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黄色い風土(講談社文庫)  
松本清張 著 
講談社 
産経新聞 2015/07/04 

1979:01. / 766p 
978-4-06-131147-3 
1,067 円〔本体〕+税 

*9784061311473*

 

歴史としての冷戦  
ルイス・Ｊ・ハレ－/ 太田博 著 
サイマル出版会 
産経新聞 2015/07/05 

1981:10. / １１，３ｐ 
978-4-377-10048-8 
3,107 円〔本体〕+税 

*9784377100488*

 

渋江抽斎 改版(岩波文庫)  
森 鴎外 著 
岩波書店 
産経新聞 2015/07/05 

1999:05. / ３８９ｐ 
978-4-00-310058-5 
800 円〔本体〕+税 

*9784003100585*

 

華国風味(岩波文庫)  
青木正児 著 
岩波書店 
産経新聞 2015/07/05 

1998:11. / ２３７ｐ 
978-4-00-331651-1 
600 円〔本体〕+税 

*9784003316511*

 

旧約聖書創世記 改版(岩波文庫)  
関根 正雄 著 
岩波書店 
産経新聞 2015/07/05 

1967:08. / ２７２ｐ 
978-4-00-338011-6 
780 円〔本体〕+税 

*9784003380116*

 

出エジプト記～旧約聖書～(岩波文庫)  
関根正雄 著 
岩波書店 
産経新聞 2015/07/05 

1969:01. / ２３１ｐ 
978-4-00-338012-3 
660 円〔本体〕+税 

*9784003380123*
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ヨブ記～旧約聖書～(岩波文庫)  
関根正雄 著 
岩波書店 
産経新聞 2015/07/05 

1971:06. / ２２９ｐ 
978-4-00-338014-7 
660 円〔本体〕+税 

*9784003380147*

 

旧約聖書詩篇(岩波文庫)  
関根正雄 著 
岩波書店 
産経新聞 2015/07/05 

2003:02. / ４２５ｐ 
978-4-00-338021-5 
1,020 円〔本体〕+税 

*9784003380215*

 

危機の二十年～理想と現実～(岩波文庫) 
エドワ－ド・ハレット・カ－/ 原彬久 著 
岩波書店 
産経新聞 2015/07/05 

2011:11. / 544, 
978-4-00-340221-4 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784003402214*

 

おとなになれなかった弟たちに…  
米倉斉加年 著 
偕成社 
産経新聞 2015/07/05 

1983:11. / １冊 
978-4-03-963200-5 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784039632005*

 

ひめゆりの塔をめぐる人々の手記 改版(角川文庫)  
仲宗根 政善 著 
角川書店 
産経新聞 2015/07/11 

1995:03. / ４４５ｐ 
978-4-04-151501-3 
680 円〔本体〕+税 

*9784041515013*

 

ヒゲの OL 藪内笹子～完全版～<春>(BEAM COMIX 文庫) 
しりあがり 寿 著 
KADOKAWA 
産経新聞 2015/07/12 

2009:02. / 220p 
978-4-04-729699-2 
760 円〔本体〕+税 

*9784047296992*

 

ヒゲの OL 藪内笹子～完全版～<夏>(BEAM COMIX 文庫) 
しりあがり 寿 著 
KADOKAWA 
産経新聞 2015/07/12 

2009:02. / 220p 
978-4-04-729700-5 
760 円〔本体〕+税 

*9784047297005*
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ヒゲの OL 藪内笹子～完全版～<秋>(BEAM COMIX 文庫) 
しりあがり 寿 著 
KADOKAWA 
産経新聞 2015/07/12 

2009:04. / 215p 
978-4-04-729701-2 
760 円〔本体〕+税 

*9784047297012*

 

ヒゲの OL 藪内笹子～完全版～<冬>(BEAM COMIX 文庫) 
しりあがり 寿 著 
KADOKAWA 
産経新聞 2015/07/12 

2009:04. / 222p 
978-4-04-729702-9 
760 円〔本体〕+税 

*9784047297029*

 

黒い樹海(講談社文庫)  
松本 清張 著 
講談社 
産経新聞 2015/07/12 

1979:01. / ４６９ｐ 
978-4-06-131176-3 
730 円〔本体〕+税 

*9784061311763*

 

万延元年のフットボール(講談社文芸文庫)  
大江 健三郎 著 
講談社 
産経新聞 2015/07/12 

1988:04. / ４９１ｐ 
978-4-06-196014-5 
1,650 円〔本体〕+税 

*9784061960145*

 

叫び声(講談社文芸文庫)  
大江健三郎 著 
講談社 
産経新聞 2015/07/12 

1990:03. / ２６０ｐ 
978-4-06-196071-8 
950 円〔本体〕+税 

*9784061960718*

 

由煕 ナビ・タリョン(講談社文芸文庫)  
李 良枝 著 
講談社 
産経新聞 2015/07/12 

1997:09. / ３９４ｐ 
978-4-06-197584-2 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784061975842*

 

ま・く・ら(講談社文庫)  
柳家 小三治 著 
講談社 
産経新聞 2015/07/12 

1998:06. / ４１９ｐ 
978-4-06-263777-0 
695 円〔本体〕+税 

*9784062637770*
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靴の話～大岡昇平戦争小説集～(集英社文庫)  
大岡昇平 著 
集英社 
産経新聞 2015/07/18 

1996:06. / ２３９ｐ 
978-4-08-752049-1 
510 円〔本体〕+税 

*9784087520491*

 

Ｏｎｅ ｐｉｅｃｅ<巻１> Ｒｏｍａｎｃｅ ｄａｗｎ(ジャンプ・コミックス)  
尾田 栄一郎 著 
集英社 
産経新聞 2015/07/18 

1997:12. / ２０７ｐ 
978-4-08-872509-3 
390 円〔本体〕+税 

*9784088725093*

 

細雪<上> 改版(新潮文庫)  
谷崎 潤一郎 著 
新潮社 
産経新聞 2015/07/18 

1997:04. / ２８４ｐ 
978-4-10-100512-6 
550 円〔本体〕+税 

*9784101005126*

 

虞美人草 改版(新潮文庫)  
夏目 漱石 著 
新潮社 
産経新聞 2015/07/19 

2010:05. / ４９０ｐ 
978-4-10-101010-6 
550 円〔本体〕+税 

*9784101010106*

 

明暗 改版(新潮文庫)  
夏目 漱石 著 
新潮社 
産経新聞 2015/07/19 

2010:01. / ６８５ｐ 
978-4-10-101019-9 
750 円〔本体〕+税 

*9784101010199*

 

ゼロの焦点 改版(新潮文庫)  
松本 清張 著 
新潮社 
産経新聞 2015/07/19 

2008:12. / ４８１ｐ 
978-4-10-110916-9 
710 円〔本体〕+税 

*9784101109169*

 

眼の壁 改版(新潮文庫)  
松本 清張 著 
新潮社 
産経新聞 2015/07/19 

2009:12. / ５１４ｐ 
978-4-10-110917-6 
750 円〔本体〕+税 

*9784101109176*
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点と線 改版(新潮文庫)  
松本 清張 著 
新潮社 
産経新聞 2015/07/19 

2003:05. / ２６２ｐ 
978-4-10-110918-3 
490 円〔本体〕+税 

*9784101109183*

 

蒼い描点 改版(新潮文庫)  
松本 清張 著 
新潮社 
産経新聞 2015/07/19 

2002:03. / ６６４ｐ 
978-4-10-110921-3 
890 円〔本体〕+税 

*9784101109213*

 

影の地帯 改版(新潮文庫)  
松本 清張 著 
新潮社 
産経新聞 2015/07/19 

2001:12. / ７１８ｐ 
978-4-10-110922-0 
940 円〔本体〕+税 

*9784101109220*

 

時間の習俗 改版(新潮文庫)  
松本 清張 著 
新潮社 
産経新聞 2015/07/19 

2009:03. / ３８４ｐ 
978-4-10-110923-7 
590 円〔本体〕+税 

*9784101109237*

 

砂の器<上> 改版(新潮文庫） 
松本 清張 著 
新潮社 
産経新聞 2015/07/19 

2006:10. / 462p 
978-4-10-110924-4 
670 円〔本体〕+税 

*9784101109244*

 

蒼ざめた礼服 改版(新潮文庫 ま １－２６）  741p 2011 
松本清張 著 
新潮社 
産経新聞 2015/07/25 

2011:02. / 741p 
978-4-10-110926-8 
940 円〔本体〕+税 

*9784101109268*

 

Ｄの複合 改版(新潮文庫)  
松本 清張 著 
新潮社 
産経新聞 2015/07/26 

2003:01. / ５２４ｐ 
978-4-10-110928-2 
750 円〔本体〕+税 

*9784101109282*
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われらの時代 改版(新潮文庫)  
大江健三郎 著 
新潮社 
産経新聞 2015/07/26 

1982:07. / ２８１ｐ 
978-4-10-112602-9 
490 円〔本体〕+税 

*9784101126029*

 

芽むしり仔撃ち 改版(新潮文庫)  
大江 健三郎 著 
新潮社 
産経新聞 2015/07/26 

1997:08. / ２１９ｐ 
978-4-10-112603-6 
430 円〔本体〕+税 

*9784101126036*

 

遅れてきた青年(新潮文庫)  
大江 健三郎 著 
新潮社 
産経新聞 2015/07/26 

2001:05. / ５６０ｐ 
978-4-10-112605-0 
743 円〔本体〕+税 

*9784101126050*

 

日常生活の冒険 改版(新潮文庫)  
大江 健三郎 著 
新潮社 
産経新聞 2015/07/26 

2007:09. / ４７３ｐ 
978-4-10-112606-7 
629 円〔本体〕+税 

*9784101126067*

 

洪水はわが魂に及び<上>(新潮文庫)  
大江健三郎 著 
新潮社 
産経新聞 2015/07/26 

1983:05. / ２９８ｐ 
978-4-10-112612-8 
514 円〔本体〕+税 

*9784101126128*

 

洪水はわが魂に及び<下>(新潮文庫)  
大江健三郎 著 
新潮社 
産経新聞 2015/07/26 

1983:05. / ３０７ｐ 
978-4-10-112613-5 
514 円〔本体〕+税 

*9784101126135*

 

散るぞ悲しき～硫黄島総指揮官・栗林忠道～(新潮文庫)  
梯 久美子 著 
新潮社 
朝日新聞 2015/07/05 

2008:07. / ３０２ｐ 図

版１６ｐ 
978-4-10-135281-7 
520 円〔本体〕+税 

*9784101352817*
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シズコさん(新潮文庫)  
佐野 洋子 著 
新潮社 
朝日新聞 2015/07/05 

