 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784150504298*

 

ウィーン大学生フロイト～精神分析の始点～(中公叢書) 
金関 猛 著 
中央公論新社 
フロイトは、いかにしてフロイトになったのか? 実証的科学主義の洗礼を受けた大

学生時代に焦点を当て、そこで出会った学問や交流を精査、また、当時発表した

論文から精神分析創始に至る萌芽を見出す。 
朝日新聞 2015/05/17 

2015:03. / 287p 
978-4-12-004690-2 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784120046902*

 

人工授精の近代～戦後の「家族」と医療・技術～ 
由井 秀樹 著 
青弓社 
非配偶者間人工授精=AID はどういった経緯で始められ、家族像とどう向き合っ

てきたのだろうか。明治から 1960 年代までの不妊医療技術史を追いながら、戦後

の「家族」という概念の変容を見定める。 
朝日新聞 2015/05/17 

2015:03. / 304p 
978-4-7872-3385-1 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784787233851*

 

米中衝突を避けるために～戦略的再保証と決意～ 
ジェームズ・スタインバーグ/ マイケル・E.オハンロン/ 村井 浩紀/ 平野 登志雄 
著 
日本経済新聞出版社 
米国、中国はアジア太平洋における主導権をめぐって衝突するのか? 米中両国

のそれぞれの戦略・戦略文化・軍事力を詳細に検証。紛争要因を明らかにし、両

国の軍事的衝突を回避するための道筋を提示する。 
朝日新聞 2015/05/17 

2015:01. / 385p 
978-4-532-16949-7 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784532169497*
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ちきばんにゃー 
きくち ちき 著 
学研教育出版 
「ちきばん、ちきばん」の掛け声とともに元気よく行進する女の子と動物たち。どん

どん行進していくと、大きな大きな猫が現れて…。ダイナミックな版画の絵の迫力と

音楽を感じるリズミカルなことばが楽しい絵本。 
朝日新聞 2015/05/17 

2014:09. / [40p] 
978-4-05-204028-3 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784052040283*

 

ひとかどの父へ 
深沢 潮 著 
朝日新聞出版 
幼くして生き別れた、憧れの父が在日朝鮮人? ある日突然知った事実に衝撃を

受けた朋美は…。「愛せない自分」と向き合う女性を描く、著者渾身の物語。

『FeelLove』連載を大幅に加筆修正して単行本化。 
朝日新聞 2015/05/17 

2015:04. / 239p 
978-4-02-251276-5 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784022512765*

 

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。 
朝日新聞 2015/05/17 

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

*9784163902227*

 

タカ派改憲論者はなぜ自説を変えたのか～護憲的改憲論という立場～ 
小林 節 著 
皓星社 
タカ派改憲論者だった著者は、なぜ自説を変えたのか。「自衛隊の海外派兵に疑

義あり」「憲法は権力の濫用を防ぐ道具」など、「生の憲法」学者である著者の「成

長」の跡がわかる、集団的自衛権に関する著作を集成。 
朝日新聞 2015/05/17 

2015:04. / 276p 
978-4-7744-0500-1 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784774405001*

 

平和のための戦争論～集団的自衛権は何をもたらすのか？～(ちくま新書 
1111) 
植木 千可子 著 
筑摩書房 
集団的自衛権の行使を容認し、軍事力を使う基準を緩和した日本。救うに値する

味方とは? 価値を守るために敵を殺せるのか? 「戦争を防ぐ」という固い信念のも

とに、「なぜ戦争が起きるのか」を徹底して分析する。 
朝日新聞 2015/05/17 

2015:02. / 249p,4p 
978-4-480-06814-9 
820 円〔本体〕+税 

*9784480068149*

 

イタリアのしっぽ 
内田 洋子 著 
集英社 
犬や猫、その他諸々の動物たちと人々が、どのように接しているか。動物との暮ら

し方から浮かび上がる人生と心模様を、繊細に描く珠玉のエッセイ 15 篇を収録。

集英社文芸 WEB『レンザブロー』掲載をもとに書籍化。 
朝日新聞 2015/05/17 

2015:05. / 230p 
978-4-08-771608-5 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784087716085*
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嫌われる勇気～自己啓発の源流「アドラー」の教え～ 
岸見 一郎/ 古賀 史健 著 
ダイヤモンド社 
どうすれば人は幸せに生きることができるかという哲学的な問いに、きわめてシン

プルかつ具体的な答えを提示する「アルフレッド・アドラーの思想(アドラー心理

学)」について、青年と哲人の対話形式を用いてまとめる。 
朝日新聞 2015/05/17 

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

*9784478025819*

 

宗教と政治の転轍点～保守合同と政教一致の宗教社会学～ 
塚田 穂高 著 
花伝社 
戦後日本の宗教運動は、どのように、そしてなぜ、政治に関わってきたのか。自民

党政権を支える宗教運動の保守合同から、創価学会=公明党、オウム真理教、幸

福の科学まで、戦後日本社会の難問に実証的宗教社会学者が挑む。 
朝日新聞 2015/05/17 

2015:04. / 393p,18p 
978-4-7634-0731-3 
3,500 円〔本体〕+税 

*9784763407313*

 

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。 
朝日新聞 2015/05/17 

2015:03. / 269p 
978-4-08-781567-2 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784087815672*

 

腸が寿命を決める(集英社新書 0783) 
澤田 幸男/ 神矢 丈児 著 
集英社 
人間の免疫システムの約 80%は腸が担っている。「腸管免疫」のメカニズムや腸

の知られざる機能、様々な病気との関連性をはじめ、腸をきれいにする食生活や

生活習慣、腸の汚れを取りのぞく新しい病気予防法などを紹介する。 
朝日新聞 2015/05/17 

2015:04. / 221p 
978-4-08-720783-5 
740 円〔本体〕+税 

*9784087207835*

 

草木成仏の思想～安然と日本人の自然観～ 
末木 文美士 著 
サンガ 
日本古来の自然観を代表するかのように扱われる「山川草木悉皆成仏」。だが仏

教史上そのような言葉は存在しなかった。「草木成仏論」に向き合った、平安時代

の仏教思想家・安然の著作を読み直し、日本人の自然観の本質に迫る。 
朝日新聞 2015/05/17 

2015:03. / 261p 
978-4-86564-009-0 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784865640090*

 

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 2015/05/17 

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

*9784480432667*
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ライブ講義徹底分析!集団的自衛権 
水島 朝穂 著 
岩波書店 
憲法解釈を逸脱し、集団的自衛権の行使を可能にしようとする安倍政権の違憲

性を証明する白熱講義。「7・1 閣議決定」「安保法制懇報告書」等の主な論点に

即し、過去の重要な答弁や資料を引証して、論拠を徹底的に突き崩す。 
朝日新聞 2015/05/17 

2015:04. / 16p,306p 
978-4-00-024046-8 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784000240468*

 

ノヴェル・イレブン、ブック・エイティーン 
ダーグ・ソールスター/ 村上 春樹 著 
中央公論新社 
ノルウェイ文学界の も刺激的な作家ソールスター。巧妙なストーリーテリング、型

破りな展開、オリジナリティ際立つその小説世界を村上春樹が初めて日本に紹

介。ノルウェイ語で書かれた小説の英語訳からの重訳を試みる。 
朝日新聞 2015/05/17、産経新聞 2015/05/24、読売新聞 2015/05/31、日本経済

新聞 2015/05/31 

2015:04. / 255p 
978-4-12-004712-1 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784120047121*

 

遠すぎた家路～戦後ヨーロッパの難民たち～ 
ベン・シェファード/ 忠平 美幸 著 
河出書房新社 
ナチスなどによる膨大な難民が、戦中から戦後にかけて各地をさまよい逃げた。

巨大な人口移動はいかに戦後をつくったか? 
朝日新聞 2015/05/17、日本経済新聞 2015/05/17 

2015:03. / 625p 
978-4-309-22626-2 
4,700 円〔本体〕+税 

*9784309226262*

 

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 
朝日新聞 2015/05/17、日本経済新聞 2015/05/24 

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

*9784480432650*

 

桂米朝コレクション～上方落語～<１> 四季折々(ちくま文庫)  
桂 米朝 著 
筑摩書房 
朝日新聞 2015/05/24 

2002:09. / ３１９ｐ 
978-4-480-03781-7 
880 円〔本体〕+税 

*9784480037817*

 

桂米朝コレクション～上方落語～<２> 奇想天外(ちくま文庫)  
桂 米朝 著 
筑摩書房 
朝日新聞 2015/05/24 

2002:10. / ３４９ｐ 
978-4-480-03782-4 
880 円〔本体〕+税 

*9784480037824*

 

桂米朝コレクション～上方落語～<３> 愛憎模様(ちくま文庫)  
桂 米朝 著 
筑摩書房 
朝日新聞 2015/05/24 

2002:11. / ３２９ｐ 
978-4-480-03783-1 
880 円〔本体〕+税 

*9784480037831*
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桂米朝コレクション～上方落語～<４> 商売繁盛(ちくま文庫)  
桂 米朝 著 
筑摩書房 
朝日新聞 2015/05/24 

2002:12. / ３３２ｐ 
978-4-480-03784-8 
880 円〔本体〕+税 

*9784480037848*

 

桂米朝コレクション～上方落語～<５> 怪異霊験(ちくま文庫)  
桂 米朝 著 
筑摩書房 
朝日新聞 2015/05/24 

2003:04. / ３０２ｐ 
978-4-480-03823-4 
880 円〔本体〕+税 

*9784480038234*

 

桂米朝コレクション～上方落語～<６> 事件発生(ちくま文庫)  
桂 米朝 著 
筑摩書房 
朝日新聞 2015/05/24 

2003:05. / ３２１ｐ 
978-4-480-03824-1 
880 円〔本体〕+税 

*9784480038241*

 

桂米朝コレクション～上方落語～<７> 芸道百般(ちくま文庫)  
桂 米朝 著 
筑摩書房 
朝日新聞 2015/05/24 

2003:06. / ３０４ｐ 
978-4-480-03825-8 
880 円〔本体〕+税 

*9784480038258*

 

桂米朝コレクション～上方落語～<８> 美味礼賛(ちくま文庫)  
桂 米朝 著 
筑摩書房 
朝日新聞 2015/05/24 

2003:07. / ３１６ｐ 
978-4-480-03826-5 
880 円〔本体〕+税 

*9784480038265*

 

春の数えかた(新潮文庫)  
日高 敏隆 著 
新潮社 
朝日新聞 2015/05/24 

2005:01. / ２３１ｐ 
978-4-10-116471-7 
460 円〔本体〕+税 

*9784101164717*

 

一芸一談(ちくま文庫)  
桂 米朝 著 
筑摩書房 
朝日新聞 2015/05/24 

2007:04. / ３９７ｐ 
978-4-480-42314-6 
820 円〔本体〕+税 

*9784480423146*
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桂米朝(日経ビジネス人文庫)  
桂 米朝 著 
日本経済新聞出版社 
朝日新聞 2015/05/24 

2007:04. / ２６２ｐ 
978-4-532-19393-5 
667 円〔本体〕+税 

*9784532193935*

 

米朝ばなし～上方落語地図～(講談社文庫)  
桂 米朝 著 
講談社 
朝日新聞 2015/05/24 

1984:11. / ４８９ｐ 
978-4-06-183365-4 
781 円〔本体〕+税 

*9784061833654*

 

落語と私(文春文庫)  
桂 米朝 著 
文芸春秋 
朝日新聞 2015/05/24 

1986:03. / ２２２ｐ 
978-4-16-741301-9 
550 円〔本体〕+税 

*9784167413019*

 

盤上のポラリス 1(講談社コミックス月刊マガジン) 
若松 卓宏／木口 糧 著 
講談社 
読めば指したくなる本格チェス漫画始動！白と黒の未知の海、少年を導く北極星

―長崎から始まる盤上青春譚!! 
朝日新聞 2015/05/24 

2015:05. / 192p 
978-4-06-371471-5 
429 円〔本体〕+税 

*9784063714715*

 

長田弘全詩集 
長田 弘 著 
みすず書房 
社会も文化も変容する半世紀に、一筋の柔軟な線を貫いた稀有な詩人、長田

弘。 初の詩集から 50 年、18 冊の詩集、全 471 篇の詩を収録する。書き下ろし

「場所と記憶」も掲載。 
朝日新聞 2015/05/24 

2015:04. / 656p,7p 
978-4-622-07913-2 
6,000 円〔本体〕+税 

*9784622079132*

 

芹沢光治良戦中戦後日記 
芹沢 光治良 著 
勉誠出版 
「人間の運命」の著者、芹沢光治良が残した 1941 年から 1948 年までの克明な日

記。戦中戦後の日本知識人の暮らしと思いがわかる貴重な資料。勝呂奏による詳

細な解説を付す。 
朝日新聞 2015/05/24 

2015:03. / 551p 
978-4-585-29086-5 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784585290865*
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未来のことは未来の私にまかせよう～31 歳で胃がんになったニュースキャスタ

ー～ 
黒木 奈々 著 
文藝春秋 
働く女性ががんになったとき、何を考え、悩み、決断するのか。がん闘病を公表し

た、NHK BS1「国際報道 2015」のキャスター・黒木奈々が綴る、涙と希望と勇気あ

ふれる手記。 
朝日新聞 2015/05/24 

2015:03. / 223p 
978-4-16-390238-8 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784163902388*

 

憲法改正問題資料（全 2 巻） 
渡辺 治 著, 渡辺 治 編 
旬報社 
【戦後 70 年特別企画】私たちは「日本の平和」をどう守り、世界の平和に貢献する

のか。『憲法九条』と『安全保障』を焦点に、戦後 70 年にわたる改正論議の全体

像と変遷がつかめる！ 
朝日新聞 2015/05/24 

2015:04. / 1740p 
978-4-8451-1371-2 
18,000 円〔本体〕+税 

*9784845113712*

 

ラストワルツ 
村上 龍 著 
ベストセラーズ 
不安と貧困、格差時代にどうやって生き延びていくのか? 「衰退と停滞」の国に出

口はあるのか? 作家・村上龍によるサバイバル・エッセイ。「Men's JOKER」連載を

書籍化。 
朝日新聞 2015/05/24 

2015:05. / 204p 
978-4-584-13643-0 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784584136430*

 

虹色と幸運(ちくま文庫 し 49-1) 
柴崎 友香 著 
筑摩書房 
イラストレーターの珠子、大学職員のかおり、雑貨店を始めた夏美。30 代になった

3 人が、人に会い、おしゃべりし、各々の人生を選択していく様を、移りゆく季節を

背景に色鮮やかに描く。 
朝日新聞 2015/05/24 

2015:04. / 317p 
978-4-480-43259-9 
760 円〔本体〕+税 

*9784480432599*

 

職業は武装解除(朝日文庫 せ 9-1) 
瀬谷 ルミ子 著 
朝日新聞出版 
紛争地には兵士以外の職業がない。生き方を選べる環境を届けるために、私は

武器を回収するプロになった…。「武装解除」「平和構築」の専門家が、自らの軌

跡を綴る。文庫版あとがきも収録。 
朝日新聞 2015/05/24 

2015:05. / 230p 
978-4-02-261828-3 
580 円〔本体〕+税 

*9784022618283*

 

写真のボーダーランド～X 線・心霊写真・念写～(写真叢書) 
浜野 志保 著 
青弓社 
流体写真、心霊写真、妖精写真、ダウジング、念写…。写真と現実、科学と疑似

科学の境界を示す 80 点以上の写真とエピソードをちりばめて、その不気味さ・奇

妙さから写真の本質に迫る写真評論。 
朝日新聞 2015/05/24 

2015:03. / 250p 
978-4-7872-7373-4 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784787273734*
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ビジネススクールでは教えてくれないドラッカー(祥伝社新書 409) 
菊澤 研宗 著 
祥伝社 
統計学を乱用した悪しき科学主義により、真の意味を理解されないドラッカー経営

学。「合理的」な経営者が陥る不条理に着目し、ドラッカー本来の哲学的な思考か

ら、現代にも通用する示唆を読み取る。 
朝日新聞 2015/05/24 

2015:04. / 219p 
978-4-396-11409-1 
780 円〔本体〕+税 

*9784396114091*

 

日常に侵入する自己啓発～生き方・手帳術・片づけ～ 
牧野 智和 著 
勁草書房 
近年活況を呈する自己啓発書は、私たちの日常生活をどう変容させ、どのような

生き方へ誘おうとするのか。各年代における過ごし方、手帳術、掃除・片づけ関連

書籍を取り上げ、社会学の観点から考える。 
朝日新聞 2015/05/24 

2015:04. / 9p,303p,31p 
978-4-326-65393-5 
2,900 円〔本体〕+税 

*9784326653935*

 

原子・原子核・原子力～わたしが講義で伝えたかったこと～ 
山本 義隆 著 
岩波書店 
自分で考え、判断し、行動するために-。原子・原子核を基礎から学び、原子力に

ついて理解を深められるよう、科学上の発見や研究の発展を、歴史的にたどりな

がら、やさしい語り口で、ていねいに解説する。 
朝日新聞 2015/05/24 

2015:03. / 8p,241p 
978-4-00-005329-7 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784000053297*

 

セレンディピティと近代医学～独創、偶然、発見の 100 年～(中公文庫 マ 14-1) 
モートン・マイヤーズ/ 小林 力 著 
中央公論新社 
ペニシリン、心臓カテーテル、抗うつ剤、ピロリ菌、バイアグラ…。全て予期せぬ発

見だった! 失敗を飛躍に、偶然を進歩に結びつけた、真に独創的な研究開発の

エピソードを紹介する、ドラマチックな医学の発見史。 
朝日新聞 2015/05/24 

2015:04. / 442p 
978-4-12-206106-4 
1,100 円〔本体〕+税 

*9784122061064*

 

ちょっと今から仕事やめてくる(メディアワークス文庫 き 5-1) 
北川 恵海 著 
KADOKAWA 
ブラック企業でこき使われる隆を事故から救った男、ヤマモト。なぜか親切な彼の

名前で検索したら激務で自殺した男のニュースが――。スカっとできて 後は泣

ける、“すべての働く人たちに贈る、人生応援ストーリー” 
朝日新聞 2015/05/24 

2015:02. / 235p 
978-4-04-869271-7 
530 円〔本体〕+税 

*9784048692717*

 

日本の官能小説～性表現はどう深化したか～(朝日新書 509)  
永田 守弘 著 
朝日新聞出版 
「猟奇」「夫婦生活」「チャタレイ夫人の恋人」「花と蛇」「失楽園」…。官能小説のギ

ラギラの戦後発展史を、官能小説研究の第一人者が、50 年余りの読書歴と蒐集

した資料をもとに検証する。官能小説略年表も掲載。 
朝日新聞 2015/05/24 

2015:03. / 243p,10p 
978-4-02-273609-3 
780 円〔本体〕+税 

*9784022736093*
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沈みゆく大国アメリカ～逃げ切れ!日本の医療～(集英社新書 0785A) 
堤 未果 著 
集英社 
リーマンショック以降、ますます巨大化するウォール街と多国籍企業群の 強タッ

グ。彼らが次に狙うのは、100 兆円規模の日本の医療・介護ビジネスだ。日本の皆

保険制度を脅かすマネーゲームのカラクリを解き明かす。 
朝日新聞 2015/05/24 

2015:05. / 222p 
978-4-08-720785-9 
740 円〔本体〕+税 

*9784087207859*

 

「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。 
朝日新聞 2015/05/24 

2015:03. / 373p 
978-4-478-02930-5 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784478029305*

 

シリーズ環境政策の新地平<1> グローバル社会は持続可能か 
大沼 あゆみ/ 亀山 康子/ 新澤 秀則/ 鷲田 豊明 著, 大沼 あゆみ/ 亀山 

康子/ 新澤 秀則/ 鷲田 豊明/ 森 晶寿 編 
岩波書店 
経済のグローバル化は過去に例のないほどの規模・速度・深刻さで地球環境を悪

化させてきた。地球全体が直面する環境問題を解決し、持続可能に発展していく

ためには何が必要なのか、政策課題は何なのか、分野横断的に論じる。 
朝日新聞 2015/05/24 

2015:05. / 9p,193p 
978-4-00-028791-3 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784000287913*

 

友だちリクエストの返事が来ない午後 
小田嶋 隆 著 
太田出版 
人と人とがたやすくつながってしまう時代、はたして友だちとは何だろうか? 名コラ

ムニストが、自身のコミュニケーション・ブレイクダウンについて考察すると同時に、

他人という地獄に苦しんでいる若い人に対処法を伝える。 
朝日新聞 2015/05/24 

2015:05. / 252p 
978-4-7783-1445-3 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784778314453*

 

いいデザイナーは、見ためのよさから考えない(星海社新書 64) 
有馬 トモユキ 著 
星海社 
仕事のコツはデザインから学べる! 書籍やアニメなど身近な題材を元に、デザイ