2010:09. / ２４８ｐ 
978-4-10-135415-6 
430 円〔本体〕+税 

*9784101354156*

 

フェルマーの最終定理(新潮文庫)  
サイモン・シン/ 青木 薫 著 
新潮社 
朝日新聞 2015/07/05 

2006:05. / ４９５ｐ 
978-4-10-215971-2 
790 円〔本体〕+税 

*9784102159712*

 

ワイマル共和国～ヒトラーを出現させたもの～(中公新書)  
林 健太郎 著 
中央公論新社 
朝日新聞 2015/07/05 

2001:05. / ２２０ｐ 
978-4-12-100027-9 
760 円〔本体〕+税 

*9784121000279*

 

ナチズム～ドイツ保守主義の一系譜～(中公新書)  
村瀬 興雄 著 
中央公論新社 
朝日新聞 2015/07/05 

1999:05. / ２６２ｐ 
978-4-12-100154-2 
720 円〔本体〕+税 

*9784121001542*

 

鉄砲を捨てた日本人～日本史に学ぶ軍縮～(中公文庫)  
ノエル・ペリン/ 川勝 平太 著 
中央公論新社 
朝日新聞 2015/07/05 

1991:04. / ２０２ｐ 
978-4-12-201800-6 
590 円〔本体〕+税 

*9784122018006*

 

武州公秘話 改版(中公文庫)  
谷崎 潤一郎 著 
中央公論新社 
朝日新聞 2015/07/05 

2005:05. / ２３５ｐ 
978-4-12-204518-7 
743 円〔本体〕+税 

*9784122045187*

 

天地有情～五十年の戦後政治を語る～  
中曽根康弘 著 
文藝春秋 
朝日新聞 2015/07/05 

1996:09. / ６２０， 
978-4-16-352070-4 
3,398 円〔本体〕+税 

*9784163520704*
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山田さんの鈴虫(文春文庫)  
庄野 潤三 著 
文芸春秋 
朝日新聞 2015/07/05 

2007:10. / ２８７ｐ 
978-4-16-769402-9 
552 円〔本体〕+税 

*9784167694029*

 

波の塔<上>(文春文庫)  
松本 清張 著 
文芸春秋 
朝日新聞 2015/07/05 

2009:09. / ４０１ｐ 
978-4-16-769722-8 
648 円〔本体〕+税 

*9784167697228*

 

波の塔<下>(文春文庫)  
松本 清張 著 
文芸春秋 
朝日新聞 2015/07/05 

2009:09. / ４０７ｐ 
978-4-16-769723-5 
648 円〔本体〕+税 

*9784167697235*

 

球形の荒野<上> 改版(文春文庫)  
松本 清張 著 
文芸春秋 
朝日新聞 2015/07/05 

2010:01. / ３３１ｐ 
978-4-16-769728-0 
590 円〔本体〕+税 

*9784167697280*

 

球形の荒野<下> 改版(文春文庫)  
松本 清張 著 
文芸春秋 
朝日新聞 2015/07/05 

2010:01. / ３４３ｐ 
978-4-16-769729-7 
590 円〔本体〕+税 

*9784167697297*

 

そこのみにて光輝く(河出文庫 さ 24-1) 
佐藤 泰志 著 
河出書房新社 
朝日新聞 2015/07/05 

2011:04. / 246p 
978-4-309-41073-9 
650 円〔本体〕+税 

*9784309410739*

 

明日の記憶(光文社文庫)  
荻原 浩 著 
光文社 
朝日新聞 2015/07/05 

2007:11. / ３８７ｐ 
978-4-334-74331-4 
619 円〔本体〕+税 

*9784334743314*
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失われた時を求めて<１> 第一篇「スワン家のほうへ１」(光文社古典新訳文庫 K 
A フ 4-1） 
プルースト/ 高遠 弘美 著 
光文社 
朝日新聞 2015/07/05 

2010:09. / ４７０ｐ 
978-4-334-75212-5 
952 円〔本体〕+税 

*9784334752125*

 

宇宙をかき乱すべきか～ダイソン自伝～<上>(ちくま学芸文庫)  
Ｆ．ダイソン/ 鎮目 恭夫 著 
筑摩書房 
朝日新聞 2015/07/05 

2006:01. / ２７０ｐ 
978-4-480-08960-1 
1,100 円〔本体〕+税 

*9784480089601*

 

宇宙をかき乱すべきか～ダイソン自伝～<下>(ちくま学芸文庫)  
Ｆ．ダイソン/ 鎮目 恭夫 著 
筑摩書房 
朝日新聞 2015/07/05 

2006:01. / ２４０，１４ｐ 
978-4-480-08961-8 
1,100 円〔本体〕+税 

*9784480089618*

 

東京の戦争(ちくま文庫)  
吉村 昭 著 
筑摩書房 
朝日新聞 2015/07/05 

2005:06. / ２０３ｐ 
978-4-480-42096-1 
500 円〔本体〕+税 

*9784480420961*

 

玉子ふわふわ(ちくま文庫 は 38-1） 
早川 茉莉 編 
筑摩書房 
朝日新聞 2015/07/05 

2011:02. / 271p 
978-4-480-42798-4 
780 円〔本体〕+税 

*9784480427984*

 

黒後家蜘蛛の会<１>(創元推理文庫)  
アイザック・アシモフ/ 池 央耿 著 
東京創元社 
朝日新聞 2015/07/05 

1981:01. / ３４５ｐ 
978-4-488-16701-1 
780 円〔本体〕+税 

*9784488167011*

 

だれもがポオを愛していた(創元推理文庫)  
平石 貴樹 著 
東京創元社 
朝日新聞 2015/07/05 

1997:08. / ３３８ｐ 
978-4-488-42001-7 
600 円〔本体〕+税 

*9784488420017*



 10  

 

退職刑事<１>(創元推理文庫)  
都筑 道夫 著 
東京創元社 
朝日新聞 2015/07/05 

2002:09. / ２９３ｐ 
978-4-488-43402-1 
600 円〔本体〕+税 

*9784488434021*

 

ある数学者の生涯と弁明(シュプリンガー数学クラブ) 
ゴドフリ・ハロルド・ハーディ/ チャールズ・パーシー・スノー 著 
丸善出版 
朝日新聞 2015/07/05 

2012:08. / 120p 
978-4-621-06328-6 
1,262 円〔本体〕+税 

*9784621063286*

 

科学・人間・組織(みすず科学ライブラリ－)  
ピョ－トル・レオニ－ドヴィチ・カピッツア/ 金光不二夫 著 
みすず書房 
朝日新聞 2015/07/05 

1974:01. / ２７３ｐ 
978-4-622-01345-7 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784622013457*

 

わがアメリカンドリ－ム～レ－ガン回想録～  
ロナルド・レ－ガン/ 尾崎浩 著 
読売新聞社 
朝日新聞 2015/07/05 

1993:09. / ９５３ｐ 
978-4-643-93066-5 
5,825 円〔本体〕+税 

*9784643930665*

 

日本の石仏<No.153(2015 春)> 特集?折口信夫と石神研究 
日本石仏協会 編 
青娥書房 
朝日新聞 2015/07/05 

2015:03. / 63p 
978-4-7906-0328-3 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784790603283*

 

免疫の意味論  
多田 富雄 著 
青土社 
朝日新聞 2015/07/05 

1993:04. / ２３６ｐ 
978-4-7917-5243-0 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784791752430*

 

若山牧水 その親和力を読む 
伊藤 一彦 著 
短歌研究社 
朝日新聞 2015/07/05 

2015:06. / 260p 
978-4-86272-459-5 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784862724595*
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弟(幻冬舎文庫)  
石原 慎太郎 著 
幻冬舎 
朝日新聞 2015/07/05 

1999:06. / ４３０ｐ 
978-4-87728-736-8 
648 円〔本体〕+税 

*9784877287368*

 

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！ 
朝日新聞 2015/07/05 

2015:05. / 277p 
978-4-7571-6063-7 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784757160637*

 

国体論はなぜ生まれたか～明治国家の知の地形図～(MINERVA 歴史・文化ラ

イブラリー 26) 
米原 謙 著 
ミネルヴァ書房 
近代日本を決定づけた思想の全貌 
朝日新聞 2015/07/05 

2015:04. / 8p,296p,7p 
978-4-623-07344-3 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784623073443*

 

国際協調の先駆者たち～理想と現実の 200 年～ 
マーク・マゾワー/ 依田 卓巳 著 
ＮＴＴ出版 
国際協調は、なされてきたのか？ 
朝日新聞 2015/07/05 

2015:06. / 9p,440p 
978-4-7571-4338-8 
4,600 円〔本体〕+税 

*9784757143388*

 

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 
朝日新聞 2015/07/05 

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

*9784560084205*

 

戦場カメラマン沢田教一の眼～SAWADA KYOICHI AOMORI・VIETNAM・

CAMBODIA 1955-1970～ 
沢田 教一/ 沢田 サタ 著, 沢田 教一/ 斉藤 光政 編 
山川出版社 
沢田教一の眼が撮らえた戦場の記録 
朝日新聞 2015/07/12 

2015:05. / 399p 
978-4-634-15073-7 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784634150737*

 

図説サインとシンボル 
アドリアン・フルティガー/ 小泉 均/ 越 朋彦 著 
研究社 
名匠フルティガーの「記号の形態学」 
朝日新聞 2015/07/12 

2015:06. / 374p 
978-4-327-37739-7 
5,500 円〔本体〕+税 

*9784327377397*
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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 
朝日新聞 2015/07/12 

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

*9784642058018*

 

石川忠久漢詩の稽古 
石川 忠久 著 
大修館書店 
石川忠久先生の作詩講座を一冊に凝縮！ 
朝日新聞 2015/07/12 

2015:07. / 12p,242p 
978-4-469-23276-9 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784469232769*

 

沈黙の山嶺(いただき)～第一次世界大戦とマロリーのエヴェレスト～<上> 
ウェイド・デイヴィス/ 秋元 由紀 著 
白水社 
第一次大戦後の青春群像。下巻同時発売 
朝日新聞 2015/07/12 

2015:05. / 392p 
978-4-560-08433-5 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784560084335*

 

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 
朝日新聞 2015/07/12 

2015:05. / 212p 
978-4-560-09039-8 
2,100 円〔本体〕+税 

*9784560090398*

 

正義のゲーム理論的基礎(叢書《制度を考える》) 
ケン・ビンモア/ 栗林 寛幸 著 
ＮＴＴ出版 
ゲーム理論による、正義論の徹底解剖! 
朝日新聞 2015/07/12 

2015:05. / 12p,326p 
978-4-7571-2233-8 
4,200 円〔本体〕+税 

*9784757122338*

 

現代アジアの宗教～社会主義を経た地域を読む～ 
藤本 透子 編 
春風社 
宗教が（再）活性化する理由を解明する 
朝日新聞 2015/07/12 

2015:06. / 473p 
978-4-86110-453-4 
4,200 円〔本体〕+税 

*9784861104534*

 

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 
朝日新聞 2015/07/12 

2015:04. / 11p,231p 
978-4-642-08275-4 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784642082754*
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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 
朝日新聞 2015/07/12 

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

*9784750341323*

 

参加型アクションリサーチ<CBPR>の理論と実践～社会変革のための研究方法

論～(関西学院大学研究叢書 第 168 編) 
武田 丈 著 
世界思想社 
「コミュニティと協働する」リサーチへ！ 
朝日新聞 2015/07/12 

2015:03. / 11p,258p 
978-4-7907-1658-7 
4,300 円〔本体〕+税 

*9784790716587*

 

大分岐～中国、ヨーロッパ、そして近代世界経済の形成～ 
K.ポメランツ/ 川北 稔 著 
名古屋大学出版会 
グローバルヒストリーの代表作、遂に邦訳 
朝日新聞 2015/07/12 

2015:05. / 7p,388p,57p
978-4-8158-0808-2 
5,500 円〔本体〕+税 

*9784815808082*

 

古代天皇陵の謎を追う 
大塚 初重 著 
新日本出版社 
発掘調査から謎はどこまで明らかになったか 
朝日新聞 2015/07/12 

2015:05. / 190p 
978-4-406-05905-3 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784406059053*

 

世界で一番美しい海のいきもの図鑑 
吉野 雄輔/ 武田 正倫 著 
創元社 
海洋写真家が捉えた厳選写真 375 点を収載 
朝日新聞 2015/07/12 

2015:06. / 231p 
978-4-422-43015-7 
3,600 円〔本体〕+税 

*9784422430157*

 

インサイド・ザ・ストーン～石に秘められた造形の世界～ 
山田 英春 著 
創元社 
無限の色彩と模様が繰り広げるアートの世界 
朝日新聞 2015/07/12 

2015:06. / 157p 
978-4-422-44003-3 
3,600 円〔本体〕+税 

*9784422440033*

 

series 田園回帰<1> 田園回帰 1%戦略 
藤山 浩 著 
農山漁村文化協会 
地域に人口と仕事を取り戻す展望と総合戦略 
朝日新聞 2015/07/12 

2015:06. / 227p 
978-4-540-14243-7 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784540142437*
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古代ローマの庶民たち～歴史からこぼれ落ちた人々の生活～ 
ロバート・クナップ 著 
白水社 
当時の資料にみる一般民衆や解放奴隷の生活 
朝日新聞 2015/07/12 

2015:05. / 470p,28p 
図版 16p 
978-4-560-08427-4 
4,800 円〔本体〕+税 

*9784560084274*

 

神秘列車(エクス・リブリス) 
甘 耀明 著 
白水社 
台湾の歴史と土地の記憶が渦巻く六つの物語 
朝日新聞 2015/07/12 

2015:07. / 172p 
978-4-560-09040-4 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784560090404*

 

こころ<Vol.25> 村田喜代子 八幡炎炎記第二部スタート! 
平凡社 
村田喜代子「八幡炎炎記」第二部連載開始！ 
朝日新聞 2015/07/12 

2015:06. / 174p 
978-4-582-38025-5 
800 円〔本体〕+税 

*9784582380255*

 

球技の誕生～人はなぜスポーツをするのか～ 
松井 良明 著 
平凡社 
球技を軸に近代スポーツの発祥と発展を解説 
朝日新聞 2015/07/12 

2015:05. / 335p 
978-4-582-62703-9 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784582627039*

 

作家の珈琲(コロナ・ブックス 202) 
コロナ・ブックス編集部 著 
平凡社 
作家と珈琲の愛すべきエピソードを一挙公開 
朝日新聞 2015/07/12 

2015:06. / 135p 
978-4-582-63499-0 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784582634990*

 

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 2015/07/12 

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

*9784582768282*

 

『日本残酷物語』を読む(平凡社新書 774) 
畑中 章宏 著 
平凡社 
高度成長期の中で浮き彫りにされた「残酷」 
朝日新聞 2015/07/12 

2015:05. / 229p 
978-4-582-85774-0 
800 円〔本体〕+税 

*9784582857740*
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ごみと日本人～衛生・勤倹・リサイクルからみる近代史～ 
稲村 光郎 著 
ミネルヴァ書房 
戦前の社会を「ごみ問題」を通じて読み解く 
朝日新聞 2015/07/12 

2015:06. / 12p,317p,7p
978-4-623-07376-4 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784623073764*

 

日本経済論・入門～戦後復興からアベノミクスまで～ 
八代 尚宏 著 
有斐閣 
現代の問題を理解するための経済発展の歴史 
朝日新聞 2015/07/12 

2013:07. / 8p,213p 
978-4-641-16411-6 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784641164116*

 

二宮尊徳(人物叢書 新装版 通巻 281) 
大藤 修 著, 日本歴史学会 編 
吉川弘文館 
荒廃農村の復興に尽力した“金次郎”の生涯 
朝日新聞 2015/07/12 

2015:05. / 19p,326p 
978-4-642-05274-0 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784642052740*

 

神都物語～伊勢神宮の近現代史～(歴史文化ライブラリー 405) 
ジョン・ブリーン 著 
吉川弘文館 
時代状況に合わせ柔軟に変容する伊勢を描く 
朝日新聞 2015/07/12 

2015:07. / 5p,181p 
978-4-642-05805-6 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784642058056*

 

狐物語(福音館古典童話シリーズ 42) 
山脇 百合子 著, レオポルド・ショヴォー 編 
福音館書店 
中世フランスから赤毛のワルがやってきた！ 
朝日新聞 2015/07/12 

2015:06. / 437p 
978-4-8340-8176-3 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784834081763*

 

いないも同然だった男 
パトリス・ルコント/ 桑原 隆行 著 
春風社 
「見えない男」がとった愛を伝える手段とは 
朝日新聞 2015/07/12 

2015:07. / 185p 
978-4-86110-458-9 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784861104589*

 

ペストの歴史 
宮崎 揚弘 著 
山川出版社 
疫病大流行の恐怖と克服の試みを明らかにする 
朝日新聞 2015/07/12 

2015:05. / 214p,20p 
978-4-634-64076-4 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784634640764*
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クマムシ研究日誌～地上最強生物に恋して～(フィールドの生物学 15) 
堀川 大樹 著 
東海大学出版部 
人類救済システムを探る、クマムシの研究を紹介 
朝日新聞 2015/07/19 

2015:05. / 12p,198p 
978-4-486-01996-1 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784486019961*

 

ナポレオンに背いた「黒い将軍」～忘れられた英雄アレックス・デュマ～ 
トム・リース/ 高里 ひろ 著 
白水社 
文豪デュマの父、知られざる「黒人将軍」の生涯 
朝日新聞 2015/07/19 

2015:04. / 346p,87p 
978-4-560-08426-7 
3,600 円〔本体〕+税 

*9784560084267*

 

日本のものづくり遺産～未来技術遺産のすべて～ 
国立科学博物館産業技術史資料情報センター 著 
山川出版社 
国立博物館に登録された技術遺産のすべてを紹介 
朝日新聞 2015/07/19 

2015:04. / 231p 
978-4-634-15068-3 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784634150683*

 

政の言葉から読み解く戦後 70 年～歴史から日本の未来が見える～ 
宇治 敏彦 著 
新評論 
ベテラン政治記者が「言葉」を軸に戦後を解読！ 
朝日新聞 2015/07/19 

2015:06. / 22p,382p 
978-4-7948-1010-6 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784794810106*

 

迫り来る食糧危機～食の「安全」保障を考える～ 
田中 豊裕 著 
大学教育出版 
アジア及び豪州との地域食糧安全保障構築を提示 
朝日新聞 2015/07/19 

2015:04. / 8p,187p 
978-4-86429-315-0 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784864293150*

 

保存修復の技法と思想～古代芸術・ルネサンス絵画から現代アートまで～ 
田口 かおり 著 
平凡社 
芸術の新たな批評言語をも創造せんとする意欲作！ 
朝日新聞 2015/07/19 

2015:04. / 333p 
978-4-582-20643-2 
4,800 円〔本体〕+税 

*9784582206432*

 

ハービー・ハンコック自伝～新しいジャズの可能性を追う旅～ 
ハービー・ハンコック/ リサ・ディッキー/ 川嶋 文丸 著 
DU BOOKS 
ジャズ界 後の巨人 ハービー・ハンコックの初の自伝。 
朝日新聞 2015/07/19 

2015:07. / 413p 図版
16p 
978-4-907583-33-0 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784907583330*
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A 子さんの恋人<1>(BEAM COMIX) 
近藤 聡乃 著 
KADOKAWA 
29 歳――半人前の大人たちが繰り広げる、問題だらけの恋愛模様。 
朝日新聞 2015/07/19 

2015:06. / 174p 
978-4-04-730581-6 
620 円〔本体〕+税 

*9784047305816*

 

断片的なものの社会学 
岸 政彦 著 
朝日出版社 
社会学者が実際に出会った「解釈できない出来事」をめぐるエッセイ。 
朝日新聞 2015/07/19 

2015:05. / 241p 
978-4-255-00851-6 
1,560 円〔本体〕+税 

*9784255008516*

 

書生の処世 
荻原 魚雷 著 
本の雑誌社 
日々の暮らしのなかで本屋さんと古本屋さんで手にした本を読み解く、読書エッセ

イ。 
朝日新聞 2015/07/19 

2015:06. / 221p 
978-4-86011-272-1 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784860112721*

 

データを正しく見るための数学的思考～数学の言葉で世界を見る～ 
ジョーダン・エレンバーグ/ 松浦 俊輔 著 
日経ＢＰ社 
データ分析に使われる統計の数学的知識を、グラフ図と日常的な例などで概説し

た読み物。 
朝日新聞 2015/07/19 

2015:07. / 700p 
978-4-8222-8539-5 
3,400 円〔本体〕+税 

*9784822285395*

 

シーラカンスは語る～化石と DNA から探る生命の進化～ 
大石 道夫 著 
丸善出版 
日本の DNA 研究の草分けである著者が、シーラカンスのゲノム解読の結果など、

研究成果を紹介。 
朝日新聞 2015/07/19 

2015:05. / 3p,174p 
978-4-621-08932-3 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784621089323*

 