ナーの思考プロセスを分解。物事をシンプルに、わかりやすく、使いやすく、安全

にするための創造的なヒントである「デザイン」の効果を解説する。 
朝日新聞 2015/05/24 

2015:04. / 252p 
978-4-06-138562-7 
840 円〔本体〕+税 

*9784061385627*

 

世界はフムフムで満ちている～達人観察図鑑～ 
金井 真紀 著 
皓星社 
何万もの言葉を拾い集めて気づいたのは、まちがっている言葉なんてないというこ

と-。辞書編纂者をはじめ、海女、牛飼い、落語家など、自分の持ち場を丁寧に照

らしている 88 人の達人に会って 88 回キュンとした話をまとめる。 
朝日新聞 2015/05/24 

2015:05. / 189p 
978-4-7744-0602-2 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784774406022*
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編集とはどのような仕事なのか～企画発想から人間交際まで～ 新版 
鷲尾 賢也 著 
トランスビュー 
企画・プロットの立て方、原稿依頼の仕方、人間交際…。画期的な企画を世に送

り続けた名編集者が、編集という仕事の奥義と全体を縦横に語る。基礎から応用

まで全てを披瀝した、現役必携の書。 
朝日新聞 2015/05/24 

2014:10. / 248p 
978-4-7987-0152-3 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784798701523*

 

謎解きヒエロニムス・ボス(とんぼの本) 
小池 寿子 著 
新潮社 
遺された真作はたった 20 点。500 年前に驚異の天国&地獄絵巻を描いた謎多き

画家ヒエロニムス・ボス。恐ろしくも魅惑的なその全作品を、 新研究に基づき読

み解く。全作巡礼 MAP 付き。 
朝日新聞 2015/05/24、毎日新聞 2015/05/31 

2015:04. / 125p 
978-4-10-602258-6 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784106022586*

 

おうだんほどうのムッシュトマーレ 
香坂 直/ フィリケえつこ 著 
小学館 
どこからともなくあらわれる謎の男ムッシュ・トマーレ。心の赤信号を無視してつき

進む人を止めるための、横断歩道の見張り番です。その信号、わたっても大丈夫

ですか? 心がぽっかりする物語集。 
朝日新聞 2015/05/25 

2015:04. / 159p 
978-4-09-289741-0 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784092897410*

 

庭をつくろう! 
ゲルダ・ミューラー/ ふしみ みさを 著 
あすなろ書房 
春、バンジャマンの引っ越してきた家には、広い庭がありました。でも、長いこと空

き家だったので、庭は荒れ放題。すてきな庭をつくるには、どうしたらいいのかな

…? ちいさな園芸家の 1 年間を描いた庭づくり絵本。 
朝日新聞 2015/05/25 

2015:03. / 36p 
978-4-7515-2718-4 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784751527184*

 

ベッツィ・メイとこいぬ 
イーニッド・ブライトン/ ジョーン・G.トーマス/ 小宮 由 著 
岩波書店 
ベッツィ・メイは小さな女の子。でも、気分はおとな! ひとりで手紙を出しにいった

り、迷子のこいぬを助けたり…。ドキドキがいっぱいの、楽しい 9 つのお話を収録

する。 
朝日新聞 2015/05/25 

2015:04. / 133p 
978-4-00-115668-3 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784001156683*

 

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 
朝日新聞 2015/05/31 

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

*9784151200038*
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死都日本(講談社文庫)  
石黒 耀 著 
講談社 
朝日新聞 2015/05/31 

2008:11. / ６３１ｐ 
978-4-06-276195-6 
895 円〔本体〕+税 

*9784062761956*

 

耳刈ネルリ御入学万歳万歳万々歳(ファミ通文庫 い 4-1-1) 
石川 博品 著 
KADOKAWA 
朝日新聞 2015/05/31 

2009:02. / 344p 
978-4-04-730075-0 
620 円〔本体〕+税 

*9784047300750*

 

歴史を変えた火山噴火～自然災害の環境史～(世界史の鏡 環境１） 
石 弘之 著 
刀水書房 
噴火による異常気象を人類史に重ねて検証 
朝日新聞 2015/05/31 

2012:01. / 10p,181p 
978-4-88708-511-4 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784887085114*

 

人びとはなぜ満州へ渡ったのか～長野県の社会運動と移民～(金沢大学人間社

会研究叢書) 
小林 信介 著 
世界思想社 
渡満理由を社会運動弾圧の影響から問い直す 
朝日新聞 2015/05/31 

2015:03. / 4p,209p 
978-4-7907-1657-0 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784790716570*

 

阿蘭陀西鶴 
朝井 まかて 著 
講談社 
江戸の浪華のエンタメ作家・井原西鶴は人間大好き、世間に興味津々なれど、傍

迷惑で数多の騒動を引き起こす。直木賞受賞第１作！ 
朝日新聞 2015/05/31 

2014:09. / 285p 
978-4-06-219141-8 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784062191418*

 

広告を着た野球選手～史上最弱ライオン軍の最強宣伝作戦～ 
山際 康之 著 
河出書房新社 
プロ野球草創期に 3 年半しか存在しなかった幻のライオン軍。だが、その球団経

営は現代のプロ野球の礎を築くユニークなものだった！ 
朝日新聞 2015/05/31 

2015:03. / 270p 
978-4-309-27574-1 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784309275741*

 

明日の狩りの詞の(星海社 FICTIONS イ 5-01) 
石川 博品/ まごまご 著 
星海社 
東京湾に落下した「隕石」が原因で外来宇宙生物が生息する東京都「封鎖区

域」。宇宙生物を狩って、調理して、食う―青春狩猟物語。 
朝日新聞 2015/05/31 

2015:05. / 333p 
978-4-06-139917-4 
1,350 円〔本体〕+税 

*9784061399174*
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よのなかを変える技術～14 歳からのソーシャルデザイン入門～(14 歳の世渡り

術) 
今 一生 著 
河出書房新社 
君の絶望はよのなかを変える希望だ――この世界では必ず誰か困ってる。困難を

解決するための、一番やさしいソーシャルデザイン入門。 
朝日新聞 2015/05/31 

2015:04. / 241p 
978-4-309-61693-3 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784309616933*

 

宇喜多の捨て嫁 
木下 昌輝 著 
文藝春秋 
娘の嫁ぎ先を攻め滅ぼすことも厭わず、下克上で成り上がる戦国大名・宇喜多直

家。その真実の姿とは一体…。ピカレスク歴史小説。『オール讀物』掲載に書き下

ろしを加えて単行本化。 
朝日新聞 2015/05/31 

2014:10. / 349p 
978-4-16-390150-3 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784163901503*

 

書影の森～筑摩書房の装幀 1940-2014～ 
臼田 捷治 著 
みずのわ出版 
筑摩書房の装幀に携わったデザイナー、編集者、社内デザイナーの仕事の紹介

をとおして、出版界のひとつの指標となっている同社の装幀が果たしている役割

を多角度から浮き彫りにする。 
朝日新聞 2015/05/31 

2015:05. / 209p 
978-4-86426-032-9 
10,000 円〔本体〕+税 

*9784864260329*

 

火山噴火～予知と減災を考える～(岩波新書 新赤版)  
鎌田 浩毅 著 
岩波書店 
日本列島には１０８の活火山があり、思いがけない時に噴火しては人間社会を騒

がせる。噴火の災害を科学の力でやり過ごし、火山の恵みを享受する。火山列島

に暮らす心得をやさしく説き明かす。 
朝日新聞 2015/05/31 

2007:09. / ２２５，３ｐ 
978-4-00-431094-5 
780 円〔本体〕+税 

*9784004310945*

 

二葉亭四迷のロシア語翻訳～逐語訳の内実と文末詞の創出～ 
コックリル浩子 著 
法政大学出版局 
ロシア文学の逐語的翻訳を通じて近代日本語文学に革新をもたらした二葉亭四

迷。その貢献の内実を、過去形の文末詞「た」の創出や三人称文体の変遷、後世

への影響に注目して分析した翻訳研究。 
朝日新聞 2015/05/31 

2015:05. / 370p,4p 
978-4-588-47005-9 
5,400 円〔本体〕+税 

*9784588470059*

 

有珠山火の山とともに  
岡田 弘 著 
北海道新聞社 
１９７７年有珠、１９８８年十勝岳、２０００年有珠…。そのとき、現場では何が起きて

いたのか。火の山を見つめ続けた科学者・岡田弘が、自然のメカニズムと予知・防

災の攻防を綴ったドキュメント。 
朝日新聞 2015/05/31 

2008:10. / ３２６ｐ 図版

１６ｐ 
978-4-89453-479-7 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784894534797*
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オフ・ザ・マップ～世界から隔絶された場所～ 
アラステア・ボネット/ 夏目 大 著 
イーストプレス 
地図から消えた幽霊島、まるごと廃墟になった街、権力が及ばない場所、はりぼて

の村、女人禁制の山、CIA の拘留施設、自称「独立国家」…。辺境や地図に載っ

ていない、世界の珍スポットを紹介する。 
朝日新聞 2015/05/31 

2015:03. / 303p 
978-4-7816-1292-8 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784781612928*

 

ぼくらの近代建築デラックス!(文春文庫 ま 24-3) 
万城目 学/ 門井 慶喜 著 
文藝春秋 
人気作家 2 人が、大阪・京都・神戸・横浜・東京の現存する名建築を訪ね歩き、そ

の魅力を語りつくしたルポ対談集。錦業会館、御影公会堂、旧前田侯爵邸など、

傑作が満載。台湾編、特別編を追加して文庫化。 
朝日新聞 2015/05/31 

2015:05. / 325p 
978-4-16-790375-6 
790 円〔本体〕+税 

*9784167903756*

 

時刻表昭和史 増補版 改訂版(角川ソフィア文庫 L122-1) 
宮脇 俊三 著 
KADOKAWA 
二・二六事件の朝も電車を乗り継いで小学校に通い、終戦の日も汽車に乗ってい

た――鉄道紀行の第一人者が、家族の風景と青春の日々を時刻表に重ねて振り

返る体験的昭和史！ 同名の角川文庫版に口絵を新規収録。 
朝日新聞 2015/05/31 

2015:04. / 329p 
978-4-04-409482-9 
960 円〔本体〕+税 

*9784044094829*

 

稼ぐまちが地方を変える～誰も言わなかった 10 の鉄則～(NHK 出版新書 460) 
木下 斉 著 
ＮＨＫ出版 
小さくても確実に稼ぐ「まち会社」をつくり、民間から地域を変えよう! まちおこし業

界の風雲児が、心構えから具体的な事業のつくり方、回し方までを、これからの時

代を生き抜く「10 の鉄則」として紹介する。 
朝日新聞 2015/05/31 

2015:05. / 201p 
978-4-14-088460-7 
740 円〔本体〕+税 

*9784140884607*

 

バタフライ・エフェクト(小学館文庫 ア 4-7) 
カーリン・アルヴテーゲン/ ヘレンハルメ美穂 著 
小学館 
難病に罹り余命宣告された 55 歳のボーディル。彼女は「十代だったあの日、別の

選択をしていれば人生は違っていたのだろうか」と自問自答を繰り返す。やがて彼

女の「あの日」の行為が、時を経て思わぬ悲劇を呼び…。 
朝日新聞 2015/05/31 

2015:05. / 365p 
978-4-09-408837-3 
730 円〔本体〕+税 

*9784094088373*

 

ナチスと精神分析官 
ジャック・エル=ハイ/ 高里 ひろ/ 桑名 真弓 著 
KADOKAWA 
ナチスの心は本当に病んでいたのか？ ニュルンベルク裁判に先立ちゲーリング

など 高幹部を診断した米軍医が見た「悪の正体」とは? 戦後 70 年間埋もれて

いた記録を発掘した迫真のノンフィクション！ 映画化決定 
朝日新聞 2015/05/31 

2015:03. / 340p 
978-4-04-731712-3 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784047317123*
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富士山大噴火が迫っている！～最新科学が明かす噴火シナリオと災害規模～

(知りたい！サイエンス)  
小山 真人 著 
技術評論社 
いつ大爆発を起こしてもおかしくない富士山。火山としての富士山のなりたちや噴

火の歴史、将来の噴火予測と防災対策、そして富士山という火山が普段から人々

に与えてくれている恵みについて、やさしく総合的に解説する。 
朝日新聞 2015/05/31 

2008:12. / １９９ｐ 
978-4-7741-3706-3 
1,580 円〔本体〕+税 

*9784774137063*

 

シフト&ショック～次なる金融危機をいかに防ぐか～ 
マーティン・ウルフ/ 遠藤 真美 著 
早川書房 
2007 年以前から進んでいた世界経済の「シフト」、そして金融危機が各国にもたら

した「ショック」。金融業界は次のバブルを防ぐために何をすべきなのか。『フィナン

シャル・タイムズ』の経済論説主幹が徹底検証する。 
朝日新聞 2015/05/31 

2015:04. / 494p 
978-4-15-209535-0 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784152095350*

 

後宮楽園球場～ハレムリーグ・ベースボール～(集英社スーパーダッシュ文庫 
い 7-1) 
石川 博品 著 
集英社 
大白日帝国は、野球の巡業で身を立てていた白日人が興した国。皇帝暗殺を胸

に秘める少年・海功は少女に扮して後宮(ハレム)の一員となる。そこで彼が見たも

のは、美少女たちが“野球”で皇帝の寵愛を争う熱狂の楽園で…。 
朝日新聞 2015/05/31 

2013:12. / 315p 
978-4-08-630767-3 
640 円〔本体〕+税 

*9784086307673*

 

幻燈スライドの博物誌～プロジェクション・メディアの考古学～ 
土屋 紳一/ 大久保 遼/ 遠藤 みゆき 著, 早稲田大学坪内博士記念演劇博物

館 編 
青弓社 
「映画以前」に日本に存在した特異なプロジェクション・メディアの数々。早稲田大

学坪内博士記念演劇博物館のコレクションから厳選した写し絵や幻燈、マジック・

ランタンの図版を、専門家の解説とともにフルカラーで収録。 
朝日新聞 2015/05/31 

2015:04. / 179p 
978-4-7872-7372-7 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784787273727*

 

魔法使いは完全犯罪の夢を見るか?(文春文庫 ひ 23-2) 
東川 篤哉 著 
文藝春秋 
若手刑事・小山田聡介は、椿木綾乃警部に蹴られることを楽しみとするド M のキ

レ者。彼がおもむく殺人現場にたびたび現れる美少女は、なんと魔法使いで…。

全 4 篇を収録。本格ミステリと魔法が融合を遂げたシリーズ第 1 弾。 
朝日新聞 2015/05/31 

2015:04. / 322p 
978-4-16-790337-4 
550 円〔本体〕+税 

*9784167903374*

 

あそぶ神仏～江戸の宗教美術とアニミズム～(ちくま学芸文庫 ツ 7-4) 
辻 惟雄 著 
筑摩書房 
アニミズム的感性に裏打ちされた力強く鮮烈な表現は、正統的な宗教美術とは一

線を画す、異次元の美の宇宙を形づくっている。「奇想」の発見で日本美術史を

塗り替えた眼の革命家が、宗教美術のもうひとつの水脈の核心に迫る。 
朝日新聞 2015/05/31 

2015:04. / 255p 
978-4-480-09661-6 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784480096616*
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物語で読む日本の刀剣 150(イースト新書 Q Q002) 
かみゆ歴史編集部 編 
イーストプレス 
刀匠たちの手によって生み出された名刀たち。源頼光が酒呑童子を退治したとい

われる「童子切安綱」、土方歳三の愛刀「和泉守兼定」等、逸話の数々を網羅。現

存する名刀のカラービジュアルや刀剣基礎知識もあわせて紹介する。 
朝日新聞 2015/05/31 

2015:05. / 206p 図 版
16p 
978-4-7816-8002-6 
860 円〔本体〕+税 

*9784781680026*

 

植物はすごい～生き残りをかけたしくみと工夫～(中公新書 2174) 
田中 修 著 
中央公論新社 
アジサイやキョウチクトウ、アサガオなど毒をもつ意外な植物たち、長い年月をか

けて巨木を枯らすシメコロシノキ、かさぶたをつくって身を守るバナナなど、植物の

もつさまざまなパワーを紹介し、その“すごさ”をやさしく解説。 
朝日新聞 2015/05/31 

2012:07. / 3p,236p 
978-4-12-102174-8 
840 円〔本体〕+税 

*9784121021748*

 

桜島噴火記～住民ハ理論ニ信頼セズ…～ 
柳川 喜郎 著 
南方新社 
東桜島小学校校庭に立つ桜島爆発記念碑に刻まれた「住民ハ理論ニ信頼セズ」

の由来をめぐって、当時の鹿児島県立測候所長鹿角義介に焦点を当てつつ、

1914 年の桜島大正噴火前後の様子を克明に描く。見返しに桜島噴火図あり。 
朝日新聞 2015/05/31 

2014:01. / 8p,313p 
978-4-86124-289-2 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784861242892*

 

四人制姉妹百合物帳(星海社文庫 イ 4-01) 
石川 博品/ まごまご 著 
星海社 
有名なお嬢様学校のサロンと呼ばれる友愛組織。そこに集う生徒たちは、姉妹の

ように睦み合う。参加を希望する 1 年生の多恵は、サロン入会の条件である秘密

の試験を受けることになるのだが…。同名の同人誌を加筆修正し書籍化。 
朝日新聞 2015/05/31 

2014:12. / 313p 
978-4-06-138978-6 
840 円〔本体〕+税 

*9784061389786*

 

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。 
朝日新聞 2015/05/31 

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

*9784006032814*

 

火山と地震の国に暮らす 
鎌田 浩毅 著 
岩波書店 
正しく知ることが身を守る! 地球科学を専門とし、火山についての研究を行う著者

が、自然と人間のよい関係、科学と人間のあるべき姿、そして巨大災害から身を守

るための情報を、平易な言葉で語る。 
朝日新聞 2015/05/31 

2011:07. / 12p,183p,3p 
978-4-00-005210-8 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784000052108*
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森は知っている 
吉田 修一 著 
幻冬舎 
17 歳には、まだなにも分からない。過酷な運命に翻弄されながらも、真っさらな白

い地図を胸に抱き、大空へと飛翔した少年の冒険が、いま始まる-。ささやかでも

確かな“希望”を明日へと?ぐ長篇。 
朝日新聞 2015/05/31、読売新聞 2015/05/31 

2015:04. / 332p 
978-4-344-02754-1 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784344027541*

 

忘れられた巨人 
カズオ・イシグロ/ 土屋 政雄 著 
早川書房 
老夫婦は息子との再会を信じて、長年暮らした村を後にする。さまざまな人々に

出会いながら荒れ野を渡り、森を抜け、謎の霧に満ちた大地を旅するふたりを待

つものとは…。失われた記憶や愛、戦いと復讐のこだまを静謐に描く。 
朝日新聞 2015/05/31、読売新聞 2015/05/31、毎日新聞 2015/05/31 

2015:04. / 415p 
978-4-15-209536-7 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784152095367*

 

ヘイト・スピーチという危害 
ジェレミー・ウォルドロン/ 谷澤 正嗣/ 川岸 令和 著 
みすず書房 
ヘイト・スピーチは社会の何を壊すのか。日本と同じくヘイト・スピーチの規制のな

いアメリカの議論や判例を紹介し、ヘイト・スピーチの定義、その問題点、法的規

制の根拠、そしてヘイト・スピーチの「危害」を明らかにする。 
朝日新聞 2015/05/31、日本経済新聞 2015/05/31 

2015:04. / 293p,43p 
978-4-622-07873-9 
4,000 円〔本体〕+税 

*9784622078739*

 

百年の風貌～新藤監督との対話～ 
小野 民樹 著 
芸術新聞社 
人間の業を描き尽くさんとした映画人生-。巨匠・新藤兼人監督と長年におよぶ交

流を続けた著者が、その素顔と魅力とともに、映画という芸術を極めようとする老い

の奮闘の姿を語る。 
東京・中日新聞 2015/05/03 

2015:02. / 265p 
978-4-87586-430-1 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784875864301*

 

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

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

描く。『文學界』掲載を書籍化。 
東京・中日新聞 2015/05/03 

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

*9784163902210*

 

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。 
東京・中日新聞 2015/05/03 

2015:03. / 339p 
978-4-344-98375-5 
980 円〔本体〕+税 

*9784344983755*
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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 
東京・中日新聞 2015/05/03、朝日新聞 2015/05/31 

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

*9784623073603*

 

サイエンス異人伝～科学が残した「夢の痕跡」～(ブルーバックス B-1908) 
荒俣 宏 著 
講談社 
近代科学が成立するまでには「マジで」と思えるドラマの連続。眼鏡の発明、飛行

機、ロケットの開発など正に空想と現実の闘いだった！ 
東京・中日新聞 2015/05/10 

2015:03. / 428p 
978-4-06-257908-7 
1,280 円〔本体〕+税 

*9784062579087*

 

「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。 
東京・中日新聞 2015/05/10 

2015:03. / 342p 
978-4-7987-0156-1 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784798701561*

 

いま、松下竜一を読む～やさしさは強靱な抵抗力となりうるか～ 
下嶋 哲朗 著 
岩波書店 
その「やさしさ」は、恐ろしすぎるほどだった 
東京・中日新聞 2015/05/10、東京・中日新聞 2015/05/17 

2015:03. / 8p,232p,4p 
978-4-00-061031-5 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784000610315*

 

葬送の仕事師たち 
井上 理津子 著 
新潮社 
尊厳をもって「送る」とは? 葬儀社社員、納棺師、エンバーマー、火葬場職員…。

自らを語ることがあまりなかった職種を通し、死を見つめる。『新潮 45』等掲載をも

とに書籍化。 
東京・中日新聞 2015/05/10、日本経済新聞 2015/05/24、産経新聞 2015/05/31 

2015:04. / 253p 
978-4-10-339191-3 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784103391913*

 

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。 
東京・中日新聞 2015/05/10、毎日新聞 2015/05/10 

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

*9784004315377*
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維新の肖像 
安部 龍太郎 著 
潮出版社 
戊辰戦争を二本松藩士として戦った父・朝河正澄。太平洋戦争へと突き進む祖

国に警鐘を鳴らし続けた子・朝河貫一。現代日本の病根を朝河父子の生き様から

探る。『潮』連載に加筆・修正して単行本化。 
東京・中日新聞 2015/05/17 

2015:04. / 404p 
978-4-267-02007-0 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784267020070*

 

北朝鮮とは何か～思想的考察～ 
小倉 紀蔵 著 
藤原書店 
今こそわれわれは、北朝鮮をまともに認識し、北朝鮮とまともに関係を構築しようと

すべきなのではないだろうか。これから北朝鮮と関係を構築してゆく上での初歩的

な段階の認識を述べる。『環』連載を加筆修正し単行本化。 
東京・中日新聞 2015/05/17 

2015:03. / 220p 
978-4-86578-015-4 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784865780154*

 

平和憲法の深層(ちくま新書 1122)  
古関 彰一 著 
筑摩書房 
「戦争の放棄」と「平和憲法」は直接には関係がないし、それをつくったのはマッカ

ーサーではなかった。また「憲法は GHQ の押し付け」と言われるが実際はどうだ

ったか。憲法誕生の経過を再現し、根本的重大問題を再検討する。 
東京・中日新聞 2015/05/17 

2015:04. / 269p 
978-4-480-06827-9 
860 円〔本体〕+税 

*9784480068279*

 

地図入門(講談社選書メチエ 598) 
今尾 恵介 著 
講談社 
地図記号はなぜ時代によって変化するか？ 現実にはない「幽霊道路」とは？

「地図リテラシー」が鍛えられる、読んで楽しい入門書 
東京・中日新聞 2015/05/24 

2015:04. / 242p 
978-4-06-258601-6 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784062586016*

 

21 世紀に、資本論をいかによむべきか? 
フレドリック・ジェイムソン/ 野尻 英一 著 
作品社 
貧富の格差を生み出す資本主義 大の秘密は「資本」そのものである。それを解

明するために、マルクスの「資本論」をよまねばならない-。「ロスト・ポピュレーション

ズの政治学」を新たに提唱。「資本論」理解を刷新する書。 
東京・中日新聞 2015/05/24 

2015:03. / 310p 
978-4-86182-513-2 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784861825132*

 

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 
東京・中日新聞 2015/05/24、産経新聞 2015/05/24 

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

*9784582857726*
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「社会(コンヴィヴィアリテ)」のない国、日本～ドレフュス事件・大逆事件と荷風の

悲嘆～(講談社選書メチエ 595)  
菊谷 和宏 著 
講談社 
20 世紀初頭に日仏両国に勃発した二大冤罪事件。その比較を通して今も日本に

潜む深刻な問題を明らかにし、打開への道筋を示す。 
東京・中日新聞 2015/05/31 

2015:03. / 250p 
978-4-06-258598-9 
1,650 円〔本体〕+税 

*9784062585989*

 

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。 
東京・中日新聞 2015/05/31 

2015:04. / 241p 
978-4-08-771606-1 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784087716061*

 

油うる日々～明治の文人戸川残花の生き方～ 
目時 美穂 著 
芸術新聞社 
旧幕臣にして文人、戸川残花。三千石の旗本家に生まれ、明治維新に朝廷に帰

順した裏切り者、敗者の立場からはじまった迷走…。幕末・明治・大正の激動の時

代、“真面目に不真面目”を生きた人物伝。 
東京・中日新聞 2015/05/31 

2015:03. / 381p 
978-4-87586-425-7 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784875864257*

 

フォト・ストーリー沖縄の 70 年(岩波新書 新赤版 1543) 
石川 文洋 著 
岩波書店 
1938 年、沖縄に生まれ、幼い頃に本土に移住。沖縄米軍基地の取材をきっかけ

に、自らのルーツとも向き合いながら沖縄について考え続け、撮り続けてきた著者

が、70 年の歴史を戦争と基地を軸に描き出す。 
東京・中日新聞 2015/05/31、朝日新聞 2015/05/31 

2015:04. / 6p,231p,2p 
978-4-00-431543-8 
1,020 円〔本体〕+税 

*9784004315438*

 

夜のミッキー・マウス(新潮文庫)  
谷川 俊太郎 著 
新潮社 
読売新聞 2015/05/10 

2006:06. / １１３ｐ 
978-4-10-126622-0 
340 円〔本体〕+税 

*9784101266220*

 

古代への情熱～シュリーマン自伝～ 改版(岩波文庫)  
シュリーマン/ 村田 数之亮 著 
岩波書店 
読売新聞 2015/05/10 

1976:02. / ２０１ｐ 
978-4-00-334201-5 
660 円〔本体〕+税 

*9784003342015*
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馬と人の江戸時代(歴史文化ライブラリー 398) 
兼平 賢治 著 
吉川弘文館 
馬と人の営みから見える江戸社会 
読売新聞 2015/05/10 

2015:04. / 6p,211p 
978-4-642-05798-1 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784642057981*

 

クリミア戦争<上> 
オーランドー・ファイジズ/ 染谷 徹 著 
白水社 
「世界大戦」の全貌。下巻同時刊行 
読売新聞 2015/05/10 

2015:02. / 412p 
978-4-560-08420-5 
3,600 円〔本体〕+税 

*9784560084205*

 

四月は少しつめたくて 
谷川 直子 著 
河出書房新社 
妻を失ってから 13 年間も沈黙する大詩人の担当編集になった桜子は、なんとか

彼に詩を書かせようとするが……。 
読売新聞 2015/05/10 

2015:04. / 196p 
978-4-309-02374-8 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784309023748*

 

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。 
読売新聞 2015/05/10 

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

*9784062883061*

 

プロ野球最強の助っ人論(講談社現代新書 2305)  
中島 国章 著 
講談社 
なぜヤクルトの助っ人には「アタリ」が多いのか。敏腕国際スカウトが明かした球界

の舞台裏と、「驚異の人材発掘力」の秘密 
読売新聞 2015/05/10 

2015:03. / 205p 
978-4-06-288305-4 
740 円〔本体〕+税 

*9784062883054*

 

自分を壊す勇気～本当にやりたいことは何か～ 
立川 志の春 著 
インプレス 
三井物産を退社し、落語家立川志の輔に弟子入りした著者が、現状から一歩踏

み出したい人に向けて、自分に対して言い訳をしなくていい選択をすることの大

切さを語る。 
読売新聞 2015/05/10 

2015:02. / 239p 
978-4-8443-7397-1 
1,380 円〔本体〕+税 

*9784844373971*

 

伊勢神宮と日本美(講談社学術文庫 2164) 
井上 章一 著 
講談社 
社殿を 20 年ごとにたてかえるといういとなみを、1000 年以上も続けている伊勢神

宮は、日本の美の象徴なのか-。神宮論のうつりかわりをおいかけながら、新たな

神宮論を示す。 
読売新聞 2015/05/10 

2013:04. / 644p 
978-4-06-292164-0 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784062921640*
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忘れられた詩人の伝記～父・大木惇夫の軌跡～ 
宮田 毬栄 著 
中央公論新社 
北原白秋に稟質を絶讃された詩集「風・光・木の葉」で鮮烈なデビューを果たしな

がら、戦争の時代に遭遇し、後半生を狂わされて行った抒情詩人・大木惇夫の悲

痛な生涯を追う評伝。 
読売新聞 2015/05/10 

2015:04. / 480p 
978-4-12-004704-6 
4,600 円〔本体〕+税 

*9784120047046*

 

思想をかたちにする～上野千鶴子対談集～ 
上野 千鶴子/ 小熊 英二 著 
青土社 
現場と伴走しつつ思想を鍛え、まだ見ぬ現実をひきよせようとする社会学者、上

野千鶴子の対談集。小熊英二、北田暁大、萱野稔人、三浦佑之など、多分野の

ひとたちとの対話を収録する。 
読売新聞 2015/05/10 

2015:04. / 405p 
978-4-7917-6861-5 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784791768615*

 

「美術的に正しい」仏像の見方～30 歳からの仏像鑑賞入門～(ワニブックス

|PLUS|新書 136) 
布施 英利 著 
ワニブックス 
仏像の魅力とは何か? なぜ年齢を重ねると、人は仏像が好きになるのか? 古今東

西の美術に精通した美術解剖学者が、仏像の魅力や見方、仏像をめぐる歴史

を、やさしく面白くガイドする。 
読売新聞 2015/05/10 

2015:04. / 239p 
978-4-8470-6081-6 
900 円〔本体〕+税 

*9784847060816*

 

定職をもたない息子への手紙 
ロジャー・モーティマー/ チャーリー・モーティマー/ 田内 志文 著 
ポプラ社 
父から送られた手紙は「わがまま息子」の宝物となった-。英国競馬の記者である

父から、転々と職をかえながら放浪を続ける息子へ、25 年間にわたって綴られた

ユーモラスな手紙を収録する。 
読売新聞 2015/05/10 

2015:02. / 237p 
978-4-591-14309-4 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784591143094*

 

ねこ輝く～ニッポンの猫写真集～ 
岩合 光昭 著 
辰巳出版 
ネコの野生を垣間見るときこそ、ネコの輝きを?み取る一瞬-。季節の移ろいゆく山

で、海で、里で、街で出会った、愛らしくも逞しいニッポンのネコたちの自然な姿を

自然に撮った、圧巻の写真集。 
読売新聞 2015/05/10 

2015:04. / 95p 
978-4-7778-1469-5 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784777814695*

 

孫物語 
椎名 誠 著 
新潮社 
息子「岳」が孫を連れて日本に帰ってきた! 3 匹の男女男は、本好き、おませな

娘、活動派。今日も何かをやらかしてくれる。イクジイ・シーナの奮闘スーパーエッ

セイ。『小説新潮』連載を単行本化。 
読売新聞 2015/05/10 

2015:04. / 222p 
978-4-10-345623-0 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784103456230*
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セクシュアリティをことばにする～上野千鶴子対談集～ 
上野 千鶴子/ 信田 さよ子 著 
青土社 
ことばにならないセックスを論じるに値するものとし、ジェンダーとセクシュアリティ

の謎に分け入り、身体と欲望から日本の現実を暴く。ひんしゅくを買うことを怖れな

い社会学者・上野千鶴子の対談集。 
読売新聞 2015/05/10 

2015:04. / 306p 
978-4-7917-6862-2 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784791768622*

 

考古学崩壊～前期旧石器捏造事件の深層～ 
竹岡 俊樹 著 
勉誠出版 
なぜ考古学界は長年ひとりの「超能力者」を信じたのか。前期旧石器捏造事件の

発覚に重要な役割を果たした「告発者」が、その理由を岩宿遺跡発掘以来の旧石

器時代研究史と当時の社会状況から解き明かす。 
読売新聞 2015/05/10 

2014:09. / 293p 
978-4-585-22091-6 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784585220916*

 

クリミア戦争<下> 
オーランドー・ファイジズ/ 染谷 徹 著 
白水社 
クリミア戦争の全貌をまとめた戦史。兵卒の痛ましい境遇から、ナイチンゲールの

献身、セヴァストポリ要塞の 11 カ月の攻防戦、戦後の混乱と新秩序まで、肉声を

活かして精彩に描く。土屋好古の解説も収録。 
読売新聞 2015/05/10 

2015:03. / 321p,71p 
978-4-560-08421-2 
3,600 円〔本体〕+税 

*9784560084212*

 

親が倒れた!～桜井さんちの場合～ 
小林 裕美子 著 
新潮社 
突然倒れた父の介護は誰がする? 目の前の生活で手一杯の子どもたち。子ども

に迷惑かけないようにと奮闘する父と母。介護する側、される側それぞれの気持ち

と事情を細やかに描いたハートフル・コミック。 
読売新聞 2015/05/10 

2015:02. / 138p 
978-4-10-339051-0 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784103390510*

 

チベットの先生(角川ソフィア文庫 G111-2) 
ラマ・ケツン・サンポ 著 
KADOKAWA 
チベットの小村に生まれたケツン氏。人類の叡智の伝統と、チベット仏教究極の

教えの修行に励む彼を中国の侵攻が襲う。著者が師事した高僧の魂の旅と優しく

偉大な文明の記憶を描く。『知恵の遥かな頂』を改題 
読売新聞 2015/05/10 

2015:02. / 312p 
978-4-04-409479-9 
1,040 円〔本体〕+税 

*9784044094799*

 

母よ！殺すな  
横塚 晃一 著 
生活書院 
自立生活運動、障害者運動を牽引した「青い芝の会」の脳性マヒ者、横塚晃一。

その不朽の名著、未収録だった書き物、追悼文、年表、映画『さようならＣＰ』シナ

リオなどを大幅に補遺した決定版として、待望の復刊！ 
読売新聞 2015/05/10 

2007:09. / ４２８ｐ 
978-4-903690-14-8 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784903690148*



 37  

 

テレサ・テンが見た夢～華人歌星伝説～(ちくま文庫 ひ 24-1) 
平野 久美子 著 
筑摩書房 
台湾、香港、そして中国大陸。激動の現代史の中で精いっぱい生き、疲れて死ん

でいった歌姫の感動の生涯。東南アジアや欧米のチャイナタウンに暮らす人々ま

でも徹底取材して描く、スケールの大きなノンフィクション。 
読売新聞 2015/05/10 

2015:04. / 395p,7p 
978-4-480-43251-3 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784480432513*

 

天皇の料理番<下>(集英社文庫 す 1-8) 
杉森 久英 著 
集英社 
西洋料理の本場、パリの一流ホテルで下働きとしてスタートした篤蔵は、人種や言

葉の壁を乗り越えて、料理人として認められていく…。宮内省主厨長まで登りつめ

た男の生き様を描く。2015 年 TBS 系テレビドラマの原作。 
読売新聞 2015/05/10 

2015:03. / 316p 
978-4-08-745294-5 
600 円〔本体〕+税 

*9784087452945*

 

渇きの考古学～水をめぐる人類のものがたり～ 
スティーヴン・ミズン/ 赤澤 威/ 森 夏樹 著 
青土社 
有史以前から人類は水との戦いを続けてきた。古代の支配者たちは自らの権勢を

強くするために灌漑システムや水管理の技術を高め、水の管理に失敗した数多

の文明が崩壊した。認知考古学の第一人者が、人類と水の興亡史を綴る。 
読売新聞 2015/05/10 

2014:05. / 478p,26p 図

版 16p 
978-4-7917-6794-6 
3,600 円〔本体〕+税 

*9784791767946*

 

天皇の料理番<上>(集英社文庫 す 1-7) 
杉森 久英 著 
集英社 
福井の大庄屋の次男坊・篤蔵は、軍曹からご馳走になった<カツレツ>の味に仰

天。彼の運命が大きく変わることに…。明治生まれの若者が、激動の時代と共に

成長していく立身出世の物語。2015 年 TBS 系テレビドラマの原作。 
読売新聞 2015/05/10 

2015:03. / 377p 
978-4-08-745293-8 
660 円〔本体〕+税 

*9784087452938*

 

春草～道なき道を歩み続ける中国女性の半生記～ 
裘 山山/ 于 暁飛/ 徳田 好美/ 隅田 和行 著 
日本僑報社 
4 人兄弟の中のただ 1 人の女子として、母親から厳しく育てられた春草は、結婚し

て家を離れる。火災、夫の不祥事など、幾多の困難に遭遇し…。1961 年から

2001 年までの激動の中国を舞台に、貧しい農村女性の半生を描く。 
読売新聞 2015/05/10 

2015:05. / 443p 
978-4-86185-181-0 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784861851810*

 

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

覚め、自主独立運動に飛びこむ。四・三事件、来日後の猪飼野での生活など波

乱万丈の半生を語る詩人の回想記。『図書』連載に大幅加筆。 
読売新聞 2015/05/10 

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

*9784004315322*
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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。 
読売新聞 2015/05/10、毎日新聞 2015/05/31 

2015:03. / 359p,33p 
978-4-14-081670-7 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784140816707*

 

きりぎりす 改版(新潮文庫)  
太宰 治 著 
新潮社 
読売新聞 2015/05/17 

2008:11. / ３６６ｐ 
978-4-10-100613-0 
550 円〔本体〕+税 

*9784101006130*

 

三島由紀夫レタ－教室(ちくま文庫)  
三島由紀夫 著 
筑摩書房 
読売新聞 2015/05/17 

1991:12. / ２２７ｐ 
978-4-480-02577-7 
520 円〔本体〕+税 

*9784480025777*

 

遠い太鼓(講談社文庫)  
村上春樹 著 
講談社 
読売新聞 2015/05/17 

1993:04. / ５７０ｐ 
978-4-06-185382-9 
800 円〔本体〕+税 

*9784061853829*

 

とっておき名短篇(ちくま文庫 き-24-3) 
穂村 弘 著, 北村 薫／宮部 みゆき 編 
筑摩書房 
読売新聞 2015/05/17 

2011:01. / 368p 
978-4-480-42792-2 
760 円〔本体〕+税 

*9784480427922*

 

恋文の技術(ポプラ文庫 も 3-1) 
森見 登美彦 著 
ポプラ社 
読売新聞 2015/05/17 

2011:04. / 343p 
978-4-591-12421-5 
620 円〔本体〕+税 

*9784591124215*

 

ダウン症の歴史 
デイヴィッド・ライト/ 大谷 誠/ 日本ダウン症協会 著 
明石書店 
ダウン症を歴史的・社会的に捉え直す論考 
読売新聞 2015/05/17 

2015:02. / 253p 
978-4-7503-4132-3 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784750341323*
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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 
読売新聞 2015/05/17 

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

*9784582857696*

 

書評大全 
共同通信文化部 編 
三省堂 
16 年間の膨大な「書評データ」を一冊に凝縮 
読売新聞 2015/05/17 

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

*9784385151106*

 

教皇ヒュアキントス～ヴァーノン・リー幻想小説集～ 
ヴァーノン・リー/ 中野 善夫 著 
国書刊行会 
伝説的な幻の女性作家ヴァーノン・リー、本邦初の決定版作品集。古えへのノスタ

ルジアを醸す甘美なる幻想小説集。 
読売新聞 2015/05/17 

2015:02. / 501p 
978-4-336-05866-9 
4,600 円〔本体〕+税 

*9784336058669*

 

権力の空間/空間の権力～個人と国家の<あいだ>を設計せよ～(講談社選書メ

チエ 597) 
山本 理顕 著 
講談社 
古代ギリシャ都市に見られる領域「ノー・マンズ・ランド」とは何か？ 世界的建築

家がアーレントとともに未来の都市を展望する。 
読売新聞 2015/05/17 

2015:04. / 262p 
978-4-06-258600-9 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784062586009*

 

対馬丸(講談社文庫 お 110-3) 
大城 立裕 著 
講談社 
沖縄から本土に向かった学童疎開船対馬丸は米の攻撃で沈没する。生存学童

五〇余名。忘れてはいけない悲劇、それは何故起きたのか？ 
読売新聞 2015/05/17 

2015:03. / 308p 
978-4-06-293024-6 
730 円〔本体〕+税 

*9784062930246*

 

擬音語・擬態語辞典(講談社学術文庫 2295) 
山口 仲美 編 
講談社 
「しくしく痛む」と「きりきり痛む」はどう違う？日本語表現の決め手となる「擬音語・

擬態語」を集大成した決定版オノマトペ辞典。 
読売新聞 2015/05/17 

2015:05. / 8p,595p 
978-4-06-292295-1 
1,630 円〔本体〕+税 

*9784062922951*

 