カリガリからヒトラーへ～ドイツ映画１９１８－１９３３における集団心理の構造分析

～  
ジークフリード・クラカウアー/ 丸尾 定 著 
みすず書房 
ヒトラーの抬頭を許したドイツ人の精神の内面を映画『カリガリ博士』の分析を通し明

らかにする。 
朝日新聞 2015/07/19 

1970:11. / ３４６，１４，

１５ｐ 図版３２ｐ 
978-4-622-01562-8 
4,200 円〔本体〕+税 

*9784622015628*

 

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

るルポルタージュ。 
朝日新聞 2015/07/19 

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

*9784860112660*
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NTV 火曜 9 時～アクションドラマの世界～ 
山本 俊輔/ 佐藤 洋笑 著 
DU BOOKS 
初の「NTV 火曜 9 時」クロニクル。 テレビドラマ界に改革をもたらした熱き男たち

の、闘いの日々。 
朝日新聞 2015/07/19 

2015:04. / 477p 
978-4-907583-34-7 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784907583347*

 

ユニコ<上> 
手塚 治虫 著 
リトル・モア 
国民的漫画家・手塚治虫のオールカラー作品。全 400 ページ。完全新版にて刊

行。上・下巻 同時刊行。 
朝日新聞 2015/07/19 

2015:03. / 214p 
978-4-89815-404-5 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784898154045*

 

ユニコ<下> 
手塚 治虫 著 
リトル・モア 
国民的漫画家・手塚治虫のオールカラー作品。全 400 ページ。完全新版にて刊

行。上・下巻 同時刊行。 
朝日新聞 2015/07/19 

2015:03. / 187p 
978-4-89815-405-2 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784898154052*

 

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。 
朝日新聞 2015/07/19 

2015:04. / 285p 
978-4-255-00834-9 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784255008349*

 

流れる星は生きている 新版(偕成社文庫 4082) 
藤原 てい 著 
偕成社 
1945 年の敗戦とともに満州（現、中国東北部）から日本まで、3 人の子をかかえて

引き揚げた、著者の魂の記録。 
朝日新聞 2015/07/19 

2015:07. / 279p 
978-4-03-850820-2 
800 円〔本体〕+税 

*9784038508202*

 

カフカ式練習帳(河出文庫 ほ 3-3) 
保坂 和志 著 
河出書房新社 
ページを開くと、目の前に小説が溢れ出す！ これは断片か長篇か？ 保坂和志

によって奏でられる小説の即興演奏。 
朝日新聞 2015/07/19 

2015:06. / 453p 
978-4-309-41378-5 
830 円〔本体〕+税 

*9784309413785*

 

佐治敬三と開高健 最強のふたり 
北 康利 著 
講談社 
世界一のウイスキーをつくった経営者と無頼派作家の不思議な友情と、ビール戦争

とベトナム戦争を戦った二人の夢の光芒 
朝日新聞 2015/07/19 

2015:06. / 477p 
978-4-06-218612-4 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784062186124*
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マイ・フレンド～高田渡青春日記 1966-1969～ 
高田 渡 著, 高田 渡/ 高田 漣 編 
河出書房新社 
没後 10 年を迎えるミュージシャン高田渡 17 歳～18 歳の日記。日本のフォーク黎

明期の青春の記録。解説=中川五郎。 
朝日新聞 2015/07/19 

2015:04. / 372p 図版
15p 
978-4-309-27590-1 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784309275901*

 

?は一本足で立ち真実は二本足で立つ～言葉は時代を超える-フランクリン格言集

～(渡部昇一ブックス 11) 
渡部 昇一 著 
広瀬書院 
言葉によって人々を励まし続けたフランクリンの格言集。洒脱で軽妙なセンスを含

み、年代を問わず良き指標となる一冊。 
朝日新聞 2015/07/19 

2015:06. / 149p 
978-4-906701-11-7 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784906701117*

 

雨の裾 
古井 由吉 著 
講談社 
病床の母に付き添う男。それに従う女。死を前に、男女を結ぶ因果の果て。情愛の

芯から匂いたつ官能。古井文学の到達点。 
朝日新聞 2015/07/19 

2015:06. / 251p 
978-4-06-219521-8 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784062195218*

 

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

組んだ三十余年の精髄を自ら五巻に集成！ 
朝日新聞 2015/07/19 

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

*9784861825149*

 

あしたのジョーに憧れて 1(KC デラックス) 
川 三番地 著 
講談社 
故郷・青森を後にして巨匠ちばてつや先生に弟子入りした田中少年！ そこには想

像を越えた驚きと感動の日々があった…!! 
朝日新聞 2015/07/19 

2015:06. / 192p 
978-4-06-377290-6 
560 円〔本体〕+税 

*9784063772906*

 

わたしを離さないで(ハヤカワｅｐｉ文庫)  
カズオ・イシグロ/ 土屋 政雄 著 
早川書房 
残酷な運命に翻弄される若者たちの一生を感動的に描き、世界中で絶賛された日

系英国人作家の新たなる傑作。解説：柴田元幸 
朝日新聞 2015/07/19 

2008:08. / ４５０ｐ 
978-4-15-120051-9 
800 円〔本体〕+税 

*9784151200519*

 

世界のミツバチ・ハナバチ百科図鑑 
ノア・ウィルソン=リッチ/ 原野 健一/ 矢能 千秋/ 寺西 のぶ子/ 夏目 大 著 
河出書房新社 
人間に も親しまれている昆虫の一つ、ミツバチを含むハナバチのすべてを詳しく

紹介する翻訳図鑑。写真満載の美しい一冊。 
朝日新聞 2015/07/19 

2015:06. / 223p 
978-4-309-25321-3 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784309253213*
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映画の戦後 
川本 三郎 著 
七つ森書館 
戦後 70 年、日本映画は「悲しみ」を描き、アメリカ映画は「個の誇り」を描いてきた

――川本三郎が綴る、戦後日米映画史。 
朝日新聞 2015/07/19 

2015:05. / 270p 
978-4-8228-1532-5 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784822815325*

 

真の政治主導～復興大臣 617 日～ 
根本 匠 著 
中央公論事業出版 
安倍政権下の復興大臣として復興を加速化させるため、被災地対策に現場主義で

全力で取り組んだ政治主導の復興政策の軌跡。 
朝日新聞 2015/07/19 

2015:02. / 465p 
978-4-89514-435-3 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784895144353*

 

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〉。 
朝日新聞 2015/07/19 

2015:05. / 186p 
978-4-7949-6881-4 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784794968814*

 

今日も盆踊り 
小野 和哉/ かとう ちあき 著 
タバブックス 
ミニコミ『恋と童貞』『野宿野郎』編集長、日本全国をおどり歩く。秘境、奇祭、復活踊

りに現代音頭、みんなたのしい盆踊り！ 
朝日新聞 2015/07/19 

2015:07. / 222p 
978-4-907053-10-9 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784907053109*

 

世界の果てのこどもたち 
中脇 初枝 著 
講談社 
あの戦争は、誰のためのものだったのだろうか。戦時中に満洲で出会った三人の女

の子。『きみはいい子』著者の、新たな代表作。 
朝日新聞 2015/07/19 

2015:06. / 381p 
978-4-06-219539-3 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784062195393*

 

D 機関情報(講談社文庫 に 1-117) 
西村 京太郎 著 
講談社 
第二次大戦末期、海軍の関谷中佐は密命を帯びてヨーロッパに渡った。中立国ス

イスでの諜報戦がテーマの、鮮やかなスパイ小説！ 
朝日新聞 2015/07/19 

2015:06. / 436p 
978-4-06-293127-4 
730 円〔本体〕+税 

*9784062931274*

 

ヒトラーとは何か～新訳～ 
セバスチャン・ハフナー/ 瀬野 文教 著 
草思社 
ナチスの興亡を同時代人として体験したジャーナリストが、ヒトラーの野望の軌跡を

臨場感あふれる筆致で描いた傑作評伝の新訳。 
朝日新聞 2015/07/19 

2013:01. / 319p 
978-4-7942-1948-0 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784794219480*
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寺院消滅～失われる「地方」と「宗教」～ 
鵜飼 秀徳 著 
日経ＢＰ社 
全国のお寺が危機に瀕している。地方の寺院ビジネスの現状を徹底ルポし地方創

生のカギを探る。お寺やお墓は本当に不要なのか？ 
朝日新聞 2015/07/19 

2015:05. / 278p 
978-4-8222-7917-2 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784822279172*

 

三重スパイ～イスラム過激派を監視した男～ 
小倉 孝保 著 
講談社 
モスクに潜入し、テロリストを壊滅せよ！アルジェリアからフランス、そしてイギリスの

MI5 へ―3 ヵ国の諜報機関を渡り歩いた男 
朝日新聞 2015/07/19 

2015:05. / 334p 
978-4-06-219484-6 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784062194846*

 

生還者 
下村 敦史 著 
講談社 
新乱歩賞作家、早くも第 3 作！どちらの生還者が嘘をついているのか？世界第 3
位の高峰の雪崩に隠された謎を追う山岳ミステリー。 
朝日新聞 2015/07/19 

2015:07. / 283p 
978-4-06-219611-6 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784062196116*

 

<未来>のつくり方～シリコンバレーの航海する精神～(講談社現代新書 2315) 
池田 純一 著 
講談社 
なぜ IT のイノベーションはアメリカで起こるのか？グーグルの見据える未来とは？

未来を描き、たぐり寄せる力の源泉を解き明かす 
朝日新聞 2015/07/19 

2015:05. / 317p 
978-4-06-288315-3 
840 円〔本体〕+税 

*9784062883153*

 

原発労働者(講談社現代新書 2321) 
寺尾 紗穂 著 
講談社 
炉心屋は真夜中にデータを書き換える。ボヤは見て見ぬふり。燃料プールに潜る

外国人!? 平時の原発はこんなふうに動いていた！ 
朝日新聞 2015/07/26 

2015:06. / 203p 
978-4-06-288321-4 
760 円〔本体〕+税 

*9784062883214*

 

技術大国幻想の終わり～これが日本の生きる道～(講談社現代新書 2322) 
畑村 洋太郎 著 
講談社 
日本を代表する工学者で失敗学・創造学の権威である著者が、ここ 10 年見て考え

てきた日本の産業のこれからをエッセンスで示す。 
朝日新聞 2015/07/26 

2015:06. / 182p 
978-4-06-288322-1 
740 円〔本体〕+税 

*9784062883221*

 