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！ 
読売新聞 2015/05/17 

2015:04. / 146p 
978-4-309-28511-5 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784309285115*
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東海道中床屋ぞめき 
林 朋彦 著 
風人社 
日本橋から、保土ケ谷、府中、豊川、熱田神宮、大津、京都まで。東海道にある床

屋さん 86 軒の昔懐かしい店構えと個性的な店内の様子を収めた写真集。 
読売新聞 2015/05/17 

2015:04. / 92p 
978-4-938643-61-4 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784938643614*

 

ぼくなりの遊び方、行き方～横尾忠則自伝～(ちくま文庫 よ 5-7)  
横尾 忠則 著 
筑摩書房 
イラストレーター、グラフィックデザイナー、画家として、常に時代の感性をリードし

てきた横尾忠則。1960 年から 1980 年代までの活動と創作の秘密を語る。 
読売新聞 2015/05/17 

2015:03. / 442p 
978-4-480-43241-4 
1,100 円〔本体〕+税 

*9784480432414*

 

ヴィクトリア～英国女王伝～ 
イーディス・シットウェル/ 藤本 真理子 著 
書肆山田 
19 世紀後半?20 世紀に生きた、英国の代表的現代詩人が、先行する同時代を、

詩人ならではの視線、女性ならではの眼差しで、批判と敬愛をこめて描出した歴

史評伝小説の傑作。 
読売新聞 2015/05/17 

2015:03. / 429p 
978-4-87995-910-2 
3,500 円〔本体〕+税 

*9784879959102*

 

ナグネ～中国朝鮮族の友と日本～(岩波新書 新赤版 1539) 
相 葉月 著 

岩波書店 
電車の行先を訊ねられたのがきっかけで親しくなった中国朝鮮族の女性との約

16 年間にわたる交友を描き、彼女が日本で経験したことを通して、東アジアの中

での日本とは何かを考える。 
読売新聞 2015/05/17 

2015:03. / 3p,214p 
978-4-00-431539-1 
780 円〔本体〕+税 

*9784004315391*

 

2045 年問題～コンピュータが人類を超える日～(廣済堂新書 026) 
松田 卓也 著 
廣済堂出版 
2045 年にコンピュータの能力が人類を超えるという説がある。スーパー・コンピュ

ータの実力や、インターフェイスの 先端、人工知能開発の 前線を紹介し、コン

ピュータと人類の未来を展望する。 
読売新聞 2015/05/17 

2013:01. / 223p 
978-4-331-51683-6 
800 円〔本体〕+税 

*9784331516836*

 

青柳いづみこの MERDE!日記 
青柳 いづみこ 著 
東京創元社 
「メルド」とはフランス語で「くそったれ」という意味。怒ってメルド! 幸運を祈ってメ

ルド! トーキョウでメルド! パリでメルド! 超多忙なモノ書きピアニストが、音楽と文

筆の二刀流の裏側を綴る。 
読売新聞 2015/05/17 

2015:03. / 423p 
978-4-488-02745-2 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784488027452*
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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。 
読売新聞 2015/05/17 

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

*9784594072384*

 

福家警部補の追及(創元クライム・クラブ) 
大倉 崇裕 著 
東京創元社 
息子に未踏峰への夢を託す登山家、動物をこよなく愛するペットショップ経営者。

強固な意志をもつ犯罪者たちを福家は容赦なく追い詰め…。倒叙形式の本格ミス

テリシリーズ第 4 集。Kindle 掲載に書き下ろしを加え書籍化。 
読売新聞 2015/05/17 

2015:04. / 248p 
978-4-488-02544-1 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784488025441*

 

マセキ会長回顧録～親子三代芸能社～ 
?木 眞/ 河本 瑞貴 著 
彩流社 
内海桂子・好江、ウッチャンナンチャン、出川哲朗、ナイツ、バカリズム、狩野英孝

らが所属するマセキ芸能社。時代遅れの代名詞だった「浅草の事務所」を現在の

姿に導いたゴッドファーザー・マセキ会長が、演芸の昭和史を語る。 
読売新聞 2015/05/17 

2015:04. / 231p 
978-4-7791-2092-3 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784779120923*

 

鍵のない館長の抽斗 
酒井 忠康 著 
求龍堂 
美術館の仕事を通じて出逢った、数え切れないドラマが詰まったエッセイ集。世田

谷美術館だより・友の会だより『NEWS LETTER』に掲載した文章や、神奈川県立

近代美術館の館長の任にあったときに書いたもの等を収録。 
読売新聞 2015/05/17 

2015:03. / 223p 
978-4-7630-1510-5 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784763015105*

 

流 
東山 彰良 著 
講談社 
青春は、謎と輝きに満ちている―。台湾生まれ、日本育ち。超弩級の才能が放つ

書き下ろし長編。友情と恋、流浪と決断の圧倒的物語。 
読売新聞 2015/05/17、朝日新聞 2015/05/24 

2015:05. / 403p 
978-4-06-219485-3 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784062194853*

 

帳簿の世界史 
ジェイコブ・ソール/ 村井 章子 著 
文藝春秋 
なぜスペイン帝国は没落したのか、なぜフランス革命は起きたのか…。歴史の裏

にはすべて、帳簿を駆使する会計士たちがいた。これまでの歴史家たちが見逃し

てきた「帳簿の世界史」を、会計と歴史のプロフェッショナルが紐解く。 
読売新聞 2015/05/17、毎日新聞 2015/05/17 

2015:04. / 381p 
978-4-16-390246-3 
1,950 円〔本体〕+税 

*9784163902463*
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田園発港行き自転車<下> 
宮本 輝 著 
集英社 
東京の暮らしに疲れ、仕事を辞めて、故郷の富山に帰ってきた千春。親戚の中学

生・佑樹と触れ合ううち、自分らしさを取り戻していく。富山・京都・東京、三都市の

家族の運命が交錯する物語。『北日本新聞』連載を単行本化。 
読売新聞 2015/05/17、毎日新聞 2015/05/24 

2015:04. / 386p 
978-4-08-771605-4 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784087716054*

 

田園発港行き自転車<上> 
宮本 輝 著 
集英社 
絵本作家の真帆の父は 15 年前、「出張で九州に行く」と言ったまま、富山で病死

を遂げていた。わだかまりを胸に真帆は富山へ足を向ける。富山・京都・東京、三

都市の家族の運命が交錯する物語。『北日本新聞』連載を単行本化。 
読売新聞 2015/05/17、毎日新聞 2015/05/24 

2015:04. / 389p 
978-4-08-771604-7 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784087716047*

 

近代政治哲学～自然・主権・行政～(ちくま新書 1119)  
國分 功一郎 著 
筑摩書房 
今日の政治体制はどこがおかしいのか。近代の政治哲学やその概念を検討すれ

ば、その欠点を把握できるはず! ホッブズ、スピノザ、ルソー、ヒューム、カントの順

に、基本の概念を明快に追っていく。 
読売新聞 2015/05/18 

2015:04. / 241p 
978-4-480-06820-0 
820 円〔本体〕+税 

*9784480068200*

 

多数決を疑う～社会的選択理論とは何か～(岩波新書 新赤版 1541) 
坂井 豊貴 著 
岩波書店 
選挙制度の欠陥と綻びが露呈する現在の日本。多数決は本当に国民の意思を

反映しているのか? 社会的選択理論の視点から、人びとの意思をよりよく集約で

きる選び方のルールをさぐる。 
読売新聞 2015/05/18、日本経済新聞 2015/05/24、読売新聞 2015/05/31 

2015:04. / 12p,180p 
978-4-00-431541-4 
720 円〔本体〕+税 

*9784004315414*

 

競馬放浪記(ハルキ文庫)  
寺山 修司 著 
角川春樹事務所 
読売新聞 2015/05/24 

2000:04. / ２２１ｐ 
978-4-89456-677-4 
600 円〔本体〕+税 

*9784894566774*

 

ロング・グッドバイ～寺山修司詩歌選～(講談社文芸文庫)  
寺山 修司 著 
講談社 
読売新聞 2015/05/24 

2002:03. / ２４１ｐ 
978-4-06-198290-1 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784061982901*
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いやげ物(ちくま文庫)  
みうら じゅん 著 
筑摩書房 
読売新聞 2015/05/24 

2005:07. / １５８ｐ 
978-4-480-42090-9 
900 円〔本体〕+税 

*9784480420909*

 

新・書を捨てよ、町へ出よう(河出文庫)  
寺山 修司 著 
河出書房新社 
読売新聞 2015/05/24 

2006:07. / ３１３ｐ 
978-4-309-40803-3 
700 円〔本体〕+税 

*9784309408033*

 

ちくま日本文学<006> 寺山修司(ちくま文庫) 
寺山 修司 著 
筑摩書房 
読売新聞 2015/05/24 

2007:11. / 475p 
978-4-480-42506-5 
880 円〔本体〕+税 

*9784480425065*

 

旅路の果て(寺山修司競馬エッセイ)  
寺山修司 著 
新書館 
読売新聞 2015/05/24 

1990:04. / ２５１ｐ 
978-4-403-41007-9 
1,398 円〔本体〕+税 

*9784403410079*

 

旅の詩集  
寺山修司 著 
立風書房 
読売新聞 2015/05/24 

1992:12. / ２５８ｐ 
978-4-651-60051-2 
1,165 円〔本体〕+税 

*9784651600512*

 

どんな数にも物語がある～驚きと発見の数学～ 
アレックス・ベロス/ 水谷 淳 著 
SB クリエイティブ 
結城浩氏推薦。 高の数学読み物。 
読売新聞 2015/05/24 

2015:03. / 9p,380p 図版
16p 
978-4-7973-8084-2 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784797380842*

 

日本酒の近現代史～酒造地の誕生～(歴史文化ライブラリー 401) 
鈴木 芳行 著 
吉川弘文館 
酒造 500 年の激動の歴史を描き出す 
読売新聞 2015/05/24 

2015:04. / 6p,232p 
978-4-642-05801-8 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784642058018*
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遊撃の美学～映画監督中島貞夫～<上>(ワイズ出版映画文庫 7) 
中島 貞夫 著, 中島 貞夫/ 河野 眞吾 編 
ワイズ出版 
二〇〇四年に刊行された「遊撃の美学 映画監督中島貞夫」を再編集し、さらに

改稿し、上巻、下巻として文庫化 
読売新聞 2015/05/24 

2014:10. / 511p 
978-4-89830-283-5 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784898302835*

 

解放老人～認知症の豊かな体験世界～ 
野村 進 著 
講談社 
認知症を“救い”の視点から見直す。『救急精神病棟』で知られる著者が重度認知

症治療病棟に密着、新しい角度から見つめた画期的ルポ 
読売新聞 2015/05/24 

2015:03. / 254p 
978-4-06-216425-2 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784062164252*

 

猪瀬光全作品 
猪瀬 光 著 
月曜社 
解剖学教室、原生林、サーカスのゾウ、曲芸をする人々、廃墟、精神病棟…。迷

宮の記憶を宿す写真標本群。猪瀬光の全作品を収めたモノクロ写真集。死体写

真あり。 
読売新聞 2015/05/24 

2015:03. / 250p 
978-4-86503-024-2 
9,000 円〔本体〕+税 

*9784865030242*

 

ファイン/キュート素敵かわいい作品選(ちくま文庫 た 72-2) 
高原 英理 編 
筑摩書房 
新美南吉「手袋を買いに」、幸田文「小猫」、フランツ・カフカ「雑種」など、古今の

文学から、心に残る「素敵かわいい」作品をあつめた、ファインでキュートなアンソ

ロジー。 
読売新聞 2015/05/24 

2015:05. / 348p 
978-4-480-43262-9 
900 円〔本体〕+税 

*9784480432629*

 

木にたずねよ 
和合 亮一 著 
明石書店 
あの木の 根っこを見たまえ ごつごつとした 力こぶを 目を反らさずに そこから

始まるのだ(「まっすぐな木」より) 74 本の木の姿に、たしかな暮らしのありかを探す

詩編。 
読売新聞 2015/05/24 

2015:04. / 205p 
978-4-7503-4178-1 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784750341781*

 

風の丘(CREST BOOKS) 
カルミネ・アバーテ/ 関口 英子 著 
新潮社 
イタリア半島 南端、赤い花の咲き乱れる丘に根を下ろして暮らすアルクーリ家の

人々。横暴な地主にも卑劣な戦争にも屈することなく、美しい丘を耕し続けた家族

の、四代にわたる物語。 
読売新聞 2015/05/24 

2015:01. / 330p 
978-4-10-590115-8 
2,100 円〔本体〕+税 

*9784105901158*
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遊撃の美学～映画監督中島貞夫～<下>(ワイズ出版映画文庫 9) 
中島 貞夫 著, 中島 貞夫/ 河野 眞吾 編 
ワイズ出版 
『日本の首領』(1977)～『極道の妻たち 決着』(1998)までの作品インタビュー、 フ

ィルモグラフィー、中島監督がこれまでに発表したエッセイ（厳選の 43 本）、を収

録！ 
読売新聞 2015/05/24 

2015:04. / 485p 
978-4-89830-288-0 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784898302880*

 

寺山修司のラブレター 
寺山 修司/ 九條 今日子 著 
KADOKAWA 
天才寺山修司とパートナー九條今日子。アート・ディレクションに寺山ファンの増

田セバスチャンを迎え、二人のラブレターをもとに、深い絆で結ばれ時代を超えて

なお新しいカップルの姿に迫る。 
読売新聞 2015/05/24 

2015:04. / 109p 
978-4-04-102831-5 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784041028315*

 

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

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

掲載を大幅に加筆修正し単行本化。 
読売新聞 2015/05/24 

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

*9784163901992*

 

足利直義～兄尊氏との対立と理想国家構想～(角川選書 554) 
森 茂暁 著 
KADOKAWA 
南北朝の動乱期に、武力によらない仏国土の理想郷を目指した足利直義。兄尊

氏とともに室町幕府の基礎を築いたにもかかわらず、 期は兄に毒殺されたとも

伝えられる悲劇の人物の政治・思想・文化に迫る。 
読売新聞 2015/05/24 

2015:02. / 229p 
978-4-04-703554-6 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784047035546*

 

災害と復興の中世史～ヨーロッパの人びとは惨禍をいかに生き延びたか～ 
G.フーケー/ G.ツァイリンガー/ 小沼 明生 著 
八坂書房 
洪水・高潮・難破・地震・飢餓・火災・疫病・戦火…災害が日常でもあった中世後

期ヨーロッパの人びととは、それらとどのように向き合い、克服してきたのだろうか?
臨場感あふれる刺激的論考、待望の邦訳。 
読売新聞 2015/05/24 

2015:04. / 260p,34p 
978-4-89694-186-9 
4,500 円〔本体〕+税 

*9784896941869*

 

秋たちぬ～寺山修司未発表詩集～ 
寺山 修司 著, 寺山 修司/ 田中 未知 編 
岩波書店 
草のまくらに草ぶとん その上にねて青空をゆく 白いくもを仰ぎながら未だ 還ら

ない父を想った(「畫の一時」より) 寺山修司が 10 代の頃に綴った詩を収めた未

発表詩集。手描きのノートも全ページ収録。 
読売新聞 2015/05/24 

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

*9784000240451*
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弥勒の来た道(NHK ブックス 1229) 
立川 武蔵 著 
ＮＨＫ出版 
釈迦の弟子であり、未来の仏であり、さらに救世主である弥勒。ゾロアスター教な

どの影響を受けて誕生したミロクのあゆみを探り、仏教の東伝とともにユーラシア

の各地に広がった、祈りの造形の変容をたどる。 
読売新聞 2015/05/24 

2015:03. / 241p 
978-4-14-091229-4 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784140912294*

 

青い種子は太陽のなかにある 
寺山 修司 著 
KADOKAWA 
1963 年夏、近代アパートの建築現場で足場が崩れ労働者が転落した。しかし現

場の人間たちは遺体をそのままコンクリートの中に埋めてしまう。すべてを目撃し

てしまった青年・賢治は……。寺山 20 代、幻の戯曲！ 
読売新聞 2015/05/24 

2015:04. / 175p 
978-4-04-102982-4 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784041029824*

 

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！ 
読売新聞 2015/05/24 

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

*9784041025253*

 

ダイバダッタ 
唐 十郎 著 
幻戯書房 
ダイバダッタは地を這った男であり、四つん這いになったその手だけが、汚辱にま

みれた地表の果実を?むのにふさわしい-。表題作をはじめ、単行本未収録の小

説・随筆を集成。娘・大鶴美仁音による跋「父のこと」も収録。 
読売新聞 2015/05/24 

2015:04. / 284p 
978-4-86488-068-8 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784864880688*

 

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。 
読売新聞 2015/05/24 

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

*9784000249546*

 

一〇三歳になってわかったこと～人生は一人でも面白い～ 
篠田 桃紅 著 
幻冬舎 
「いつ死んでもいい」なんて?。生きているかぎり、人間は未完成-。いつでも面白が

る、平和な心を育てる、唯我独尊に生きる…。数えで一〇三歳となった今も第一

線で制作している美術家が、クリエイトする力を明かす。 
読売新聞 2015/05/24、産経新聞 2015/05/31、朝日新聞 2015/05/31 

2015:04. / 169p 
978-4-344-02753-4 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784344027534*
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失われた時を求めて～第１篇 スワン家のほうへ～<１> スワン家のほうへ(ちく

ま文庫)  
マルセル・プル－スト/ 井上究一郎 著 
筑摩書房 
読売新聞 2015/05/31 

1992:09. / ７５９ｐ 
978-4-480-02721-4 
1,350 円〔本体〕+税 

*9784480027214*

 

スクープ(エクス・リブリス・クラシックス) 
イーヴリン・ウォー/ 高儀 進 著 
白水社 
アフリカの架空の国の政変と報道合戦の狂奔 
読売新聞 2015/05/31 

2015:05. / 293p 
978-4-560-09907-0 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784560099070*

 

ミステリ編集道 
新保 博久 著 
本の雑誌社 
ミステリ評論の第一人者が、戦後ミステリを支えてきた編集者を 13 人にインタビュ

ー。戦後のミステリを浮き彫りに。 
読売新聞 2015/05/31 

2015:05. / 298p 
978-4-86011-271-4 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784860112714*

 

正直 
松浦 弥太郎 著 
河出書房新社 
49 歳になった今、どうしてもみんなに伝えたい、僕の人生。さまよう人を激励する、

熱い半生記にしてあたたかな人生論。 
読売新聞 2015/05/31 

2015:04. / 196p 
978-4-309-02365-6 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784309023656*

 

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

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

裏を仲道郁代が大公開する。 
読売新聞 2015/05/31 

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

*9784393935873*

 

唄めぐり 
石田 千 著 
新潮社 
なぜ民謡は人を元気にするのだろう…。佐渡おけさ、会津磐梯山、河内音頭など

全国の唄い手を訪ね歩き、根底に流れる情念をすくった滋味豊かな紀行。『芸術

新潮』連載に書下ろしを加えて単行本化。 
読売新聞 2015/05/31 

2015:04. / 401p 
978-4-10-303453-7 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784103034537*

 

加藤郁乎作品撰集<1> 初期俳句・初期日記・初期俳論 
加藤 郁乎 著 
書肆アルス 
俳人・詩人、加藤郁乎の作品撰集。1 は、瀧口修造・松山俊太郎・西脇順三郎ら

の郁乎論を含む初期 7 句集をはじめ、第 1 句集「球體感覺」刊行前後を明かす

未公開日記「自治領誌」、初期俳論を収録。 
読売新聞 2015/05/31 

2015:05. / 493p 
978-4-907078-10-2 
4,800 円〔本体〕+税 

*9784907078102*
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わたしの「女工哀史」(岩波文庫 38-116-1) 
高井 としを 著 
岩波書店 
「女工哀史」の著者、細井和喜蔵の妻による自伝。10 歳で紡績女工になり、戦争

を挟んだ貧しさのなか、ヤミ屋や日雇い労働で 5 人の子を育てながら、社会保障

を求めて闘いつづけた生涯の貴重な記録。 
読売新聞 2015/05/31 

2015:05. / 308p 
978-4-00-381161-0 
780 円〔本体〕+税 

*9784003811610*

 

慟哭の谷～北海道三毛別・史上最悪のヒグマ襲撃事件～(文春文庫 き 40-1) 
木村 盛武 著 
文藝春秋 
1915 年 12 月、獣害史上 悪となる 8 名の死者を出した「三毛別事件」の真相と

は? 生存者の貴重な証言をもとに元林務官の著者が執念で綴った戦慄のノンフ

ィクション。著者自身のヒグマ遭遇体験なども収録。 
読売新聞 2015/05/31 

2015:04. / 220p 
978-4-16-790534-7 
610 円〔本体〕+税 

*9784167905347*

 

一山 
古賀 絵里子 著 
赤々舎 
壇上伽藍の西塔、正智院の襖絵と雪の石庭、丹生都比売神社で竜笛を吹く男

性、紅葉の湯屋谷弁財天社…。高野山に強く惹かれた写真家・古賀絵里子が、

感受したままの高野山とそこに暮らす人々を写し撮った写真集。 
読売新聞 2015/05/31 

2015:03. / 119p 
978-4-86541-030-3 
4,000 円〔本体〕+税 

*9784865410303*

 

詩人たちよ! 
四元 康祐 著 
思潮社 
初めにありきは言葉? 行為? 詩ニカカッタ人は、世界をへめぐりながら、いつもい

つも詩について考えている-。ダンテ、ゲーテから中原中也、伊藤比呂美まで。ドイ

ツ発、沈黙と言葉のはざまで問う日本語詩論。 
読売新聞 2015/05/31 

2015:04. / 319p 
978-4-7837-1698-3 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784783716983*

 

越境する宗教～モンゴルの福音派～(東北アジア研究専書) 
滝澤 克彦 著 
新泉社 
社会主義体制の崩壊後、急激な変化に晒されたモンゴル国で、教線を急拡大し

ていった福音派キリスト教。「宗教の越境」という現象を丁寧に解きほぐし、流動化

が増す現代社会において宗教を捉える新たな視座を提供する。 
読売新聞 2015/05/31 

2015:02. / 283p 
978-4-7877-1501-2 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784787715012*

 

メジャーリーグに日本人選手はもういらない～現役プロスカウトが明かす本当の

評価～(ワニブックス|PLUS|新書 137) 
ニック・ジャガー 著 
ワニブックス 
現役プロスカウトが、MLB の魅力や MLB 球団の経営哲学、ベースボールと日本

野球との違い、MLB 内部における日本人選手の本当の評価、そしてスカウトの仕

事について語る。メジャーリーグが面白くなる裏話も満載! 
読売新聞 2015/05/31 

2015:04. / 223p 
978-4-8470-6559-0 
830 円〔本体〕+税 

*9784847065590*
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文学の淵を渡る 
大江 健三郎/ 古井 由吉 著 
新潮社 
?外から中上健次まで百年にわたる日本の短篇、ギリシア悲劇、ムージルら世界の

近現代文学…。半世紀を超えて、小説の 前線を走り続けてきた大江健三郎と古

井由吉が語る、文学の過去・現在・未来。スリリングな対談集。 
読売新聞 2015/05/31 

2015:04. / 237p 
978-4-10-303620-3 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784103036203*

 

イスラムは本当に危ない世界なのか 
宮田 律 著 
潮出版社 
過激派組織「イスラム国」報道だけでは知れない本当のイスラム社会と国際情勢-
。現代イスラム研究の泰斗が世界を巡って遭遇した、おかしくもヒューマンなエピソ

ードなどを通して、イスラムの人々の温かな心情を伝える。 
読売新聞 2015/05/31 

2015:05. / 214p 
978-4-267-02013-1 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784267020131*

 

長くなるのでまたにする。 
宮沢 章夫 著 
幻冬舎 
「からだがだるい」経験をしたことがない人の「だるさの概念」とは…。「からだがだ

るいとはなにか?」をはじめ、緻密な思考と意外な着地点が織りなすおかしさがじわ

じわ迫る傑作エッセイ集。『星星峡』連載に加筆し書籍化。 
読売新聞 2015/05/31 

2015:03. / 282p 
978-4-344-02741-1 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784344027411*

 

ユーミン・陽水からみゆきまで～時代を変えたフォーク・ニューミュージックのカリ

スマたち～(廣済堂新書 055) 
富澤 一誠 著 
廣済堂出版 
「反体制の英雄」岡林信康の挫折、かぐや姫が見せた優しさ、お坊ちゃんだった

小田和正の意地…。ユーミンや陽水のデビューに立会い、彼らとともに生きてきた

著者が、フォーク&ニューミュージックの黄金時代を熱気満載で綴る。 
読売新聞 2015/05/31 

2015:03. / 223p 
978-4-331-51920-2 
800 円〔本体〕+税 

*9784331519202*

 

きけわだつみのこえ～日本戦没学生の手記～ 新版(岩波文庫)  
日本戦没学生記念会 著 
岩波書店 
日本経済新聞 2015/05/10 

1995:12. / ５２１， 
978-4-00-331571-2 
860 円〔本体〕+税 

*9784003315712*

 

ローリング・ストーンズを経営する～貴族出身・“ロック最強の儲け屋”マネージャ

ーによる 40 年史～ 
プリンス・ルパート・ローウェンスタイン/ 湯浅 恵子 著 
河出書房新社 
明らかに私はストーンズの音楽に関心がなかった――貴族出身“ 強の儲け屋”
マネージャーによる抱腹絶倒ロック・ビジネス伝！ 
日本経済新聞 2015/05/10 

2015:03. / 249p 
978-4-309-24697-0 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784309246970*
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オヤノタメ商品ヒットの法則～100 兆円プラチナエイジ市場を動かした!～ 
今井 啓子/ SUDI 著 
集英社 
３人にひとりが高齢者と呼ばれる時代、新スタンダードはシニアが作る！ 日本経

済を左右するシニアマーケットの活性化に先鞭をつ 
日本経済新聞 2015/05/10 

2012:06. / 223p 
978-4-08-786015-3 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784087860153*

 

満鉄調査部(講談社学術文庫 2290) 
小林 英夫 著 
講談社 
ソ連研究の本拠地、計画経済の立案部隊となり、戦後日本に経済成長をもたらし

た影の立役者と評される元祖シンクタンクの全貌を明かす 
日本経済新聞 2015/05/10 

2015:04. / 199p 
978-4-06-292290-6 
760 円〔本体〕+税 

*9784062922906*

 

よく晴れた日にイランへ 
蔵前 仁一 著 
旅行人 
美しくきびしい自然と親切な人々、イラン人と語り明かしながら、ザグロス山脈の山

奥の村を訪ね、遊牧民を探し求めたイラン紀行。イスラームの地、イランの普通の

人々の普通の生活を紹介する。 
日本経済新聞 2015/05/10 

2015:04. / 222p 
978-4-947702-73-9 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784947702739*

 

太宰治の辞書 
北村 薫 著 
新潮社 
水を飲むように本を読む<私>は、編集者として時を重ね、太宰治の「女生徒」の謎

に出会う。円紫さんの言葉に導かれ、創作の謎を探る旅に出て-。『小説新潮』掲

載に書き下ろしを加えて書籍化。 
日本経済新聞 2015/05/10 

2015:03. / 215p 
978-4-10-406610-0 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784104066100*

 

ベンツ～消えた伝説のサル～ 
緑 慎也 著 
ポプラ社 
野生のサルが生息する大分県高崎山。そこにはかつて並外れた統率力で長年ボ

スの座に君臨しつづけた「ベンツ」というサルがいた。波乱万丈の生き様で仲間と

人々を魅了したカリスマの生涯に迫る。 
日本経済新聞 2015/05/10 

2015:04. / 193p 
978-4-591-14170-0 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784591141700*

 

南方熊楠～日本人の可能性の極限～(中公新書 2315) 
唐澤 太輔 著 
中央公論新社 
百科事典を丸暗記、大英博物館で暴力事件、20 以上の外国語を解し、在野の研

究者にして昭和天皇に御進講…。虚実多くの伝説に彩られた南方熊楠。その破

天荒な生涯をたどり、思想と業績を紹介する。 
日本経済新聞 2015/05/10 

2015:04. / 3p,283p 
978-4-12-102315-5 
880 円〔本体〕+税 

*9784121023155*
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哲学通論(岩波全書セレクション)  
田辺 元 著 
岩波書店 
哲学概論と名のつく多くの教科書が陥りがちな、概念の形式的説明や学説の羅

列的な紹介に止まることなく、「哲学する」ことの真の意味とその方法を懇切に説き

及ぶ。田辺哲学への入門書として定評ある著作。 
日本経済新聞 2015/05/10 

2005:06. / ２４３ｐ 
978-4-00-021863-4 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784000218634*

 

マーケティングの?～団塊シニアと子育てママの真実～(新潮新書 604) 
辻中 俊樹/ 櫻井 光行 著 
新潮社 
定量的マーケティングが作り出す、偽物の消費者イメージに騙されるな! たった一

人のサンプル調査が絶大な効果を上げるマーケティング手法と、消費の大票田

「団塊シニアと子育てママ」の真相を詳述する。 
日本経済新聞 2015/05/10 

2015:01. / 190p 
978-4-10-610604-0 
700 円〔本体〕+税 

*9784106106040*

 

「ポッキー」はなぜフランス人に愛されるのか?～海外で成功するローカライズ・マ

ーケティングの秘訣～ 
三田村 蕗子 著 
日本実業出版社 
お菓子ほど日本の製造業の良さが凝縮された産業はない。超ドメスティック製品

のように見えて、実力派のグローバル製品だ。ほかにはない強みや独自性、優位

性を生かして、海外に進出する日本の菓子の姿を追う。 
日本経済新聞 2015/05/10 

2015:03. / 238p 
978-4-534-05272-8 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784534052728*

 

成功する人の話し方～7 つの絶対法則～ 
ビル・マクゴーワン/ アリーサ・ボーマン/ 小川 敏子 著 
日本経済新聞出版社 
短い時間で要点を伝えられ、望む結果が出せる! セレブリティたちの話し方・プレ

ゼンのコーチを担当している著者が、コミュニケーション力を試される場面で、より

どころとなる「7 つの絶対法則」を紹介する。 
日本経済新聞 2015/05/10 

2015:03. / 306p 
978-4-532-31986-1 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784532319861*

 

福井モデル～未来は地方から始まる～ 
藤吉 雅春 著 
文藝春秋 
共働き率と出生率で全国平均を上回る北陸三県。地盤沈下しない都市には歴史

的な「強い教育力」と平等な「協働システム」がある。大阪、富山、福井を歩き、日

本ならではの都市再生モデルを考察した気鋭のルポ。 
日本経済新聞 2015/05/10 

2015:04. / 239p 
978-4-16-390185-5 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784163901855*

 

持続可能な高齢社会を考える～官民の「選択と集中」を踏まえた対応～ 
貝塚 啓明/ 財務省財務総合政策研究所 著 
中央経済社 
急速な高齢化に直面している日本。高齢社会の中でも経済社会を維持し、ニー

ズに合ったサービスを提供する公的部門と民間企業のあり方を探る。財務省財務

総合政策研究所において開催された研究会の成果を取りまとめる。 
日本経済新聞 2015/05/10 

2014:11. / 5p,4p,220p 
978-4-502-11951-4 
3,400 円〔本体〕+税 

*9784502119514*
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或る傍観者の記録～「わだつみ」現場の証言～ 
鷲見 豊三郎 著 
東京新聞出版部 
日本軍政下のインド洋アンダマン海のカーニコバル島が連合国軍の攻撃にさらさ

れる中、島民による「スパイ事件」が持ち上がる。過酷な取り調べの末、処刑される

島民たち…。「戦争犯罪の真実」を明かす、知られざる記録。 
日本経済新聞 2015/05/10 

2015:04. / 222p 
978-4-8083-1000-4 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784808310004*

 

超高齢社会マーケティング～8 つのキーワードで攻略する新・注目市場の鉱脈

～(DIAMOND 流通選書) 
電通シニアプロジェクト/ 斉藤 徹 著 
ダイヤモンド社 
2000 年からスタートした電通シニアプロジェクトが蓄積した、豊富な高齢者に関す

るインサイトと知見をまとめた中間報告。注目の「高齢者市場(シニア市場)」をどう

攻略するか、マーケティングの観点から徹底解説する。 
日本経済新聞 2015/05/10 

2014:12. / 253p 
978-4-478-09041-1 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784478090411*

 

民主主義の条件～大人が学んでおきたい政治のしくみ基礎のキソ～ 
砂原 庸介 著 
東洋経済新報社 
自民党はなぜ強いのか? 「統一地方選挙」って何のイミがあるの? ニュースを見る

のが楽しみになる、「納得」のための政治学。「政治は嫌い」と言う前に、知ってお

きたい、考えておきたい 12 のことをイチから解説する。 
日本経済新聞 2015/05/10 

2015:03. / 239p 
978-4-492-21220-2 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784492212202*

 

岩波茂雄～リベラル・ナショナリストの肖像～ 
中島 岳志 著 
岩波書店 
自筆原稿・百名を超える関係者による追憶文・往復書簡など、膨大な伝記関係史

料を使って、岩波書店創業者・岩波茂雄のリベラル・ナショナリストとしての生涯

と、近代日本の出版文化の基礎を築いた出版人として事績をたどる。 
日本経済新聞 2015/05/10 

2013:09. / 11p,254p,11p 
978-4-00-025918-7 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784000259187*

 

気候カジノ～経済学から見た地球温暖化問題の最適解～ 
ウィリアム・ノードハウス/ 藤崎 香里 著 
日経ＢＰ社 
さらなる経済成長と地球温暖化の防止は両立できる-。地球温暖化問題を取り巻く

科学と経済学と政治、そして今日までの軌道を修正するために必要な取り組みを

紹介。米国経済学の権威による、進まない温暖化対策への緊急提言。 
日本経済新聞 2015/05/10 

2015:03. / 449p 
978-4-8222-5076-8 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784822250768*

 

真実の「わだつみ」～学徒兵木村久夫の二通の遺書～ 
加古 陽治 編 
東京新聞出版部 
「きけわだつみのこえ」の中で特に重要とされる京大生・木村久夫の遺書。しかし

それは、2 つの遺書を合わせて大幅に編集されていた。2 通の遺書全文を掲載

し、木村の人生と 期の思い、木村が戦犯に問われた事件の真実に迫る。 
日本経済新聞 2015/05/10 

2014:08. / 197p 
978-4-8083-0995-4 
900 円〔本体〕+税 

*9784808309954*



 53  

 

NPT 核のグローバル・ガバナンス 
西田 充 著, 秋山 信将 編 
岩波書店 
核兵器不拡散条約(NPT)は「核なき世界」をもたらすか? 条約の成り立ち、運用を

点検するプロセスの実態から、現在直面している様々な課題に至るまで、NPT を

めぐる主要な論点について分析・解説する。 
日本経済新聞 2015/05/10 

2015:04. / 22p,230p,24p 
978-4-00-022291-4 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784000222914*

 

江戸日本の転換点～水田の激増は何をもたらしたか～(NHK ブックス 1230) 
武井 弘一 著 
ＮＨＫ出版 
新田開発は、江戸の社会を豊かにする一方で、農業に深刻な矛盾を生み出し

た。田んぼの四季と百姓の生活を史料から忠実に再現し、社会の深層で進んだ

不可逆の変化を浮かび上がらせて、開発と弊害のジレンマを解き明かす。 
日本経済新聞 2015/05/10、朝日新聞 2015/05/24 

2015:04. / 276p 
978-4-14-091230-0 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784140912300*

 

荒木飛呂彦の漫画術(集英社新書 0780) 
荒木 飛呂彦 著 
集英社 
絵を描く際に必要な「美の黄金比」、ヘミングウェイに学んだストーリー作り…。「ジ

ョジョの奇妙な冒険」の作者・荒木飛呂彦が、これまで明かすことの無かった漫画

の描き方、その秘密を、作品を題材にしながら披瀝する。 
日本経済新聞 2015/05/10、読売新聞 2015/05/24 

2015:04. / 281p 
978-4-08-720780-4 
780 円〔本体〕+税 

*9784087207804*

 

日中戦後賠償と国際法 
浅田 正彦 著 
東信堂 
日中間の懸案解決にも必須の詳細的確な論考 
日本経済新聞 2015/05/10、毎日新聞 2015/05/24 

2015:02. / 26p,522p 
978-4-7989-1283-7 
5,200 円〔本体〕+税 

*9784798912837*

 

パールストリートのクレイジー女たち 
トレヴェニアン/ 江國 香織 著 
ホーム社 
世界大恐慌、父の失踪、スラム、貧困、第二次世界大戦。アメリカンセンチュリー

に、僕と若い母と幼い妹が暮したパールストリートは、クレイジーな女だらけだった

…。トレヴェニアン 後の長篇小説。 
日本経済新聞 2015/05/10、毎日新聞 2015/05/24 

2015:04. / 525p 
978-4-8342-5304-7 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784834253047*

 

白い巨塔<１>(新潮文庫)  
山崎 豊子 著 
新潮社 
日本経済新聞 2015/05/17 

2002:11. / ４２２ｐ 
978-4-10-110433-1 
670 円〔本体〕+税 

*9784101104331*
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白い巨塔<２>(新潮文庫)  
山崎 豊子 著 
新潮社 
日本経済新聞 2015/05/17 

2002:11. / ４０３ｐ 
978-4-10-110434-8 
630 円〔本体〕+税 

*9784101104348*

 

白い巨塔<３>(新潮文庫)  
山崎 豊子 著 
新潮社 
日本経済新聞 2015/05/17 

2002:11. / ３７７ｐ 
978-4-10-110435-5 
590 円〔本体〕+税 

*9784101104355*

 

白い巨塔<４>(新潮文庫)  
山崎 豊子 著 
新潮社 
日本経済新聞 2015/05/17 

2002:11. / ５２６ｐ 
978-4-10-110436-2 
750 円〔本体〕+税 

*9784101104362*

 

白い巨塔<５>(新潮文庫)  
山崎 豊子 著 
新潮社 
日本経済新聞 2015/05/17 

2002:11. / ４１６ｐ 
978-4-10-110437-9 
630 円〔本体〕+税 

*9784101104379*

 

世に棲む日日<１>(文春文庫)  
司馬 遼太郎 著 
文芸春秋 
日本経済新聞 2015/05/17 

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

*9784167663063*

 

世に棲む日日<２>(文春文庫)  
司馬 遼太郎 著 
文芸春秋 
日本経済新聞 2015/05/17 

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

*9784167663070*

 

世に棲む日日<３>(文春文庫)  
司馬 遼太郎 著 
文芸春秋 
日本経済新聞 2015/05/17 

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

*9784167663087*
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世に棲む日日<４>(文春文庫)  
司馬 遼太郎 著 
文芸春秋 
日本経済新聞 2015/05/17 

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

*9784167663094*

 

蒼穹の昴<１>(講談社文庫)  
浅田 次郎 著 
講談社 
日本経済新聞 2015/05/17 

2004:10. / ３７７ｐ 
978-4-06-274891-9 
629 円〔本体〕+税 

*9784062748919*

 

蒼穹の昴<２>(講談社文庫)  
浅田 次郎 著 
講談社 
日本経済新聞 2015/05/17 

2004:10. / ３６７ｐ 
978-4-06-274892-6 
629 円〔本体〕+税 

*9784062748926*

 

蒼穹の昴<３>(講談社文庫)  
浅田 次郎 著 
講談社 
日本経済新聞 2015/05/17 

2004:10. / ３７２ｐ 
978-4-06-274893-3 
629 円〔本体〕+税 

*9784062748933*

 

蒼穹の昴<４>(講談社文庫)  
浅田 次郎 著 
講談社 
日本経済新聞 2015/05/17 

2004:10. / ３８８ｐ 
978-4-06-274894-0 
629 円〔本体〕+税 

*9784062748940*

 

ちくま日本文学<033> 石川啄木(ちくま文庫) 
石川 啄木 著 
筑摩書房 
日本経済新聞 2015/05/17 

2009:03. / 475p 
978-4-480-42563-8 
880 円〔本体〕+税 

*9784480425638*

 

石川節子～愛の永遠を信じたく候～(文春文庫)  
沢地久枝 著 
文藝春秋 
日本経済新聞 2015/05/17 

1991:12. / ２７０ｐ 
978-4-16-723914-5 
388 円〔本体〕+税 

*9784167239145*
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風と炎と<第４部> 「新代」を読む  
堺屋太一 著 
扶桑社 
日本経済新聞 2015/05/17 

1993:02. / ２８６ｐ 
978-4-594-01103-1 
1,359 円〔本体〕+税 

*9784594011031*

 

新編啄木歌集(岩波文庫)  
石川 啄木/ 久保田 正文 著 
岩波書店 
日本経済新聞 2015/05/17 

1993:05. / ４４０ｐ 
978-4-00-310541-2 
900 円〔本体〕+税 

*9784003105412*

 

組織の盛衰～何が企業の命運を決めるのか～(ＰＨＰ文庫)  
堺屋太一 著 
ＰＨＰ研究所 
日本経済新聞 2015/05/17 

1996:01. / ３２６ｐ 
978-4-569-56851-5 
562 円〔本体〕+税 

*9784569568515*

 

サリンジャーをつかまえて(文春文庫)  
イアン・ハミルトン/ 海保 真夫 著 
文芸春秋 
日本経済新聞 2015/05/17 

1998:04. / ３５６ｐ 
978-4-16-713620-8 
562 円〔本体〕+税 

*9784167136208*

 