ぎをん丼手習帖(和食の教科書) 
森川 裕之 著 
世界文化社 
ご飯の炊き方など基本の技から、季節を盛り込む上級の技まで、2 年待ちの料理教

室で披露されている森川流のテクニックを大公開！ 
朝日新聞 2015/07/26 

2015:06. / 175p 
978-4-418-15309-1 
1,850 円〔本体〕+税 

*9784418153091*
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ぼくの短歌ノート 
穂村 弘 著 
講談社 
人気歌人が独自の視点で選ぶ傑作短歌と目からウロコの名解説！今の時代を鮮

やかに読みとき、新たな世界へと誘う魅力の短歌エッセイ 
朝日新聞 2015/07/26 

2015:06. / 237p 
978-4-06-219458-7 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784062194587*

 

東京藝大物語 
茂木 健一郎 著 
講談社 
東京藝術大学に赴任した語り部が、そこで目にしたものは！脳科学者として知られ

る著者が自身の体験を元に描く「100％青春小説」 
朝日新聞 2015/07/26 

2015:05. / 213p 
978-4-06-219478-5 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784062194785*

 

ビューティフル・マインド～天才数学者の絶望と奇跡～(新潮文庫 シ-38-6) 
シルヴィア・ナサー/ 塩川 優 著 
新潮社 
統合失調症を発症。30 年以上の闘病生活の後、奇跡的な回復を遂げてノーベル

経済学賞に輝いた天才数学者の人生を描く感動の伝記。 
朝日新聞 2015/07/26 

2013:11. / 953p 
978-4-10-218441-7 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784102184417*

 

都筑道夫ドラマ・ランド<下> 完全版 ラジオ・TV 篇 
都筑 道夫 著, 都筑 道夫/ 日下 三蔵 編 
河出書房新社 
名推理作家の脚本を集成。「夜のミステリー」と銘打たれた「幽霊屋敷」他ラジオドラ

マ、TV ドラマ「スパイキャッチャーJ3」等。 
朝日新聞 2015/07/26 

2015:05. / 469p 
978-4-309-02385-4 
2,900 円〔本体〕+税 

*9784309023854*

 

クラウド・アトラス<上> 
デイヴィッド・ミッチェル/ 中川 千帆 著 
河出書房新社 
クローン、映画、原発、音楽、伝染病……時代を超えた６つの物語が展開する驚異

のＳＦ超大作。来年３月１５日より全国ロードショー 
朝日新聞 2015/07/26 

2013:01. / 372p 
978-4-309-20611-0 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784309206110*

 

クラウド・アトラス<下> 
デイヴィッド・ミッチェル/ 中川 千帆 著 
河出書房新社 
体のどこかに彗星のあざを持つ主人公たち。７０年代ロサンジェルス、近未来のソウ

ルなど、世界を舞台に描かれる暴力と抑圧の物語。 
朝日新聞 2015/07/26 

2013:01. / 370p 
978-4-309-20612-7 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784309206127*

 

陸前高田～2011-2014～ 
畠山 直哉 著 
河出書房新社 
震災による津波で母を失った写真家が、震災直後から撮り続けてきた故郷・陸前高

田の写真を集大成。カラー71 点とエッセイを収録。 
朝日新聞 2015/07/26 

2015:05. / 155p 
978-4-309-27595-6 
3,900 円〔本体〕+税 

*9784309275956*
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戦後史入門(河出文庫 な 33-1) 
成田 龍一 著 
河出書房新社 
占領、55 年体制、高度経済成長、バブル、沖縄や在日コリアンから見た戦後、そし

て今――「戦後」を学ぶには、まずこの一冊から！ 
朝日新聞 2015/07/26 

2015:07. / 235p 
978-4-309-41382-2 
680 円〔本体〕+税 

*9784309413822*

 

風のかたみ(河出文庫 ふ 12-1) 
福永 武彦 著 
河出書房新社 
萩姫を恋い慕う若者。蔵人の少将に惹かれる萩姫。若者を好う笛師の娘。綾なす

恋の行方は……今昔物語に材を得た王朝ロマンの名作。 
朝日新聞 2015/07/26 

2015:07. / 413p 
978-4-309-41388-4 
1,100 円〔本体〕+税 

*9784309413884*

 

ボヴァリー夫人(河出文庫)  
フローベール/ 山田 〓 著 
河出書房新社 
田舎町の医師と結婚した女性エンマが、平凡な生活に失望し愛人をつくり破産して

死ぬまでを描く、世界文学に燦然と輝く不滅の名作。 
朝日新聞 2015/07/26 

2009:07. / ５９７ｐ 
978-4-309-46321-6 
1,100 円〔本体〕+税 

*9784309463216*

 

格闘者～前田日明の時代～<1> 戦後史記列伝戦士第一青雲立志篇 
塩澤 幸登 著 
河出書房新社 
前田日明が初めて語った、絶望のなかで戦いつづけた少年時代。新日入団から英

国遠征・米国タンパ時代までを描く第一弾（全 3 巻）。 
朝日新聞 2015/07/26 

2015:06. / 550p 
978-4-309-92058-0 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784309920580*

 

短篇ベスト 10(スタニスワフ・レムコレクション) 
スタニスワフ・レム 著 
国書刊行会 
ポーランドで刊行されたベスト短篇集をもとに『ロボット物語』や泰平ヨンものから「マ

スク」他 10 篇を集成した新訳アンソロジー。 
朝日新聞 2015/07/26 

2015:05. / 378p 
978-4-336-04505-8 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784336045058*

 

今森光彦の心地いい里山暮らし 12 か月～写真家のアトリエ「オーレリアンの庭」

から～ 
今森 光彦 著 
世界文化社 
著者が 20 数年かけて自らの手で作り上げた里山とそこでの暮らしぶりを初公開。

自然と共存する心地いいライフスタイルを紹介する。 
朝日新聞 2015/07/26 

2015:03. / 160p 
978-4-418-15507-1 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784418155071*

 

決戦!大坂城 
葉室 麟/ 木下 昌輝/ 富樫 倫太郎/ 乾 緑郎/ 天野 純希/ 冲方 丁/ 伊東 潤 
著 
講談社 
乱世を終わらす家康、滅亡に抗う秀頼と淀殿。真田信繁（幸村）ら牢人衆も参陣。い

ざ戦国 終決戦へ！話題騒然の競作シリーズ第 2 弾！ 
朝日新聞 2015/07/26 

2015:05. / 314p 
978-4-06-219503-4 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784062195034*
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鴨居玲 死を見つめる男 
長谷川 智恵子 著 
講談社 
没後 30 年、現代の若者に共感を呼ぶ、作品に秘められた真実！生き様もファッシ

ョンも、昭和を破天荒に生きた画家の知られざる姿とは 
朝日新聞 2015/07/26 

2015:05. / 206p 
978-4-06-219506-5 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784062195065*

 

うたうとは小さないのちひろいあげ 
村上 しいこ 著 
講談社 
高校の部活動で短歌を詠む「うた部」の生徒達が短歌甲子園をめざす。友情・恋

愛・挫折・いじめ問題などを丁寧に織り込んだ青春小説。 
朝日新聞 2015/07/26 

2015:05. / 317p 
978-4-06-219509-6 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784062195096*

 

50 語でわかる!最初で最後のシャンパン入門 
山本 昭彦 著 
講談社 
「シャンパンを知るための 50 のキーワード」と「死ぬまでに飲みたい 50 本」の 2 部

構成。シャンパンの全てがこの一冊でわかります！ 
朝日新聞 2015/07/26 

2015:06. / 198p 
978-4-06-219547-8 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784062195478*

 

グッド・ラック～日本航空 123 便のコックピットで何が起きたのか～ 
清水 保俊 著 
講談社 
御巣鷹山飛行機事故から 30 年。あの日コックピットでは何が起きたのか。元 JAL フ

ライトエンジニアが描く迫真のドキュメントノベル 
朝日新聞 2015/07/26 

2015:07. / 268p 
978-4-06-219569-0 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784062195690*

 

大江戸商い白書～数量分析が解き明かす商人の真実～(講談社選書メチエ 602) 
山室 恭子 著 
講談社 
平均存続年数一五・七年。血縁相続、わずか九パーセント。大商家とは異なる、江

戸商人の実像を明らかにし、その人間模様を描く一冊。 
朝日新聞 2015/07/26 

2015:07. / 227p 
978-4-06-258605-4 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784062586054*

 

男性漂流～男たちは何におびえているか～(講談社+α 新書 683-1A) 
奥田 祥子 著 
講談社 
男というものは「こわい」らしい。結婚、育児、介護、老い、仕事。黙って葛藤する中

年男性に 10 年密着、女性記者が明かす本音と実態 
朝日新聞 2015/07/26 

2015:01. / 222p 
978-4-06-272887-4 
880 円〔本体〕+税 

*9784062728874*

 

原民喜戦後全小説(講談社文芸文庫 は F4) 
原 民喜 著 
講談社 
広島原爆投下の日を克明に描いた「夏の花」他、壮絶な体験と苦悩を刻んだ小説

群。戦後 70 年を経て尚鮮烈な光を放つ戦争文学の金字塔 
朝日新聞 2015/07/26 

2015:06. / 579p 
978-4-06-290276-2 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784062902762*
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歴史認識とは何か～日露戦争からアジア太平洋戦争まで～(新潮選書) 
細谷 雄一 著 
新潮社 
なぜ日本の「正義」は世界に通じないか――国際社会との「ずれ」の根源に迫る歴

史シリーズ第一弾。五大国から転落するまでの三十年。 
朝日新聞 2015/07/26 

2015:07. / 314p 
978-4-10-603774-0 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784106037740*

 

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

ちの壮絶バトル。壮大な和製ファンタジーの幕が開ける！ 
朝日新聞 2015/07/26 

2014:06. / 377p 
978-4-16-790118-9 
670 円〔本体〕+税 

*9784167901189*

 

指導者とは(文春学藝ライブラリー) 
リチャード・ニクソン/ 徳岡 孝夫 著 
文藝春秋 
栄光と挫折を体現した米大統領だから洞察しえたリーダーの本質。チャーチル、マ

ッカーサーに吉田茂…20 世紀の巨星達の実像に迫る。 
朝日新聞 2015/07/26 

2013:12. / 473p 
978-4-16-813009-0 
1,660 円〔本体〕+税 

*9784168130090*

 

都筑道夫ドラマ・ランド<上> 完全版 映画篇 
都筑 道夫 著, 都筑 道夫/ 日下 三蔵 編 
河出書房新社 
名推理作家による脚本を集成。〈読物としても、成立する。そういう映画脚本を書い

てみたい、と思っているうちに…機会がおとずれた〉 
朝日新聞 2015/07/26 

2015:05. / 409p 
978-4-309-02384-7 
2,900 円〔本体〕+税 

*9784309023847*

 