坂の上の雲<２> 新装版(文春文庫)  
司馬 遼太郎 著 
文芸春秋 
日本経済新聞 2015/05/17 

1999:01. / ４１３ｐ 
978-4-16-710577-8 
650 円〔本体〕+税 

*9784167105778*

 

坂の上の雲<３> 新装版(文春文庫)  
司馬 遼太郎 著 
文芸春秋 
日本経済新聞 2015/05/17 

1999:01. / ３６１ｐ 
978-4-16-710578-5 
650 円〔本体〕+税 

*9784167105785*

 

坂の上の雲<４> 新装版(文春文庫)  
司馬 遼太郎 著 
文芸春秋 
日本経済新聞 2015/05/17 

1999:01. / ４１４ｐ 
978-4-16-710579-2 
650 円〔本体〕+税 

*9784167105792*
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坂の上の雲<５> 新装版(文春文庫)  
司馬 遼太郎 著 
文芸春秋 
日本経済新聞 2015/05/17 

1999:02. / ４１３ｐ 
978-4-16-710580-8 
650 円〔本体〕+税 

*9784167105808*

 

坂の上の雲<６> 新装版(文春文庫)  
司馬 遼太郎 著 
文芸春秋 
日本経済新聞 2015/05/17 

1999:02. / ３７５ｐ 
978-4-16-710581-5 
650 円〔本体〕+税 

*9784167105815*

 

坂の上の雲<７> 新装版(文春文庫)  
司馬 遼太郎 著 
文芸春秋 
日本経済新聞 2015/05/17 

1999:02. / ３６５ｐ 
978-4-16-710582-2 
650 円〔本体〕+税 

*9784167105822*

 

坂の上の雲<８> 新装版(文春文庫)  
司馬 遼太郎 著 
文芸春秋 
日本経済新聞 2015/05/17 

1999:02. / ３９７ｐ 
978-4-16-710583-9 
650 円〔本体〕+税 

*9784167105839*

 

呉敬璉、中国経済改革への道(叢書《制度を考える》) 
呉 敬璉/ 曽根 康雄 著, 呉 敬璉/ バリー・ノートン 編 
ＮＴＴ出版 
現代中国の経済改革を導いた経済学者のすべて 
日本経済新聞 2015/05/17 

2015:03. / 4p,350p 
978-4-7571-2339-7 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784757123397*

 

坂の上の雲<１> 新装版(文春文庫)  
司馬 遼太郎 著 
文芸春秋 
松山出身の歌人正岡子規と軍人の秋山好古・真之兄弟の三人を軸に、維新から

日露戦争の勝利に至る明治日本を描く大河小説。 
日本経済新聞 2015/05/17 

1999:01. / 350p 
978-4-16-710576-1 
650 円〔本体〕+税 

*9784167105761*

 

彼らの奇蹟～傑作スポーツアンソロジー～(新潮文庫 た-45-3) 
玉木 正之 編 
新潮社 
走る、蹴る、漕ぐ、叫ぶ。肉体を鍛え上げ、ひとり限界の向こうへ踏み出すとき、人

間は神々に近づく。スポーツの喜びと興奮へ誘う全 19 編の読み物傑作選。 
日本経済新聞 2015/05/17 

2015:05. / 489p 
978-4-10-107013-1 
710 円〔本体〕+税 

*9784101070131*
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チェンジ・リーダーの条件～みずから変化をつくりだせ！～(はじめて読むドラッカ

ー)  
Ｐ．Ｆ．ドラッカー/ 上田 惇生 著 
ダイヤモンド社 
マネジメントは「なぜ」必要なのか、「何を」行うのか、「いかに」行うのか。その基本

と本質を説く、ドラッカー経営学のエッセンス。「プロフェッショナルの条件」の姉妹

書。 
日本経済新聞 2015/05/17 

2000:09. / 294p 
978-4-478-30061-9 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784478300619*

 

経済学の宇宙 
岩井 克人 著 
日本経済新聞出版社 
次々と斬新な経済理論を生み出してきた学者・岩井克人。その研究対象や思想

の変遷を、岩井理論をはじめ、様々な経済学説のエッセンスとともに語る。『日本

経済新聞』連載インタビューをもとに再構成。 
日本経済新聞 2015/05/17 

2015:04. / 4p,490p 
978-4-532-35642-2 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784532356422*

 

藤田嗣治とは誰か～作品と手紙から読み解く、美の闘争史。～ 
矢内 みどり 著 
求龍堂 
藤田嗣治とはどのような画家か。窮地を救い支えた人々との交流、知られざる暮ら

しなど、これまで公にならなかった資料を中心に据え、藤田嗣治という日仏の狭間

に隠された特異な画家の姿を浮かび上がらせる。 
日本経済新聞 2015/05/17 

2015:02. / 238p 
978-4-7630-1501-3 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784763015013*

 

コトラーの戦略的マーケティング～いかに市場を創造し、攻略し、支配するか～  
フィリップ・コトラー/ 木村 達也 著 
ダイヤモンド社 
世界の大企業の戦略に大きな影響を与えてきたコトラーの経営幹部向けマーケテ

ィング・セミナーのエッセンスを初公開。グローバリゼーションとインターネットがも

たらす新たな機会のための 新の戦略と戦術を示す。 
日本経済新聞 2015/05/17 

2000:02. / 370p 
978-4-478-50176-4 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784478501764*

 

日本の名字(角川新書 K-20) 
武光 誠 著 
KADOKAWA 
名字の分布は日本人の移動の軌跡を物語る。身近でありながら謎の多い名字の

由来。その分布からは、さまざまな歴史ドラマが浮かび上がってくる。日本全国に

分布する地域特有の名字を、歴史エピソードとともに解説。 
日本経済新聞 2015/05/17 

2015:04. / 228p 
978-4-04-653432-3 
800 円〔本体〕+税 

*9784046534323*

 

バランスシート不況下の世界経済 
リチャード・クー 著 
徳間書店 
アメリカの緩和解除の先に待ち受ける量的緩和の罠、ユーロ圏が陥ったバランス

シート不況、日本のアベノミクスに期待される可能性…。これまでの経済学が見逃

していた論点から、危機にある世界経済の諸問題を解明する。 
日本経済新聞 2015/05/17 

2013:12. / 483p 
978-4-19-863722-4 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784198637224*
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コミュニティ通訳～多文化共生社会のコミュニケーション～ 
水野 真木子/ 内藤 稔 著 
みすず書房 
コミュニティ通訳の全体像を建設的に提示する概論。コミュニティ通訳の意義と特

徴、医療・司法・行政の各分野の現状と問題点、コミュニティ通訳者に必要な資

質・能力・倫理、通訳教育の現状とあるべき姿などを解説する。 
日本経済新聞 2015/05/17 

2015:03. / 234p,14p 
978-4-622-07891-3 
3,500 円〔本体〕+税 

*9784622078913*

 

史上最大の決断～「ノルマンディー上陸作戦」を成功に導いた賢慮のリーダーシ

ップ～ 
野中 郁次郎/ 荻野 進介 著 
ダイヤモンド社 
連合軍を率いた「偉大なる平凡人」 高司令官アイゼンハワー、天才政治家チャ

ーチル、猪突猛進の指揮官パットン…。ノルマンディー上陸作戦におけるリーダ

ーたちの決断の軌跡を追った、「危機の時代」のリーダーシップ論。 
日本経済新聞 2015/05/17 

2014:06. / 389p 
978-4-478-02345-7 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784478023457*

 

幽霊の真理～絶対自由に向かうために～(水声文庫) 
荒川 修作/ 小林 康夫 著 
水声社 
身体の可能性を<建築>に見出そうとする荒川修作と、哲学者・小林康夫が、美

術・文学・哲学を横断しながら、あらゆる既成の概念の根幹を問い、「知の総合」を

目指す。1992 年から 2005 年までに行われた対談を収録。 
日本経済新聞 2015/05/17 

2015:03. / 304p 
978-4-8010-0088-9 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784801000889*

 

サリンジャーと過ごした日々 
ジョアンナ・ラコフ/ 井上 里 著 
柏書房 
90 年代、ニューヨーク。古き時代の名残をとどめる老舗出版エージェンシー。老

作家の言葉に背中をおされながら、新米アシスタントが夢を追う。サリンジャーと過

ごした日々を印象的に綴った回想録。 
日本経済新聞 2015/05/17、産経新聞 2015/05/24 

2015:04. / 367p 
978-4-7601-4574-4 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784760145744*

 

骨が語る日本人の歴史(ちくま新書 1126) 
片山 一道 著 
筑摩書房 
縄文人は南方起源ではなかった-。旧来の歴史学に根強く残る誤謬を科学的視

点から検証し、人々の生身の姿を復原し歴史をひもとく「身体史観」を提唱。骨考

古学の第一人者が、日本人の実像に迫る。 
日本経済新聞 2015/05/17、朝日新聞 2015/05/24 

2015:05. / 254p 
978-4-480-06831-6 
820 円〔本体〕+税 

*9784480068316*

 

蒼ざめた馬(岩波現代文庫)  
ロープシン/ 川崎 浹 著 
岩波書店 
日本経済新聞 2015/05/24 

2006:11. / ３２２ｐ 
978-4-00-602109-2 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784006021092*



 60  

 

ジャスト・ベイビー～赤ちゃんが教えてくれる善悪の起源～ 
ポール・ブルーム/ 竹田 円 著 
ＮＴＴ出版 
赤ちゃんはモラリスト！ 
日本経済新聞 2015/05/24 

2015:05. / 277p 
978-4-7571-6063-7 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784757160637*

 

池上彰の現代史授業～21 世紀を生きる若い人たちへ～<平成編 1> 昭和から

平成へ東西冷戦の終結 
ミネルヴァ書房 
ビジュアルで読む「平成史」の決定版 
日本経済新聞 2015/05/24 

2015:01. / 47p 
978-4-623-07167-8 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784623071678*

 

中国の対外援助 
渡辺 紫乃 著, 日本国際問題研究所 編 
日本経済評論社 
日本との関係等、多彩な分析で全体像に迫る 
日本経済新聞 2015/05/24 

2013:01. / 8p,284p 
978-4-8188-2253-5 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784818822535*

 

池上彰の現代史授業～21 世紀を生きる若い人たちへ～<昭和編 4> 昭和五十・

六十年代 ゆらぐ成長神話 
池上 彰 著 
ミネルヴァ書房 
池上彰によるビジュアルで読む現代史決定版 
日本経済新聞 2015/05/24 

2014:12. / 47p 
978-4-623-07166-1 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784623071661*

 

池上彰の現代史授業～21 世紀を生きる若い人たちへ～<平成編 2> 20 世紀の

終わり EU 誕生・日本の新時代 
ミネルヴァ書房 
池上彰先生の解説で、「今がわかる」現代史 
日本経済新聞 2015/05/24 

2015:02. / 47p 
978-4-623-07168-5 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784623071685*

 

池上彰の現代史授業～21 世紀を生きる若い人たちへ～<平成編 3> 21 世紀は

じめの十年 9・11 と世界の危機 
ミネルヴァ書房 
池上彰先生の解説で、「今がわかる」現代史 
日本経済新聞 2015/05/24 

2015:03. / 47p 
978-4-623-07169-2 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784623071692*

 

戦艦大和講義～私たちにとって太平洋戦争とは何か～ 
一ノ瀬 俊也 著 
人文書院 
大和の歴史は屈辱なのか日本人の誇りなのか 
日本経済新聞 2015/05/24 

2015:04. / 329p 
978-4-409-52061-1 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784409520611*
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おしゃべりなコンピュータ～音声合成技術の現在と未来～(丸善ライブラリー 385 

情報研シリーズ 19) 
山岸 順一/ 徳田 恵一/ 戸田 智基/ みわ よしこ 著 
丸善出版 
フィクション作品に発揮された作者たちの想像力を、はるかに超えたところにある

音声合成の、現在と未来に迫る。 
日本経済新聞 2015/05/24 

2015:03. / 14p,210p 
978-4-621-05385-0 
760 円〔本体〕+税 

*9784621053850*

 

おじいちゃんが孫に語る戦争 
田原 総一朗/ 下平 けーすけ 著 
講談社 
戦後 70 年企画。著者が小 5 の二人の孫に語って聞かせた、日本一わかりやす

い、なぜ日本は戦争をしたのかが分かる本。 
日本経済新聞 2015/05/24 

2015:04. / 173p 
978-4-06-219380-1 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784062193801*

 

これからの日本の国際協力～ビッグ・ドナーからスマート・ドナーへ～ 
黒崎 卓/ 大塚 啓二郎 著 
日本評論社 
経済の長期低迷下では ODA 増額よりも限られた予算の有効活用こそが重要課

題。日本発の国際協力が世界をリードするための道標。 
日本経済新聞 2015/05/24 

2015:03. / 11p,341p 
978-4-535-55794-9 
2,700 円〔本体〕+税 

*9784535557949*

 

台南文学～日本統治期台湾・台南の日本人作家群像～ 
大東 和重 著 
関西学院大学出版会 
日本統治期の台南における、台湾の古都台南で日本統治期に日本語を用いて

書かれた文学―日本人作家六人に焦点を当てて論じる、「台南文学」という小さな

文学の花 
日本経済新聞 2015/05/24 

2015:03. / 507p 
978-4-86283-191-0 
3,400 円〔本体〕+税 

*9784862831910*

 

池上彰の現代史授業～21 世紀を生きる若い人たちへ～<昭和編 3> 昭和四十

年代 高度成長にわく 
ミネルヴァ書房 
池上彰が現代史をわかりやすく解説。昭和編 3 は、公害問題、冷戦下の代理戦

争、沖縄復帰など、高度成長にわく昭和 40 年代を取り上げる。用語集、年表など

資料も充実。 
日本経済新聞 2015/05/24 

2014:11. / 47p 
978-4-623-07165-4 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784623071654*

 

池上彰の現代史授業～21 世紀を生きる若い人たちへ～<平成編 4> 平成二十

年代 世界と日本の未来へ 
ミネルヴァ書房 
池上彰が現代史をわかりやすく解説。平成編 4 は、東日本大震災、アラブの春、

日本の領土問題、TPP 協定など、世界と日本の様子を取り上げる。用語集、年表

など資料も充実。 
日本経済新聞 2015/05/24 

2015:03. / 47p 
978-4-623-07170-8 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784623071708*
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無意味の祝祭 
ミラン・クンデラ/ 西永 良成 著 
河出書房新社 
ねえ、きみ、無意味とは人生の本質なんだよ-。冗談の黄昏の時代を嘆く登場人物

たちを中心に、20?21 世紀の歴史、政治、社会風俗を徹頭徹尾、不真面目に笑

いのめした小説。 
日本経済新聞 2015/05/24 

2015:03. / 139p 
978-4-309-20672-1 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784309206721*

 

戦争と平和のものがたり<5> やわらかい手 
スズキ コージ 著, 西本 鶏介 編 
ポプラ社 
戦争をテーマにした童話や、戦時下に生きた人たちの姿を描いた作品を収めた

シリーズ。戦争のおろかさといのちの尊さを伝える。5 は、「やわらかい手」と「ねん

どの神さま」を収録。 
日本経済新聞 2015/05/24 

2015:03. / 129p 
978-4-591-14375-9 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784591143759*

 

HARD THINGS～答えがない難問と困難にきみはどう立ち向かうか～ 
ベン・ホロウィッツ/ 滑川 海彦/ 高橋 信夫 著 
日経ＢＰ社 
シリコンバレーのスター経営者に慕われる 強投資家が、創業者 CEO( 高経営

責任者)として IT 系ベンチャー企業を経営した際に経験したありとあらゆる艱難辛

苦を生々しく語る。 
日本経済新聞 2015/05/24 

2015:04. / 389p 
978-4-8222-5085-0 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784822250850*

 

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。 
日本経済新聞 2015/05/24 

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

*9784093897549*

 

戦争と平和のものがたり<4> ヒロシマの歌 
篠崎 三朗 著, 西本 鶏介 編 
ポプラ社 
戦争をテーマにした童話や、戦時下に生きた人たちの姿を描いた作品を収めた

シリーズ。戦争のおろかさといのちの尊さを伝える。4 は、「ヒロシマの歌」「あしたの

風」「ともしび」など全 5 編を収録。 
日本経済新聞 2015/05/24 

2015:03. / 125p 
978-4-591-14374-2 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784591143742*

 

戦争と平和のものがたり<3> おはじきの木 
黒井 健 著, 西本 鶏介 編 
ポプラ社 
戦争をテーマにした童話や、戦時下に生きた人たちの姿を描いた作品を収めた

シリーズ。戦争のおろかさといのちの尊さを伝える。3 は、「おはじきの木」「ピアノと

わたし」「野ばら」など全 5 編を収録。 
日本経済新聞 2015/05/24 

2015:03. / 133p 
978-4-591-14373-5 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784591143735*
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経営重心～電機メーカーの経営分析～(経営者新書 130) 
若林 秀樹 著 
幻冬舎メディアコンサルティング 
ソニーの長期低迷、かたや日立の復活。日本の電機メーカーの明暗を分けたもの

とはなにか。電機業界担当 30 年の辛口アナリストが、経営重心のアプローチによ

り、電機産業の本質を突いた企業分析を行う。 
日本経済新聞 2015/05/24 

2015:02. / 227p 
978-4-344-97130-1 
800 円〔本体〕+税 

*9784344971301*

 

戦争と平和のものがたり<1> ちいちゃんのかげおくり 
武田 美穂 著, 西本 鶏介 編 
ポプラ社 
戦争をテーマにした童話や、戦時下に生きた人たちの姿を描いた作品を収めた

シリーズ。戦争のおろかさといのちの尊さを伝える。1 は、「ちいちゃんのかげおく

り」「戦争にでかけたおしらさま」など全 6 編を収録。 
日本経済新聞 2015/05/24 

2015:03. / 125p 
978-4-591-14371-1 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784591143711*

 

人類五〇万年の闘い～マラリア全史～(ヒストリカル・スタディーズ 13) 
ソニア・シャー/ 夏野 徹也 著 
太田出版 
人類はマラリア感染のメカニズムを把握しているのに、年間 100 万人の死者を出

し続けている。50 万年の長きにわたって人類と蚊とを手玉に取り続ける、マラリア

原虫の驚異的な生存戦略。その進化の秘密を解き明かす。 
日本経済新聞 2015/05/24 

2015:03. / 378p,44p 
978-4-7783-1438-5 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784778314385*

 

消費が社会を滅ぼす?!～幼稚化する人びとと市民の運命～ 
ベンジャミン・R.バーバー/ 竹井 隆人 著 
吉田書店 
消費主義はモノが溢れかえる状況に拍車を掛け、真のニーズがなくとも消費欲を?
き立てるよう人びとを幼稚化している。こうした「市民=消費者」の矛盾を分析し、そ

れを解消したうえでの「市民」による社会創造を論じる。 
日本経済新聞 2015/05/24 

2015:03. / 13p,589p 
978-4-905497-24-0 
3,900 円〔本体〕+税 

*9784905497240*

 

超大国・中国のゆくえ<4> 経済大国化の軋みとインパクト 
丸川 知雄/ 梶谷 懐 著 
東京大学出版会 
中国の経済成長は今後も持続するのか。超大国に向かって歩むなかで、中国の

経済は国内にどのような軋みを抱え、海外にいかなるインパクトを及ぼしているの

か。中国経済に特有の不確実性とダイナミズムに注目して分析する。 
日本経済新聞 2015/05/24 

2015:02. / 8p,246p 
978-4-13-034294-0 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784130342940*

 

戦争と平和のものがたり<2> 一つの花 
狩野 富貴子 著, 西本 鶏介 編 
ポプラ社 
戦争をテーマにした童話や、戦時下に生きた人たちの姿を描いた作品を収めた

シリーズ。戦争のおろかさといのちの尊さを伝える。2 は、「一つの花」「村いちばん

のさくらの木」「お母さん、ひらけゴマ!」など全 7 編を収録。 
日本経済新聞 2015/05/24 

2015:03. / 125p 
978-4-591-14372-8 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784591143728*
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税で日本はよみがえる～成長力を高める改革～ 
森信 茂樹 著 
日本経済新聞出版社 
改革すべきは法人税だけではない。個人の自立を促し、女性のパワーを引き出

す税制や、グローバル化、少子高齢化に対応し、経済成長を支える税制のあり方

を、世界の先進事例と戦後の歴史を踏まえ、税の第一人者が明快に論じる。 
日本経済新聞 2015/05/24 

2015:03. / 339p 
978-4-532-35633-0 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784532356330*

 

池上彰の現代史授業～21 世紀を生きる若い人たちへ～<昭和編 1> 昭和二十

年代 戦争と復興 
池上 彰 著 
ミネルヴァ書房 
池上彰が現代史をわかりやすく解説。昭和編 1 は、第二次世界大戦のはじまりか

ら戦後の日本の復興、サンフランシスコ講和条約の調印にいたるまで、昭和 20 年

代戦争と復興の時代を取り上げる。用語集、年表など資料も充実。 
日本経済新聞 2015/05/24 

2014:09. / 47p 
978-4-623-07163-0 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784623071630*

 

人間のしわざ 
青来 有一 著 
集英社 
戦場カメラマンの男が、女との逢瀬先で語りだしたのは、長崎の町で掘り出された

喉仏の骨、黒こげの殉教者の慟哭、そして 30 年前の、爆心地での教皇の祈りだ

った…。殺戮と紛争の世紀を問う衝撃作。『すばる』掲載を加筆修正。 
日本経済新聞 2015/05/24、朝日新聞 2015/05/31、読売新聞 2015/05/31 

2015:04. / 182p 
978-4-08-771601-6 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784087716016*

 

終戦詔書と日本政治～義命と時運の相克～ 
老川 祥一 著 
中央公論新社 
繰り返された字句・文言の修正-。終戦詔書作成のドラマを検証し、戦前から戦

後、そして現代にまでおよぶ日本政治の病根を明らかにする。詔書原本に加え、

原案類全史料もカラーで掲載。 
日本経済新聞 2015/05/24、読売新聞 2015/05/31 

2015:04. / 413p 
978-4-12-004713-8 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784120047138*

 

百貨店で<趣味>を買う～大衆消費文化の近代～ 
神野 由紀 著 
吉川弘文館 
百貨店創出の「良い趣味」の大衆化を探る 
日本経済新聞 2015/05/31 

2015:04. / 11p,231p 
978-4-642-08275-4 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784642082754*

 

銀行収益革命～なぜ日本の銀行は儲からないのか～  
川本 裕子 著 
東洋経済新報社 
欧米銀行並の収益力実現のためには、利益３倍、経費２５％減、資産５５％減を実

現しなければならない。日本の「銀行業」のコンセプトを変える、根本的変革を提

言。 
日本経済新聞 2015/05/31 

2000:01. / ２１６ｐ 
978-4-492-68100-8 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784492681008*
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ふむふむ～おしえて、お仕事!～(新潮文庫 み-34-13) 
三浦 しをん 著 
新潮社 
靴職人、染織家、漫画アシスタント、動物園飼育係…。技と情熱を持って仕事をし

ている 16 人の女性たちの話に、驚きと感動とともに「ふむふむ」と相槌を打ったイ

ンタビュー集。 
日本経済新聞 2015/05/31 

2015:05. / 359p 
978-4-10-116763-3 
590 円〔本体〕+税 

*9784101167633*

 

ローラ・ブッシュ自伝～脚光の舞台裏～ 
ローラ・ブッシュ/ 村井 理子 著 
中央公論新社 
故郷テキサス州の土地と文化、大統領選挙までの道のり、9・11 当日の緊迫…。

飾り気のない人柄で人気を博したファーストレディ、ローラ・ブッシュが、政権の舞

台裏や自らの信念などをつづる。 
日本経済新聞 2015/05/31 

2015:05. / 500p 
978-4-12-004702-2 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784120047022*

 

撤退するアメリカと「無秩序」の世紀～そして世界の警察はいなくなった～ 
ブレット・スティーブンズ/ 藤原 朝子 著 
ダイヤモンド社 
オバマ政権の内向きの外交政策によって生じた権力の空白に、独裁者やテロリス

トがのさばり、世界は取り返しのつかない無秩序に向かっている。アメリカが世界

の警察官の役割を果たす必要性を訴える。 
日本経済新聞 2015/05/31 

2015:04. / 17p,315p 
978-4-478-02935-0 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784478029350*

 

バブルの正しい防ぎかた～金融民主主義のすすめ～ 
ロバート・J.シラー/ 黒坂 佳央 著 
日本評論社 
サブプライム危機について、その大きさと心理的な要因を理解することに目を向け

て解説。その上で、サブプライム危機とそれに類似した将来の危機にどのように取

り組めばいいのかについて詳細に説明する。 
日本経済新聞 2015/05/31 

2014:10. / 26p,228p 
978-4-535-55784-0 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784535557840*

 

金融機関マネジメント～バンカーのための経営戦略論～ 
川本 裕子 著 
東洋経済新報社 
バブル、デフレ、国際金融危機を経て、日本の銀行は変わったのか? 金融機関

マネジメントの理論と実践について、具体的な論点を提起しながら解説する。早稲

田大学ファイナンス研究科の人気講義を書籍化。 
日本経済新聞 2015/05/31 

2015:03. / 8p,317p 
978-4-492-65471-2 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784492654712*

 

まなざしのレッスン<2> 西洋近現代絵画(Liberal Arts) 
三浦 篤 著 
東京大学出版会 
印象派以降大きく変容していく近現代絵画を、「主題とテーマ」「造形と技法」「受

容と枠組み」という 3 つの視点から解説。作品をみるコツを実践的に伝授する。モ

ノクロ図版 161 点、カラー口絵 24 点収録。 
日本経済新聞 2015/05/31 

2015:03. / 7p,282p 
978-4-13-083031-7 
2,700 円〔本体〕+税 

*9784130830317*
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異常気象と地球温暖化～未来に何が待っているか～(岩波新書 新赤版 1538) 
鬼頭 昭雄 著 
岩波書店 
将来、温暖化の進行とともに極端な気象の頻度が増し、今日の「異常」が普通に

なる世界がやってくる。IPCC 報告書の執筆者が、異常気象と温暖化の関係を解

きほぐし、変動する気候の過去・現在・未来を語る。 
日本経済新聞 2015/05/31 

2015:03. / 8p,208p,2p 
978-4-00-431538-4 
720 円〔本体〕+税 

*9784004315384*

 

原子爆弾～1938?1950 年～ 
ジム・バゴット/ 青柳 伸子 著 
作品社 
原爆の開発競争、広島・長崎への投下、そして戦後世界の核拡散…。焦燥と不安

のなかで研究を進める物理学者たちの姿と、各国の政治家の思惑と策略を描きな

がら、独・英・米・ソ連の核開発の歴史の全体像に迫る。 
日本経済新聞 2015/05/31 

2015:03. / 631p 
978-4-86182-512-5 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784861825125*

 

サルトル伝～1905-1980～<上> 
アニー・コーエン=ソラル/ 石崎 晴己 著 
藤原書店 
社会、思想、歴史のすべてを巨大な渦に巻き込み、自ら企てた“サルトル”を生き

きった巨星、サルトル。20 世紀 高の哲学者の生き様を、作品に深く喰い込んで

描く。上は、1905 年から 1945 年までを収録。 
日本経済新聞 2015/05/31 

2015:04. / 539p 図 版
32p 
978-4-86578-021-5 
3,600 円〔本体〕+税 

*9784865780215*

 

サルトル伝～1905-1980～<下> 
アニー・コーエン=ソラル/ 石崎 晴己 著 
藤原書店 
社会、思想、歴史のすべてを巨大な渦に巻き込み、自ら企てた“サルトル”を生き

きった巨星、サルトル。20 世紀 高の哲学者の生き様を、作品に深く喰い込んで

描く。下は、1945 年から 1980 年までを収録。 
日本経済新聞 2015/05/31 

2015:04. / p541?1183 
978-4-86578-022-2 
3,600 円〔本体〕+税 

*9784865780222*

 

猫のマルモ 
大宮 エリー 著 
小学館 
主人公は動物と植物。でも、そこには人間の心の真実がある…。仕事における才

能の意味を描く表題作ほか、「青ガニのサワッチ」「杉の木トロール」「ツバメのくる

り」など、心に沁みる全 7 編を収録した短編小説集。 
日本経済新聞 2015/05/31 

2015:04. / 276p 
978-4-09-386413-8 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784093864138*

 

日本的雇用慣行を打ち破れ～働き方改革の進め方～ 
八代 尚宏 著 
日本経済新聞出版社 
派遣・契約労働をはじめ、多様な働き方に対応できない日本の雇用問題の本質

は、正規と非正規など労働者同士の利害対立=「労・労対立」だ。通説の誤りをた

だし、誰にとっても働きやすい仕組みへの改革を提示する。 
日本経済新聞 2015/05/31 

2015:04. / 310p 
978-4-532-35632-3 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784532356323*
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対欧米外交の追憶～1962-1997～<下> 
有馬 龍夫 著, 有馬 龍夫/ 竹中 治堅 編 
藤原書店 
戦後日本の主要な対欧米外交の現場に携わった異能の外交官・有馬龍夫のオ

ーラルヒストリー。FSX 問題、日米構造協議、湾岸危機…。優れた記憶力と透徹し

た認識に基づき、外交現場のスリリングなディテールを語る。 
日本経済新聞 2015/05/31 

2015:02. / p384?749 
978-4-86578-005-5 
4,200 円〔本体〕+税 

*9784865780055*

 

Alibaba アリババの野望～世界最大級の「IT の巨人」ジャック・マーの見る未来

～ 
王 利芬/ 李 翔/ 鄭 重/ 祖 沁澄 著 
KADOKAWA 
2014 年 9 月ニューヨーク証券市場に上場――通販、検索サイト、電子マネーと業

態を広げる注目の IT 企業。アジアトップのセレブ CEO ジャック・マーは今何を考

えているか。創業前夜から現在までを追う公式自伝。 
日本経済新聞 2015/05/31 

2015:03. / 374p 
978-4-04-102746-2 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784041027462*

 

コーポレートガバナンス・コードの実践 
武井 一浩/ 井口 譲二/ 石坂 修/ 北川 哲雄/ 佐藤 淑子/ 三瓶 裕喜 著 
日経ＢＰ社 
コーポレートガバナンス・コードと呼ばれる企業統治指針が 2015 年 6 月から上場

会社に適用される。投資家やアナリスト、IR 分野の第一人者などが、実務対応と

いう観点から、ガバナンス・コードのキーポイントを語る。 
日本経済新聞 2015/05/31 

2015:04. / 512p 
978-4-8222-5086-7 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784822250867*

 

対欧米外交の追憶～1962-1997～<上> 
有馬 龍夫 著, 有馬 龍夫/ 竹中 治堅 編 
藤原書店 
戦後日本の主要な対欧米外交の現場に携わった異能の外交官・有馬龍夫のオ

ーラルヒストリー。日韓国交正常化、沖縄返還、第一次石油危機…。優れた記憶

力と透徹した認識に基づき、外交現場のスリリングなディテールを語る。 
日本経済新聞 2015/05/31 

2015:02. / 382p 
978-4-86578-003-1 
4,200 円〔本体〕+税 

*9784865780031*

 

Ｍ?ｍｅｎｔｏ－Ｍｏｒｉ 
藤原 新也 著 
三五館 
「死」は「生」にリアリティを与える。だが、死の情報を隠蔽する快感原則社会を生き

る私たちの「生」はまぼろしのように虚ろになりつつある。そのような世界を生きる私

たちにリアルな「生」を取り戻させるための「死の書」。 
日本経済新聞 2015/05/31 

2008:12. / １６７ｐ 
978-4-88320-453-3 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784883204533*

 

ルポ居所不明児童～消えた子どもたち～(ちくま新書 1120)  
石川 結貴 著 
筑摩書房 
虐待、貧困、家庭崩壊などが原因で、ある日突然行方がわからなくなる子どもた

ち。なぜ所在が不明になるのか。どうして行政は無策なのか。子どもを救う有効な

手立てはあるのか。「消えた子ども」の実態を追う驚愕のレポート。 
日本経済新聞 2015/05/31 

2015:04. / 245p 
978-4-480-06828-6 
820 円〔本体〕+税 

*9784480068286*
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もしも、詩があったら(光文社新書 756) 
アーサー・ビナード 著 
光文社 
文学、思考、そして人生において、「if」の果たす役割はどれだけ大きいことか。詩

人のアーサー・ビナードが古今東西の選りすぐりの名詩を味わいながら、偉大なる

「もしも」の数々を紹介する。『小説宝石』等連載を新書化。 
日本経済新聞 2015/05/31 

2015:05. / 270p 
978-4-334-03859-5 
860 円〔本体〕+税 

*9784334038595*

 

SWITCH<VOL.33NO.5(2015MAY)> ジャズタモリ  TAMORI MY FAVOR-
ITE THINGS 
スイッチ・パブリッシング 
毎日新聞 2015/05/10 

2015:04. / 155p 
978-4-88418-368-4 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784884183684*

 

大唐西域記<1>(ワイド版東洋文庫 653)  
平凡社 
毎日新聞 2015/05/10 

2009:09. /  
978-4-256-80653-1 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784256806531*

 

大唐西域記<2>(ワイド版東洋文庫 655)  
平凡社 
毎日新聞 2015/05/10 

2009:09. /  
978-4-256-80655-5 
4,000 円〔本体〕+税 

*9784256806555*

 

大唐西域記<3>(ワイド版東洋文庫 657)  
平凡社 
毎日新聞 2015/05/10 

2009:09. /  
978-4-256-80657-9 
4,600 円〔本体〕+税 

*9784256806579*

 

友川カズキ独白録～生きてるって言ってみろ～ 
友川 カズキ 著 
白水社 
永遠なるジタバタ、踏みつづける地団駄！ 
毎日新聞 2015/05/10 

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

*9784560084137*

 

福島第一原発事故 7 つの謎(講談社現代新書 2295) 
NHK スペシャル『メルトダウン』取材班 著 
講談社 
東京電力 吉田昌郎・福島第一原発所長が生前に残していた謎の言葉。原発事

故の検証報道で独走する NHK 取材班が 7 つの謎に迫る 
毎日新聞 2015/05/10 

2015:01. / 318p 
978-4-06-288295-8 
840 円〔本体〕+税 

*9784062882958*
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街角の遺物・遺構から見たパリ歴史図鑑 
ドミニク・レスブロ/ 蔵持 不三也 著 
原書房 
街角に刻まれた驚きと発見の旅――800 以上におよぶ図版と解説とともに、いま

まで気づかなかったパリの街角歴史ガイドブック！ 
毎日新聞 2015/05/10 

2015:03. / 243p 
978-4-562-05136-6 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784562051366*

 

動物記 
高橋 源一郎 著 
河出書房新社 
「我々は、人間どもに奪われたことばを取り戻さなきゃならないのだ」――「動物」た

ちの叫びを著者独自の視点でえがく、 新小説！ 
毎日新聞 2015/05/10 

2015:04. / 272p 
978-4-309-02373-1 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784309023731*

 

<凡庸>という悪魔～21 世紀の全体主義～(犀の教室) 
藤井 聡 著 
晶文社 
「思考停止」した「凡庸」な人々の増殖が、巨大な悪=「全体主義」を生む。ハンナ・

アーレントの全体主義論で読み解く現代日本の病理 
毎日新聞 2015/05/10 

2015:04. / 277p 
978-4-7949-6819-7 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784794968197*

 

ヴォルテール、ただいま参上!(CREST BOOKS) 
ハンス=ヨアヒム・シェートリヒ/ 松永 美穂 著 
新潮社 
思想家ヴォルテールと、プロイセン王フリードリヒ二世。2 人の間には、恋にも似た

友情と壮絶な駆け引きがあった! 思想家と名君の知られざる素顔を描く、笑いと驚

きに満ちた歴史小説。 
毎日新聞 2015/05/10 

2015:03. / 154p 
978-4-10-590117-2 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784105901172*

 

サンパギータのくびかざり 
松居 友/ ボン・ペレス 著 
今人舎 
自分で編んだ花の首飾りを売り、病気の母を支える少女。貧しくも優しく、強く生き

るフィリピンの子どもたちをフィリピン人画家による強い絵で描きました。日本が失

った「生きる力」を考える絵本です。 
毎日新聞 2015/05/10 

2015:04. / 32p 
978-4-905530-38-1 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784905530381*

 

横道世之介(文春文庫 よ 19-5) 
吉田 修一 著 
文藝春秋 
大学進学のため長崎から上京した横道世之介 18 歳。愛すべき押しの弱さと隠さ

れた芯の強さで、様々な出会いと笑いを引き寄せる-。誰の人生にも温かな光を灯

す青春小説。2013 年 2 月公開映画の原作。 
毎日新聞 2015/05/10 

2012:11. / 467p 
978-4-16-766505-0 
714 円〔本体〕+税 

*9784167665050*
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銀の匙 改版(角川文庫 な 3-1) 
中 勘助 著 
KADOKAWA 
書斎の小箱に昔からある銀の匙。それは、臆病で病弱な「私」が口に薬を含むこと

ができるよう、伯母が探してきてくれたものだった。成長していく「私」を透明感ある

文章で綴った、大人のための永遠の文学。 
毎日新聞 2015/05/10 

2014:06. / 222p 
978-4-04-101338-0 
440 円〔本体〕+税 

*9784041013380*

 

わたしがカフェをはじめた日。 
ホホホ座 著 
小学館 
どうして店主たちはカフェを開いたのか? 「自己表現」「人見知り」「なんとなく」「心

酔する人物との出会い」…。京都でカフェを営む店主たちが開店にたどり着くまで

の人生について語るインタビュー集。 
毎日新聞 2015/05/10 

2015:04. / 88p 
978-4-09-388417-4 
1,250 円〔本体〕+税 

*9784093884174*

 

狼は帰らず～アルピニスト・森田勝の生と死～(ヤマケイ文庫) 
佐瀬 稔 著 
山と渓谷社 
谷川岳、アイガー、エベレスト、K2、 後の山となったグランド・ジョラスと、まるでな

にかに復讐するかのように死と隣り合わせの岩壁に挑み続けた森田勝。登山界の

組織になじまず、一匹狼として名を馳せた男の生涯を描く。 
毎日新聞 2015/05/10 

2013:02. / 333p 
978-4-635-04749-4 
880 円〔本体〕+税 

*9784635047494*

 

手島仁の「群馬学」講座～人物 100 話～ 
手島 仁 著 
上毛新聞社事業局出版部 
群馬の礎を築いた名県令・楫取素彦、近代化の先覚者・新島襄、元内閣総理大

臣・福田赳夫など、群馬の人物の活躍を紹介する 100 話を収録。『東京新聞』群

馬版連載を書籍化。 
毎日新聞 2015/05/10 

2015:02. / 8p,222p 
978-4-86352-120-9 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784863521209*

 

日本の針路～ヒントは交隣外交の歴史にあり～ 
薮中 三十二 著 
岩波書店 
「ミスター外交」が、古代日本の東アジアにおける交隣外交にヒントを得て、日本の

進むべき道を直言する。自ら関わった日米経済摩擦、日朝協議などを証言として

織り込みながら、紛糾する歴史問題に一石を投じる警世の書。 
毎日新聞 2015/05/10 

2015:02. / 6p,242p 
978-4-00-061015-5 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784000610155*

 

メルトダウン連鎖の真相 
NHK スペシャル『メルトダウン』取材班 著 
講談社 
3 つの原子炉が同時多発的にメルトダウンした福島第一原発。事故はなぜ起きた

のか。本当に防げなかったのか。400 人以上への取材をもとに驚愕の新事実を明

らかにする。NHK スペシャル「メルトダウン」シリーズを書籍化。 
毎日新聞 2015/05/10 

2013:06. / 295p 
978-4-06-218420-5 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784062184205*
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日本文学 100 年の名作<第 8 巻> 薄情くじら(新潮文庫 し-23-8) 
松田 哲夫 編 
新潮社 
新潮文庫創刊以来の 100 年に書かれた名作を集めたアンソロジー。第 8 巻は、

深沢七郎「極楽まくらおとし図」、佐藤泰志「美しい夏」、田辺聖子「薄情くじら」な

ど、1984?1993 年の中短編小説を収録する。 
毎日新聞 2015/05/10、読売新聞 2015/05/17 

2015:04. / 503p 
978-4-10-127439-3 
750 円〔本体〕+税 

*9784101274393*

 

キューバ危機～ミラー・イメージングの罠～ 
ドン・マントン/ デイヴィッド・A.ウェルチ/ 田所 昌幸/ 林 晟一 著 
中央公論新社 
キューバ危機の全体像を、 新の研究成果を織り込んで簡潔に記した概説書。

実証的な歴史叙述と鋭利な分析で、アメリカ・ソ連・キューバ、それぞれの立場か

ら見た危機の原因・経過・影響を解説する。 新の資料案内も掲載。 
毎日新聞 2015/05/10、読売新聞 2015/05/24 

2015:04. / 229p 
978-4-12-004718-3 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784120047183*

 

河口慧海日記～ヒマラヤ・チベットの旅～(講談社学術文庫)  
河口 慧海/ 奥山 直司 著 
講談社 
毎日新聞 2015/05/17 

2007:05. / ３１４ｐ 
978-4-06-159819-5 
1,050 円〔本体〕+税 

*9784061598195*

 