大不況には本を読む(河出文庫 は 1-26) 
橋本 治 著 
河出書房新社 
成功に輝く日本近代の 150 年は過去となった。いま日本人はどう生きるべきか。そ

の答えを探すため、貧しても鈍する前に、本を読む。 
朝日新聞 2015/07/26 

2015:06. / 248p 
978-4-309-41379-2 
640 円〔本体〕+税 

*9784309413792*

 

マルセル・シュオッブ全集 
マルセル・シュオッブ/ 大濱 甫/ 多田 智満子/ 宮下 志朗/ 千葉 文夫/ 大野 

多加志/ 尾方 邦雄 著 
国書刊行会 
「19 世紀末のボルヘス」として注目を浴びる夭折の天才作家の初の全集。『架空の

伝記』を始め、評論や単行本未収録短編までを収録。 
朝日新聞 2015/07/26 

2015:06. / 933p 
978-4-336-05909-3 
15,000 円〔本体〕+税 

*9784336059093*

 

大田垣蓮月  
杉本 秀太郎 著 
東陽書房 
江戸後期の歌人、蓮月の生涯と作品についての自在を得た批評。富岡鉄斎をはじ

め文人画人との綾なす交流も詳述。１９７５年淡交社刊の再刊。 
朝日新聞 2015/07/26 

2004:10. / ２８９ｐ 
978-4-86152-020-4 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784861520204*
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スイミー 

スイミー～ちいさなかしこいさかなのはなし～  
レオ・レオニ/ 谷川 俊太郎 著 
好学社 
小さな黒い魚スイミーは、広い海で仲間と暮らしていました。ある日、なかまたちが

みんな大きな魚に食べられてしまい、一匹のこったスイミーは…。 
朝日新聞 2015/07/26 

1979:01. / １冊 
978-4-7690-2001-1 
1,456 円〔本体〕+税 

*9784769020011*

 

約束の海 
山崎 豊子 著 
新潮社 
海上自衛隊潜水艦部隊の若き士官を襲う過酷な試練。その父は昭和 16 年、真珠

湾に出撃して――。構想三十年、壮大なスケールで描く 後の長篇小説！ 
朝日新聞 2015/07/26 

2014:02. / 378p 
978-4-10-322823-3 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784103228233*

 

石牟礼道子全句集～泣きなが原～ 
石牟礼 道子 著 
藤原書店 
祈るべき天とおもえど天の病む さくらさくらわが不知火はひかり凪 詩人であり、作

家である石牟礼道子が、この半世紀に創作した全俳句を収録する。 
朝日新聞 2015/07/26 

2015:05. / 252p 
978-4-86578-026-0 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784865780260*

 

黒部の太陽～ミフネと裕次郎～  
熊井 啓 著 
新潮社 
２大俳優が旧態依然の映画界に挑んだ壮大な賭け。未曾有の超大作「黒部の太

陽」（昭和４３年）の全貌を監督自ら明かす。写真多数、完全シナリオ収録。 
朝日新聞 2015/07/26 

2005:02. / ３３３ｐ 
978-4-10-474601-9 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784104746019*

 

野口体操入門～からだからのメッセージ～(岩波現代文庫) 
羽鳥 操 著 
岩波書店 
「人間のからだの主体は脳でなく、体液である」という身体哲学をもとに生まれた野

口体操。その理論と実践法を多数の写真を用いてわかりやすく解説する。 
朝日新聞 2015/07/26 

2015:06. / 15p,180p 
978-4-00-603287-6 
800 円〔本体〕+税 

*9784006032876*

 

ブリティッシュ&アイリッシュ・マスターピース(SWITCH LIBRARY) 
ジョナサン・スウィフト/ 柴田 元幸 著 
スイッチ・パブリッシング 
スウィフト、ディケンズ、コンラッド、サキ、ジョイス…。小説を愛する読者たちに選ば

れ続けてきた、イギリスとアイルランドの名作短篇を集めたアンソロジー。 
東京・中日新聞 2015/07/05 

2015:07. / 263p 
978-4-88418-442-1 
2,100 円〔本体〕+税 

*9784884184421*

 

いちべついらい～田村和子さんのこと～ 
橋口 幸子 著 
夏葉社 
田村隆一さん、北村太郎さん、田村和子さん。ひとりの女性と、ふたりの詩人。稲村

ケ崎の田村和子さんの住む家で暮らした著者が、可笑しくて、痛切な日々を綴る。 
東京・中日新聞 2015/07/05 

2015:05. / 156p 
978-4-904816-14-1 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784904816141*
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ちょうちんそで(新潮文庫 え-10-19) 
江國 香織 著 
新潮社 
取り戻そうと思えば、いつでも取り返せる-。人生の黄昏時を迎え、1 人で暮らす雛子

の元を訪れる人々の秘密と雛子の謎。切なさと歓びが暗闇から掬い上げられる長編

小説。 
東京・中日新聞 2015/07/05 

2015:06. / 226p 
978-4-10-133929-0 
490 円〔本体〕+税 

*9784101339290*

 

呆けたカントに「理性」はあるか(新潮新書 620) 
大井 玄 著 
新潮社 
ボケてもボケていなくても、なぜ「胃ろうは NO」と答えるのか。臨床観察と近代哲学

の両面から、理性と情動の関係、意識と無意識の働き、人間の判断の意味を解き明

かす。 
東京・中日新聞 2015/07/05 

2015:05. / 191p 
978-4-10-610620-0 
700 円〔本体〕+税 

*9784106106200*

 

独逸デモクラシーの悲劇(文春学藝ライブラリー) 
岡 義武 著 
文藝春秋 
当時 も進歩的と言われたワイマール憲法下で、なぜナチス独裁が誕生したのか? 
昭和を代表する政治史家がその謎に迫る。ドイツ民主主義の脆さを探った処女論

文も収録。 
東京・中日新聞 2015/07/05 

2015:06. / 167p 
978-4-16-813042-7 
1,030 円〔本体〕+税 

*9784168130427*

 

ドル消滅～国際通貨制度の崩壊は始まっている!～ 
ジェームズ・リカーズ 著 
朝日新聞出版 
アジアインフラ投資銀行、BRICS 銀行設立…。中国の金融攻撃が始まった! アメリ

カのドル覇権は終わるのか。地政学的利益を求めて過熱する金融戦争の行方を予

測する。 
東京・中日新聞 2015/07/12 

2015:06. / 430p 
978-4-02-331359-0 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784023313590*

 

悪声 
いしい しんじ 著 
文藝春秋 
「ええ声」を持つ少年「なにか」は、いかにして「悪声」となったのか? ほとばしるイメ

ージ、疾走するストーリー…。物語の名手が一切のリミッターを外して描いた問題

作。 
東京・中日新聞 2015/07/12 

2015:06. / 434p 
978-4-16-390288-3 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784163902883*

 

100 年後の水を守る～水ジャーナリストの 20 年～(文研じゅべにーる) 
橋本 淳司 著 
文研出版 
水問題の現場、学校での水の授業、中国の水不足と節水教育、水のルール…。水

問題を専門とするジャーナリストが、自身の活動を紹介しながら、将来の水を守る方

法を考える。 
東京・中日新聞 2015/07/12 

2015:06. / 162p 
978-4-580-82281-8 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784580822818*
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リーン・スタートアップを駆使する企業～急成長する新規事業の見つけ方・育て方

～ 
トレヴァー・オーエンズ/ オービー・フェルナンデス 著 
日経ＢＰ社 
創造的破壊をもたらした欧米の先進企業 15 社の実例をもとに、ベンチャー企業の

無駄のない起業の方法論「リーン・スタートアップ」を既存の企業でどう活かすかを

解説する。 
東京・中日新聞 2015/07/19 

2015:06. / 404p 
978-4-8222-5093-5 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784822250935*

 

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

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

写真」。 
東京・中日新聞 2015/07/19 

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

*9784898153949*

 

生き心地の良い町～この自殺率の低さには理由がある～ 
岡 檀 著 
講談社 
全国でも極めて自殺率の低い「自殺“ ”希少地域」、徳島県旧海部町。生き辛さを

取り除く、町民たちのユニークな人生観と処世術を 4 年にわたる現地調査によって

解き明かす。 
東京・中日新聞 2015/07/19 

2013:07. / 214p 
978-4-06-217997-3 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784062179973*

 

死者の奢り・飼育 改版(新潮文庫 お-9-1) 
大江 健三郎 著 
新潮社 
死体処理室の水槽に浮沈する死骸群に託した屈折ある抒情「死者の奢り」、黒人兵

と寒村の子供たちとの無残な悲劇「飼育」など全 6 編を収録した、ノーベル賞作家

の初期作品集。 
東京・中日新聞 2015/07/26 

2013:04. / 303p 
978-4-10-112601-2 
520 円〔本体〕+税 

*9784101126012*

 

「文藝春秋」で読む戦後 70 年～肉声による戦後史の決定版!～<第 1 巻> 終戦か

ら高度成長期まで(文春ムック) 
文藝春秋 
『文藝春秋』の中から、戦後 70 年間に起きた主な出来事や事件にかかわる当事者

の肉声にフォーカスした記事を取り上げ、まとめる。第 1 巻は、終戦から高度成長

期までを収録。 
東京・中日新聞 2015/07/26 

2015:07. / 253p 
978-4-16-008626-5 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784160086265*

 

ぼくは愛を証明しようと思う。 
藤沢 数希 著 
幻冬舎 
「モテ=ヒットレシオ×試行回数」 “恋愛工学”との出会いが僕の人生をすっかり変え

た-。現代の男女関係を生き抜くための戦略的恋愛小説。『cakes』連載を加筆修

正。 
東京・中日新聞 2015/07/26 

2015:06. / 392p 
978-4-344-02778-7 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784344027787*
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世界を拓くリーダーたちへ(国際文化会館新渡戸国際塾講義録 4) 
猪木 武徳 著, 国際文化会館新渡戸国際塾 編 
Ｉ－Ｈｏｕｓｅ Ｐｒｅｓｓ 
次世代を担うリーダーを養成することを目的とする、新渡戸国際塾の講義録。「デモ

クラシーをどう擁護するか」「「仕事」とは何か」「平和のつくり方」など 13 の講義を収

録。 
東京・中日新聞 2015/07/26 

2015:06. / 7p,284p 
978-4-903452-26-5 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784903452265*

 

戦火と死の島に生きる～太平洋戦・サイパン島全滅の記録～ 新版(偕成社文庫 
4081) 
菅野 静子 著 
偕成社 
太平洋戦争、激戦の地サイパン島。野戦病院の志願看護婦となった少女は、いか