かくれ里(講談社文芸文庫)  
白洲 正子 著 
講談社 
毎日新聞 2015/05/17 

1991:04. / ３４１ｐ 
978-4-06-196122-7 
1,100 円〔本体〕+税 

*9784061961227*

 

歩道橋の魔術師(エクス・リブリス) 
呉 明益 著 
白水社 
台北の懐かしい匂いに満ちた連作短編集 
毎日新聞 2015/05/17 

2015:05. / 212p 
978-4-560-09039-8 
2,100 円〔本体〕+税 

*9784560090398*

 

子どもと絵本～絵本のしくみと楽しみ方～ 
藤本 朝巳 著 
人文書院 
世界と出会いなおす絵本の力を伝えます 
毎日新聞 2015/05/17 

2015:04. / 173p 
978-4-409-18005-1 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784409180051*

 

空飛ぶ写真機～大地から見てきた風景を上空から再発見～ 
林 明輝 著 
平凡社 
鳥や昆虫の目線で日本の自然風景を捉える 
毎日新聞 2015/05/17 

2015:05. / 111p 
978-4-582-27819-4 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784582278194*
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猪変 
中国新聞取材班 編 
本の雑誌社 
年間捕獲頭数 40 万頭。それでも減らない農作物被害。イノシシとの共生の道を

探るルポルタージュ。 
毎日新聞 2015/05/17 

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

*9784860112660*

 

G2<vol.18(2015.JAN)>(講談社 MOOK) 
講談社 
佐々木実「宇沢弘文 資本主義の探求者／袴田秀子手記・死刑囚の弟を救うた

めに捧げた私の 48 年／羽生結弦ファイナル連覇 
毎日新聞 2015/05/17 

2015:01. / 284p 
978-4-06-284368-3 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784062843683*

 

俵屋相伝～受け継がれしもの～ 
佐藤 年 著 
世界文化社 
世界に誇る日本一の名宿「俵屋旅館」当主自身による著作。旅館でのしつらい、

料理、行事など、全てを大判のビジュアルで完全公開。 
毎日新聞 2015/05/17 

2012:04. / 159p 
978-4-418-12215-8 
4,500 円〔本体〕+税 

*9784418122158*

 

クール・ジャパン!?～外国人が見たニッポン～(講談社現代新書 2309) 
鴻上 尚史 著 
講談社 
当たり前の日本が外国人には「クール！」だったり「クレイジー！」だったり。人気

脚本家が見た外国人の眼にうつる「ニッポン」の姿 
毎日新聞 2015/05/17 

2015:04. / 236p 
978-4-06-288309-2 
760 円〔本体〕+税 

*9784062883092*

 

チベット旅行記<上>(講談社学術文庫 2278) 
河口 慧海/ 高山 龍三 著 
講談社 
仏典を求めて、鎖国のチベットに初入国を果たした慧海。波瀾万丈の旅行記にし

て、西蔵の風俗・習慣の記録としても第一級資料である。 
毎日新聞 2015/05/17 

2015:01. / 439p 
978-4-06-292278-4 
1,250 円〔本体〕+税 

*9784062922784*

 

チベット旅行記<下>(講談社学術文庫 2279) 
河口 慧海 著 
講談社 
鎖国のチベットでの関門を奇跡的にくぐり抜け、仏典や資料を持ち帰った初の日

本人による波瀾万丈の旅行記は、今読んでもおもしろい。 
毎日新聞 2015/05/17 

2015:02. / 506p 
978-4-06-292279-1 
1,380 円〔本体〕+税 

*9784062922791*

 

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。 
毎日新聞 2015/05/17 

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

*9784163902302*
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日本まんが<第 3 巻> きらめく少女の瞳 
荒俣 宏 著 
東海大学出版部 
いま明かされる、巨匠たちの創作秘話! 里中満智子、竹宮惠子、萩尾望都、高橋

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

宏の電子まんがナビゲーター」を改訂。 
毎日新聞 2015/05/17 

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

*9784486020516*

 

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

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

「荒俣宏の電子まんがナビゲーター」を改訂。 
毎日新聞 2015/05/17 

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

*9784486020509*

 

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。 
毎日新聞 2015/05/17 

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

*9784121023094*

 

世間遺産放浪記  
藤田 洋三 著 
石風社 
働き者の産業建築から、小屋・屋根・壁、近代の擬洋風建築、職人・奇祭、無意識

過剰な迷建築まで、庶民の手が生んだ「実用の美」を記録する２４７葉。『Ｍｅｍｏ

男の部屋』連載に写真を大幅に追加して単行本化。 
毎日新聞 2015/05/17 

2007:04. / １冊（ページ

付なし） 
978-4-88344-146-4 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784883441464*

 

薔薇とハナムグリ～シュルレアリスム・風刺短篇集～(光文社古典新訳文庫 KA
モ 3-1) 
モラヴィア/ 関口 英子 著 
光文社 
官能的な寓話「薔薇とハナムグリ」、眠り続けるモグラの怪物の夢に操られる島民

の混乱を描く「夢に生きる島」…。シュールで風刺のきいた世界が堪能できる、20
世紀を代表する作家モラヴィアの傑作短篇 15 作。 
毎日新聞 2015/05/17 

2015:05. / 298p 
978-4-334-75310-8 
960 円〔本体〕+税 

*9784334753108*

 

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

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

電子まんがナビゲーター」に、清水勲との対談を加えて改訂。 
毎日新聞 2015/05/17 

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

*9784486020493*
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君は英語でケンカができるか?～プロ経営者が教えるガッツとカタカナ英語の仕

事術～ 
平松 庚三 著 
インプレス 
数多くの外資系企業の社長として活躍した著者が、自身のビジネス体験から、英

語で何を考え、どう交渉してきたかを振り返りながら英語の仕事術を紹介する。巻

末に「言うべきことをきちんと伝える英語フレーズ集」も掲載。 
毎日新聞 2015/05/17 

2015:02. / 207p 
978-4-8443-7399-5 
1,380 円〔本体〕+税 

*9784844373995*

 

フィログラフィックス～哲学をデザインする～ 
ジェニス・カレーラス/ 関 未玲 著 
フィルムアート社 
世界でもっとも重要と考えられているさまざまな「主義」を、シンプルな形と色を使

って表現。1 つの理論を見開き 2 ページで取り上げ、左に各コンセプトの名称と短

い定義、右に理論をビジュアル化したグラフィックを掲載する。 
毎日新聞 2015/05/17 

2015:04. / 203p 
978-4-8459-1556-9 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784845915569*

 

ほんほん本の旅あるき 
南陀楼綾繁 著 
産業編集センター 
全国に広がるブックイベント「一箱古本市」の発案者である著者が、全国の個性的

な本屋さんや変わり種の本にまつわるスペースについて紹介。「ほん」を通じて、

「まち」「ひと」が見えてくる一冊。イラストマップ付き。 
毎日新聞 2015/05/17 

2015:04. / 271p 
978-4-86311-112-7 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784863111127*

 

冬野虹作品集成 
冬野虹／四ツ谷竜 著 
書肆山田 
毎日新聞 2015/05/18 

2015:04. / 3 冊 
978-4-87995-914-0 
7,800 円〔本体〕+税 

*9784879959140*

 

遅日の岸～句集～ 
村上 鞆彦 著 
ふらんす堂 
クローバーに置く制服の上着かな どの実にも色ゆきみちて実むらさき 抱きあげ

し子の夏帽子落ちにけり 著者が 10 代、20 代、そして 35 歳の現在に至るまでの

作品より 325 句を自選して収めた第一句集。 
毎日新聞 2015/05/18 

2015:04. / 165p 
978-4-7814-0761-6 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784781407616*

 

家守綺譚(新潮文庫)  
梨木 香歩 著 
新潮社 
毎日新聞 2015/05/24 

2006:09. / ２０５ｐ 
978-4-10-125337-4 
400 円〔本体〕+税 

*9784101253374*
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レベッカ<上>(新潮文庫)  
デュ・モーリア/ 茅野 美ど里 著 
新潮社 
毎日新聞 2015/05/24 

2008:02. / ４３９ｐ 
978-4-10-200203-2 
710 円〔本体〕+税 

*9784102002032*

 

レベッカ<下>(新潮文庫)  
デュ・モーリア/ 茅野 美ど里 著 
新潮社 
毎日新聞 2015/05/24 

2008:02. / ３６５ｐ 
978-4-10-200204-9 
630 円〔本体〕+税 

*9784102002049*

 

遠野物語／山の人生(岩波文庫)  
柳田国男 著 
岩波書店 
毎日新聞 2015/05/24 

1976:04. / ３３５ｐ 
978-4-00-331381-7 
900 円〔本体〕+税 

*9784003313817*

 

鷲は舞い降りた 完全版(ハヤカワ文庫 ＮＶ)  
ジャック・ヒギンズ/ 菊池 光 著 
早川書房 
毎日新聞 2015/05/24 

1997:04. / ５７４ｐ 
978-4-15-040834-3 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784150408343*

 

和合亮一が語る福島～講演会・インタビューと奈良女子大生の福島訪問記～

(奈良女子大学文学部<まほろば>叢書) 
和合 亮一 著, 和合 亮一/ 鈴木 康史 編 
かもがわ出版 
震災 4 年目を前に、和合亮一は福島になにを見、なにを伝えようとするのか 
毎日新聞 2015/05/24 

2015:04. / 158p 
978-4-7803-0756-6 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784780307566*

 

紋切型社会～言葉で固まる現代を解きほぐす～ 
武田 砂鉄 著 
朝日出版社 
日本人が連発する決まりきった〈定型文〉を入り口に、その奥で硬直する現代社会

の症状を軽やかに解きほぐす。 
毎日新聞 2015/05/24 

2015:04. / 285p 
978-4-255-00834-9 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784255008349*

 

リバース 
湊 かなえ 著 
講談社 
一点の曇りもない人生などない。忘れようとしても忘れられない、あの出来事。本

当に俺たちに、なんの罪もなかったのか―。 
毎日新聞 2015/05/24 

2015:05. / 275p 
978-4-06-219486-0 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784062194860*
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柑橘類と文明～マフィアを生んだシチリアレモンから、ノーベル賞をとった壊血病

薬まで～ 
ヘレナ・アトレー/ 三木 直子 著 
築地書館 
ヨーロッパ文化に豊かな残響を届け続ける柑橘類の文明史をイタリアの明るい陽

光のもと香り高く描く。サンデータイムス・ベストセラー 
毎日新聞 2015/05/24 

2015:04. / 309p,29p 
978-4-8067-1493-4 
2,700 円〔本体〕+税 

*9784806714934*

 

戦争画リターンズ～藤田嗣治とアッツ島の花々～ 
平山 周吉 著 
芸術新聞社 
名画「アッツ島玉砕」が啓示する昭和史。凄絶な玉砕シーンに、藤田嗣治が丹念

に描きこんだ「死者の傍らに咲いている花」はいったい何を語りかけるのか? 
毎日新聞 2015/05/24 

2015:04. / 422p 
978-4-87586-436-3 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784875864363*

 

カブトムシとクワガタの最新科学(メディアファクトリー新書 054) 
本郷 儀人 著 
メディアファクトリー 
カブト対クワガタ、またミヤマ対ノコギリはどちらが強い? クワガタはなぜ挟むのか? 
彼らの生態を愚直に追い続けてきた孤高の研究者による、意外性満載のレポー

ト。 
毎日新聞 2015/05/24 

2012:06. / 186p 
978-4-8401-4619-7 
740 円〔本体〕+税 

*9784840146197*

 

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。 
毎日新聞 2015/05/24 

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

*9784103391319*

 

愛猿奇縁～猿まわし復活の旅～ 
村崎 修二 著 
解放出版社 
日本に中世から続き、途絶えそうになっていた大道芸「猿まわし」をよみがえらせ

た一人である村崎修二が、「猿まわし復活」を支えてきた著名な文化人たちと語り

合った対談、鼎談集。猿まわしの旅同行記なども収録。 
毎日新聞 2015/05/24 

2015:04. / 231p 
978-4-7592-5137-1 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784759251371*

 

キム・フィルビー～かくも親密な裏切り～ 
ベン・マッキンタイアー/ 小林 朋則 著 
中央公論新社 
冷戦下の世界を震撼させた、英国史上 も悪名高い二重スパイ、キム・フィルビ

ー。そのソ連亡命までの 30 年に及ぶ離れ業を、MI6 同僚との血まみれの友情を

軸に描き出す。ジョン・ル・カレによるあとがきも収録。 
毎日新聞 2015/05/24 

2015:05. / 447p 
978-4-12-004719-0 
2,700 円〔本体〕+税 

*9784120047190*
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カラスの教科書 
松原 始 著 
雷鳥社 
カラスはお嫌いですか? 大丈夫、しばらく見ていれば好きにはならずとも、ちょっと

興味が湧いて来ます-。カラスの基礎知識、餌と博物学、Q&A、カラス度診断な

ど、くちばしの先から脚の先までカラスのことがわかる本。 
毎日新聞 2015/05/24 

2013:01. / 399p 
978-4-8441-3634-7 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784844136347*

 

革命前夜 
須賀 しのぶ 著 
文藝春秋 
冷戦下の東ドイツ。ドレスデンの音大で学ぶピアニスト眞山柊史は、教会で啓示の

ようなバッハに出会う。それを響かせていた女性オルガニストは、シュタージ(国家

保安省)の監視対象だった…。『別册文藝春秋』連載を単行本化。 
毎日新聞 2015/05/24 

2015:03. / 402p 
978-4-16-390231-9 
1,850 円〔本体〕+税 

*9784163902319*

 

ナンシー関原寸大!生ハンコ集 
ナンシー関 著 
ワニブックス 
消しゴム版画家、テレビウォッチャー、コラムニスト、ナンシー関。展覧会「顔面遊

園地?ナンシー関 消しゴムの鬼」からハンコ約 700 点を厳選し、原寸大で収録。

名コラム選、人物コメント、消しゴムハンコの作り方等も掲載。 
毎日新聞 2015/05/24 

2015:06. / 143p 
978-4-8470-9344-9 
1,852 円〔本体〕+税 

*9784847093449*

 

波紋と螺旋とフィボナッチ～数理の眼鏡でみえてくる生命の形の神秘～ 
近藤 滋 著 
学研メディカル秀潤社 
シマウマが縞模様である本当の理由とは? 指紋のパターンは何によって決まる? 
カメの甲羅はどうやって大きくなる? 生物の模様や形態に関するサイエンスの話

題を紹介する。『細胞工学』連載に書き下ろしを加えて単行本化。 
毎日新聞 2015/05/24 

2013:09. / 267p 
978-4-7809-0869-5 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784780908695*

 

詩人麻生直子の世界-島と祈り 
丸山 由美子 著 
梧桐書院 
北海道・奥尻島という北の島を作品に描いた詩人・麻生直子。彼女の詩を対象に

した論考を収録するとともに、彼女の女性詩人論を紹介する。詩誌『潮流詩派』連

載をもとに単行本化。 
毎日新聞 2015/05/25 

2015:04. / 253p 
978-4-340-40214-4 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784340402144*

 

キャベツくん(みるみる絵本)  
長新太 著 
文研出版 
毎日新聞 2015/05/31 

2009:02. / １冊（ペ 
978-4-580-81397-7 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784580813977*
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モオツァルト・無常という事 改版(新潮文庫)  
小林 秀雄 著 
新潮社 
毎日新聞 2015/05/31 

2006:08. / ３１７ｐ 
978-4-10-100704-5 
520 円〔本体〕+税 

*9784101007045*

 

さがしています 
アーサー・ビナード 著 
童心社 
ピカドンを体験したものたちが、さがしています―大切な人びとを、未来につづく

道を。ヒロシマから今をみつめる写真絵本。 
毎日新聞 2015/05/31 

2012:07. / 32p 
978-4-494-00750-9 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784494007509*

 

きょうかたるきのうのこと 
平野 甲賀 著 
晶文社 
半世紀にわたり、のびやかなデザインと描き文字で、表情ゆたかに本を彩ってき

たデザイナーが描く愉快な〈仕事〉と〈日常〉。 
毎日新聞 2015/05/31 

2015:05. / 186p 
978-4-7949-6881-4 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784794968814*

 

権力と平和の模索～国際関係史の理論と現実～ 
ハリー・ヒンズリー/ 佐藤 恭三 著 
勁草書房 
どうすれば平和を達成できるのか? 近代以降、思想家と為政者たちは戦争の現

実と向きあい、多くの平和構想を生み出してきた。その成功と挫折の軌跡を、歴史

学の泰斗が鋭く描き出す。 
毎日新聞 2015/05/31 

2015:01. / 5p,557p,13p 
978-4-326-30237-6 
6,000 円〔本体〕+税 

*9784326302376*

 

蒐める!レトロスペース・坂会館～坂館長の趣味と好奇心に関する極私的な歴史

～ 
北野 麦酒 著 
彩流社 
北の大地・北海道にある特殊な私設博物館「レトロスペース・坂会館」。始まりはゴ

ミ捨て場にあった一体のマネキンからだった-。生涯かけてモノを蒐めた男・坂館

長と対峙した渾身のドキュメント。 
毎日新聞 2015/05/31 

2015:02. / 207p 
978-4-7791-2087-9 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784779120879*

 

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。 
毎日新聞 2015/05/31 

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

*9784480864369*
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透明人間は 204 号室の夢を見る 
奥田 亜希子 著 
集英社 
暗くて地味、コミュニケーション能力皆無の実緒。奇妙な片思いの先にあるのは破

滅か、孤独か、それとも青春か。ふとしたきっかけで今までにない感情が生じ、新

たな作品を生み出す女性作家のグレーな成長物語。 
毎日新聞 2015/05/31 

2015:05. / 183p 
978-4-08-775425-4 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784087754254*

 

いったいどうした？セーラーとペッカ(ＳＡＩＬＯＲ ＯＣＨ ＰＥＫＫＡ)  
ヨックム・ノードストリューム/ 菱木 晃子 著 
偕成社 
セーラーが重い肺炎にかかりました。すぐに薬を飲まないと命に関わります。ペッ

カは薬局へ急ぎますが…。港町のはずれにふたりで暮らす、セーラーと犬のペッ

カ。ふたりの日常を描いて、忘れられない味わいを残す絵本。 
毎日新聞 2015/05/31 

2007:04. / 〔２８ｐ〕 
978-4-03-960320-3 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784039603203*

 

セーラーとペッカの運だめし(ＳＡＩＬＯＲ ＯＣＨ ＰＥＫＫＡ)  
ヨックム・ノードストリューム/ 菱木 晃子 著 
偕成社 
町にサッカーくじを買いに行ったふたりは、道で会ったジャクソン夫人と一緒に、

広場で開かれている市へ行くことに。賑わう人ごみの中をぶらついて、絵はがき屋

さんをひやかしたり…。セーラーとペッカシリーズ第４弾。 
毎日新聞 2015/05/31 

2007:06. / 〔２８ｐ〕 
978-4-03-960340-1 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784039603401*

 

セーラーとペッカ、町へいく(ＳＡＩＬＯＲ ＯＣＨ ＰＥＫＫＡ)  
ヨックム・ノードストリューム/ 菱木 晃子 著 
偕成社 
ある朝、セーラーのセーターがなくなっていました。しかたない、町で新しいのを買

おう。ふたりはさっそく出かけますが…。引退した船乗りのセーラーとその人生の

友である犬のペッカ。ふたりの何気ない日常が愛しい絵本。 
毎日新聞 2015/05/31 

2007:04. / 〔３６ｐ〕 
978-4-03-960310-4 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784039603104*

 

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。 
毎日新聞 2015/05/31 

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

*9784778314378*

 

セーラーとペッカの日曜日(ＳＡＩＬＯＲ ＯＣＨ ＰＥＫＫＡ)  
ヨックム・ノードストリューム/ 菱木 晃子 著 
偕成社 
セーラーは一番いい服をきて、出かける準備をしています。でも、犬のペッカはま

だパジャマのまま。早くしないと遅れてしまいます。今日は、ジャクソン夫人が教会

で歌をうたうのです…。なんでもない日常が愛おしくなる絵本。 
毎日新聞 2015/05/31 

2007:05. / 〔２８ｐ〕 
978-4-03-960330-2 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784039603302*
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セーラーとペッカは似た者どうし(ＳＡＩＬＯＲ ＯＣＨ ＰＥＫＫＡ)  
ヨックム・ノードストリューム/ 菱木 晃子 著 
偕成社 
セーラーとペッカは、サッカーくじで当たった賞金でジャクソン夫人の部屋の壁紙

をはりかえることに。ゴキブリのヨーナスのペンキ屋で、花柄の赤い壁紙を買って、

二人で壁紙をはりかえます。セーラーとペッカシリーズ第５作。 
毎日新聞 2015/05/31 

2007:07. / 〔３２ｐ〕 
978-4-03-960350-0 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784039603500*

 