に戦争を生きぬいたのか? 著者の戦争体験を綴った、戦争と平和を考えるためのノ

ンフィクション。 
東京・中日新聞 2015/07/26 

2013:08. / 324p 
978-4-03-850810-3 
800 円〔本体〕+税 

*9784038508103*

 

里海資本論～日本社会は「共生の原理」で動く～(角川新書 K-33) 
井上 恭介/ NHK「里海」取材班 著 
KADOKAWA 
一集落、一都市、一地域を超え、山と海をつなげて社会・経済圏を構築する力を提

供する「里海資本論」。瀬戸内海生まれ日本発の概念を紹介する。日本の未来を明

るく変える一冊。 
読売新聞 2015/07/05 

2015:07. / 226p 
978-4-04-082013-2 
800 円〔本体〕+税 

*9784040820132*

 

だから、ぼくは農家をスターにする～『食べる通信』の挑戦～ 
高橋 博之 著 
ＣＣＣメディアハウス 
全国に広がる“食べもの付き情報誌”の基盤をつくった著者・高橋博之は何を目指

し、どんな思いで全国を駆け回っているのか。東北から食を通じた“世直し”をうたう

挑戦の記録。 
読売新聞 2015/07/05 

2015:06. / 223p 
978-4-484-15212-7 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784484152127*

 

妻と娘二人が選んだ「吉野弘の詩」 
吉野 弘 著 
青土社 
二人が睦まじくいるためには 愚かでいるほうがいい(「祝婚歌」より) 日常生活のさ

まざまを凝視し、大きな感動を生む吉野作品。その中から妻と娘二人が選んだ詩を

まとめる。 
読売新聞 2015/07/05 

2015:04. / 151p 
978-4-7917-6856-1 
980 円〔本体〕+税 

*9784791768561*

 

刑事コロンボ完全捜査ブック 
町田 暁雄/ えのころ工房 著 
宝島社 
推理ドラマ「刑事コロンボ」の全 69 エピソードのトリック、伏線、心理戦、名対決を完

全解析。日本語版演出・壺井正、吉田啓介へのインタビューを増補する。見返しに

写真あり。 
読売新聞 2015/07/05 

2015:02. / 256p 
978-4-8002-3411-7 
1,670 円〔本体〕+税 

*9784800234117*
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終わりと始まり(朝日文庫 い 38-6) 
池澤 夏樹 著 
朝日新聞出版 
何かを終わらせ、何かを始めるためには、一つの積極的な意志が要る-。原子力、

沖縄、水俣、イラク戦争の問題を長年問い続けた著者の、深い思索を積み重ねたコ

ラム 48 本を収録。 
読売新聞 2015/07/05 

2015:07. / 264p 
978-4-02-264785-6 
700 円〔本体〕+税 

*9784022647856*

 

吾輩は猫画家である～ルイス・ウェイン伝～(集英社新書) 
南條 竹則 著 
集英社 
19 世紀末から 20 世紀にかけてイギリスで爆発的な人気を誇った挿絵画家、ルイ

ス・ウェイン。表情豊かで個性的な猫たちを描いた貴重なイラストとともに、その数奇

な人生を辿る。 
読売新聞 2015/07/05 

2015:06. / 213p 
978-4-08-720791-0 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784087207910*

 

親鸞<1> 叡山の巻(P+D BOOKS) 
丹羽 文雄 著 
小学館 
弾圧、非難と闘いながら、浄土真宗を創始し、あくまでも人間として生き抜いた親鸞

の苦難の生涯を描く。1 は、比叡山に上った親鸞が苦悩の末、山を下りる決意を固

めるまでを描く。 
読売新聞 2015/07/05 

2015:05. / 493p 
978-4-09-352209-0 
650 円〔本体〕+税 

*9784093522090*

 

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 2015/07/05 

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

*9784120047046*

 

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。 
読売新聞 2015/07/05 

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

*9784622079132*

 

最後の詩集 
長田 弘 著 
みすず書房 
必要なものは、歩くこと、そして詩だ-。5 月に亡くなった詩人が、 晩年に書いた詩

15 篇を自ら編んだラストアルバム。連作小文「日々を楽しむ」6 篇を大橋歩の画とと

もに併収。 
読売新聞 2015/07/05 

2015:07. / 92p 
978-4-622-07932-3 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784622079323*
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子供時代(CREST BOOKS) 
リュドミラ・ウリツカヤ/ ウラジーミル・リュバロフ/ 沼野 恭子 著 
新潮社 
中庭のあるアパートに住む子供たちが出会った奇跡。祝福された、かけがえのない

瞬間に、静かに心揺さぶられる 6 篇の物語を、ウラジーミル・リュバロフの絵とともに

贈る連作短編集。 
読売新聞 2015/07/05 

2015:06. / 124p 
978-4-10-590118-9 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784105901189*

 

レーガン～いかにして「アメリカの偶像」となったか～(中公新書 2140） 
村田 晃嗣 著 
中央公論新社 
ラジオ、映画、テレビで活躍し、ついにはアメリカ大統領として冷戦を終焉に導いた

レーガン。20 世紀アメリカの大衆文化と政治をともに体現したレーガンの矛盾に満

ちた生涯を描く。 
読売新聞 2015/07/05 

2011:11. / 8p,320p 
978-4-12-102140-3 
880 円〔本体〕+税 

*9784121021403*

 

歴史言語学の方法～ギリシア語史とその周辺～ 
松本 克己 著 
三省堂 
ギリシア語の歴史と方言、および、リュキア語・ミノア文字・エトルリア語などギリシア

語前のエーゲ海域の諸言語について考察する。同分野の古典的文献についての

書評・紹介も掲載。 
読売新聞 2015/07/05 

2014:12. / 12p,490p 
978-4-385-36278-6 
5,900 円〔本体〕+税 

*9784385362786*

 

バスカヴィル家の犬(創元推理文庫 M ト 1-8) 
アーサー・コナン・ドイル 著 
東京創元社 
忌まわしい〈バスカヴィル家の犬〉の伝説、全身から光を放つ巨大な生物の目撃

談......。怪異に満ちた殺人事件に挑む名探偵ホームズ。シリーズを代表する名長

編、新訳決定版。 
読売新聞 2015/07/05 

2013:02. / 348p 
978-4-488-10121-3 
720 円〔本体〕+税 

*9784488101213*

 

地方消滅と東京老化～日本を再生する 8 つの提言～ 
増田 寛也/ 河合 雅司 著 
ビジネス社 
女性とアクティブシニアの活用が日本復活の鍵! 東京一極集中の危険性と限界を

再認識し、地方消滅の危機に打ち勝つための具体的な解決策、ヒントとなる取り組

みについて提言する。 
読売新聞 2015/07/05 

2015:06. / 205p 
978-4-8284-1824-7 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784828418247*

 

色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年 
村上 春樹 著 
文藝春秋 
死ぬことだけを考えて生きている大学生、多崎つくる。そんな彼にとって、駅をつくる

ことは心を世界につなぎとめておくための営みだった。あるポイントまでは…。書き

下ろし長篇小説。 
読売新聞 2015/07/05 

2013:04. / 370p 
978-4-16-382110-8 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784163821108*
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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。 
読売新聞 2015/07/05 

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

*9784492223598*

 

モンローが死んだ日 
小池 真理子 著 
毎日新聞出版 
なぜ生きるのか? なぜ愛するのか? 孤独の中を生きてきた男女が辿りついた場所と

は…。現代人の心の襞の奥底に踏む込む、濃密な心理サスペンス。『サンデー毎

日』掲載を単行本化。 
読売新聞 2015/07/05 

2015:06. / 500p 
978-4-620-10815-5 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784620108155*

 

リベラルのことは嫌いでも、リベラリズムは嫌いにならないでください～井上達夫の

法哲学入門～ 
井上 達夫 著 
毎日新聞出版 
戦後 70 年、リベラル再定義の書。リベラリズムの哲学的基礎を解明し、その観点か

ら法と政治の問題を考察してきた第一人者が、リベラリズムの原理とは何かをインタ

ビュー形式で語る。 
読売新聞 2015/07/05 

2015:06. / 199p 
978-4-620-32309-1 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784620323091*

 

院内カフェ 
中島 たい子 著 
朝日新聞出版 
どこか不安な私たちは、あのカフェで、病院の傍らにいることで、癒されている-。総

合病院のカフェを舞台に、ふた組の中年夫婦の心と身体と病を描いた、気持ちがな

ごむ書き下ろし長篇。 
読売新聞 2015/07/05 

2015:07. / 204p 
978-4-02-251289-5 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784022512895*

 

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。 
読売新聞 2015/07/05 

2015:04. / 413p 
978-4-12-004713-8 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784120047138*

 

オールド・テロリスト 
村上 龍 著 
文藝春秋 
怒れる老人たち、粛々と暴走す! 経済の衰退した近未来の東京。「満州国の人間」

を自称する謎の老人たちが、次々に凄惨なテロを仕掛け始めるが…。『文藝春秋』

掲載に加筆し単行本化。 
読売新聞 2015/07/05 

2015:06. / 565p 
978-4-16-390239-5 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784163902395*
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「学力」の経済学 
中室 牧子 著 
ディスカヴァー・トゥエンティワン 
子どもをご褒美で釣ってはいけないの? 子どもはほめて育てるべきなの? ゲームは

子どもに悪い影響があるの? 教育経済学者がデータを用いて、教育や子育てに関

する思い込みを覆す。 
読売新聞 2015/07/05 

2015:06. / 199p 
978-4-7993-1685-6 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784799316856*

 

ドクター・スリープ<上> 
スティーヴン・キング 著 
文藝春秋 
超能力“かがやき”を持つ少年ダニー。記憶から甦る悪霊、新たなる邪悪、彼と似た

能力を持つ少女の誕生…。大人になった彼を、宿命は新たなる惨劇へと導く。名作

「シャイニング」の続編。 
読売新聞 2015/07/05 

2015:06. / 332p 
978-4-16-390278-4 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784163902784*

 

中国環境汚染の政治経済学 
知足 章宏 著 
昭和堂 
中国で深刻さを増す大気汚染と産業公害、廃棄物問題そして気候変動問題。なぜ

発生したのか、なぜ対策が実行されながら解決に至らないのかを、現地でのフィー

ルドワークをもとに解明する。 
読売新聞 2015/07/05 

2015:05. / 12p,197p 
978-4-8122-1510-4 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784812215104*

 

美しき廃墟 
ジェス・ウォルター/ 児玉 晃二 著 
岩波書店 
実在の映画を背景に紡ぎ出された虚構の世界。過去と現在、イタリア、アメリカ、イ

ギリスを舞台に壮大なスケールで描かれる、果てなき夢を抱いた老若男女の、笑い

と哀感に満ちた人生の旅路。 
読売新聞 2015/07/05 

2015:05. / 7p,397p 
978-4-00-022229-7 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784000222297*

 

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

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

説新潮』掲載を書籍化。 
読売新聞 2015/07/05 

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

*9784104689064*

 

水死人の帰還 
小野 正嗣 著 
文藝春秋 
遠い号砲が、オジイの戦争の記憶を呼び覚ます。悪戯者の猿は、オバアの血を騒

がせる。冥界から使者が訪れ、水死人は姿を変えて帰還する-。 初の作品から 20
年の光跡を示す魅惑の短篇集。 
読売新聞 2015/07/12 

2015:06. / 285p 
978-4-16-390275-3 
1,650 円〔本体〕+税 

*9784163902753*
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女装して、一年間暮らしてみました。 
クリスチャン・ザイデル/ 長谷川 圭 著 
サンマーク出版 
男性が女性として生活したら、心に、体に、そして生活にどのような変化が生じるの

か? 初めてのストッキング、初めてのハイヒール…。著者が体を張ってのぞんだ、驚

愕のノンフィクション。 
読売新聞 2015/07/12 

2015:04. / 300p 
978-4-7631-3436-3 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784763134363*

 

コレクション戦争と文学<２０> オキナワ終わらぬ戦争 －闘－ 
山之口 貘 著 
集英社 
日清日露の戦いから現代の戦争まで、100 年以上の流れの中から作品を精選。薩

摩の侵入、いまなお続く“琉球処分”の現実を、大城立裕、高良勉ら沖縄の代表的

作家・詩人の作品を中心に描く。 
読売新聞 2015/07/12 

2012:05. / 721p 
978-4-08-157020-1 
3,600 円〔本体〕+税 

*9784081570201*

 

ヘイトスピーチ～「愛国者」たちの憎悪と暴力～(文春新書 1027) 
安田 浩一 著 
文藝春秋 
在日コリアンへ罵詈雑言を浴びせかける街頭デモが問題視されるヘイトスピーチ。

差別的言辞はなぜ止まらないのか? 「愛国」を楯に排外主義を煽る差別の現場を、

新大宅賞作家が徹底検証する。 
読売新聞 2015/07/12 

2015:05. / 266p 
978-4-16-661027-3 
800 円〔本体〕+税 

*9784166610273*

 

考えることについて(徳間文庫カレッジ く 1-1) 
串田 孫一 著 
徳間書店 
考えることの役目はよりよい状態にするための工夫-。愛、不安、孤独、そして希望。

「山の哲学者」串田孫一が人生に大切なことについて綴る。長男で俳優・演出家の

串田和美による寄稿も収録。 
読売新聞 2015/07/12 

2015:05. / 349p 
978-4-19-907032-7 
950 円〔本体〕+税 

*9784199070327*

 

説教者キング～アメリカを動かした言葉～ 
リチャード・リシャー/ 梶原 壽 著 
日本キリスト教団出版局 
人種を超え、国を超え、多くの人々を動かしたキング牧師。なぜ彼の説教・演説は

歴史を変えることができたのか? キング牧師の思想背景・演説技法とその効果を、

膨大な一次資料から分析する。 
読売新聞 2015/07/12 

2012:03. / 551p 
978-4-8184-0799-2 
8,000 円〔本体〕+税 

*9784818407992*

 

喜劇映画論～チャップリンから北野武まで～ 
佐藤 忠男 著 
中日映画社 
エノケンの愛嬌と逃げ足、黒澤明作品の道化たち、ウッディ・アレンの怖さ…。おり

おりに書いた映画の作品評などを盛り込みつつ、映画評論家・佐藤忠男が、喜劇と

喜劇俳優の芸の動きをたどる。 
読売新聞 2015/07/12 

2015:04. / 271p 
978-4-908290-00-8 
1,980 円〔本体〕+税 

*9784908290008*
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ジェーン・エア<下> 改版(新潮文庫 フ-4-2) 
C.ブロンテ/ 大久保 康雄 著 
新潮社 
ロチェスターとの結婚式の日、式場で意外な事実が暴露された。屋敷を逃げだした

ジェーンは牧師の家族に救われるが、ある晩、闇の中から彼の呼ぶ声を聞く。その

声に導かれて戻ったジェーンは…。 
読売新聞 2015/07/12 

2012:05. / 538p 
978-4-10-209802-8 
710 円〔本体〕+税 

*9784102098028*

 

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。 
読売新聞 2015/07/12 

2015:05. / 500p 
978-4-12-004702-2 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784120047022*

 

ニュルンベルク裁判～ナチ・ドイツはどのように裁かれたのか～(中公新書 2313) 
アンネッテ・ヴァインケ 著 
中央公論新社 
ナチ・ドイツによる第 2 次世界大戦中の戦争犯罪を裁いたニュルンベルク裁判。裁

きは「正義」だったか。ドイツ人研究者が、東京裁判のモデルとなった史上初の大規

模な戦争犯罪裁判の全貌を描く。 
読売新聞 2015/07/12 

2015:04. / 6p,230p 
978-4-12-102313-1 
820 円〔本体〕+税 

*9784121023131*

 

地域再生の戦略～「交通まちづくり」というアプローチ～(ちくま新書 1129) 
宇都宮 浄人 著 
筑摩書房 
中心市街地の空洞化、路線バスの廃止が進み、衰退が加速する地方を復活させる

鍵は「公共交通」の見直しである。「交通まちづくり」というアプローチを紹介し、本当

の地方創生の方法を提案する。 
読売新聞 2015/07/12 

2015:06. / 206p 
978-4-480-06832-3 
760 円〔本体〕+税 

*9784480068323*

 

人間(ひと)とは何ぞ～酔翁東西古典詩話～(叢書・知を究める 6) 
沓掛 良彦 著 
ミネルヴァ書房 
サッフォー、ヘシオドス、韓愈、蜀山人、芭蕉…。時代を超えて受け継がれた古典

からの智恵。50 余年気の向くままに東西の古典詩、文学に親しんだ著者が、「人間

が生きること」とは何かを問う。 
読売新聞 2015/07/12 

2015:06. / 10p,232p,5p
978-4-623-07410-5 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784623074105*

 

日本列島「現代アート」を旅する(小学館新書 243) 
秋元 雄史 著 
小学館 
日本に数多ある現代アート作品の中から、これだけは絶対見ておきたい傑作 10 点

を厳選。作品の楽しみ方、アーティストの人となり、作品が生まれた時代背景など

を、詳しくわかりやすく解説します。 
読売新聞 2015/07/12 

2015:06. / 221p 
978-4-09-825243-5 
760 円〔本体〕+税 

*9784098252435*
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老人と海(光文社古典新訳文庫 KA ヘ 1-3) 
ヘミングウェイ 著 
光文社 
数カ月続く不漁のために周囲から同情の視線を向けられながら、独りで舟を出し、

獲物がかかるのを待つ老サンチャゴ。やがて巨大なカジキが仕掛けに食らいつき、

3 日にわたる壮絶な闘いが始まる…。 
読売新聞 2015/07/12 

2014:09. / 165p 
978-4-334-75299-6 
600 円〔本体〕+税 

*9784334752996*

 

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。 
読売新聞 2015/07/12 

2015:05. / 254p 
978-4-480-06831-6 
820 円〔本体〕+税 

*9784480068316*

 

本屋になりたい～この島の本を売る～(ちくまプリマー新書 235) 
宇田 智子/ 高野 文子 著 
筑摩書房 
東京の巨大新刊書店から沖縄の小さな古本屋へ。沖縄の「地産地消」の本の世界

に飛び込んだ著者が、沖縄に関する本を買い取り、並べて、売る日々の中で、本と

人のあいだに立って考えたことを綴る。 
読売新聞 2015/07/12 

2015:06. / 206p 
978-4-480-68939-9 
820 円〔本体〕+税 

*9784480689399*

 

映画の荒野を走れ～プロデューサー始末半世紀～ 
伊地智 啓 著, 伊地智 啓/ 木村 建哉 編 
インスクリプト 
プロデューサー業の真髄と本懐とは何か-。相米慎二を育てた伊地智啓が、日本映

画の半世紀を語り尽くす。日本映画史を彩った監督とスターの秘話が満載。黒澤満

との盟友プロデューサー対談も掲載。 
読売新聞 2015/07/12 

2015:04. / 357p,23p 
978-4-900997-56-1 
3,500 円〔本体〕+税 

*9784900997561*

 

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 2015/07/12 

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

*9784003811610*

 

下流老人～一億総老後崩壊の衝撃～(朝日新書 520) 
藤田 孝典 著 
朝日新聞出版 
「生活保護基準相当で暮らす高齢者、およびその恐れがある高齢者」である「下流

老人」が今、日本に大量に生まれている。下流老人の実状とその社会的な背景、貧

困に対する自己防衛策などを提示する。 
読売新聞 2015/07/12 

2015:06. / 221p 
978-4-02-273620-8 
760 円〔本体〕+税 

*9784022736208*
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シベリア抑留～日本人はどんな目に遭ったのか～(新潮選書) 
長勢 了治 著 
新潮社 
抑留者 70 万人、死亡者 10 万人。シベリア抑留とは何だったのか-。飢餓・重労働・

酷寒の“シベリア三重苦”、ソ連の暴虐、そして冷戦の東西対立の中で「人質」となっ

た歴史の真相を徹底検証する。 
読売新聞 2015/07/12 

2015:05. / 438p 
978-4-10-603767-2 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784106037672*

 

沖縄の殿様～最後の米沢藩主・上杉茂憲の県令奮闘記～(中公新書 2320) 
高橋 義夫 著 
中央公論新社 
明治時代、沖縄の民を救うため、政府に盾ついた男がいた。名門米沢藩上杉家

後の藩主・茂憲は明治 14 年、沖縄に県令として赴いた。今日もなお沖縄で敬愛さ

れる上杉茂憲の 2 年にわたる奮闘の記録。 
読売新聞 2015/07/12 

2015:05. / 251p 
978-4-12-102320-9 
880 円〔本体〕+税 

*9784121023209*

 

テロルと映画～スペクタクルとしての暴力～(中公新書 2325) 
四方田 犬彦 著 
中央公論新社 
憎悪と怨恨を映画はどう描いてきたのか。テクノロジーの発展やテロリストの内面な

ど、多様な観点からブニュエルや若松孝二、ファスビンダーらの作品を論じ、テロリ

スムと映画の関係性をとらえ直す。 
読売新聞 2015/07/12 

2015:06. / 10p,201p 
978-4-12-102325-4 
760 円〔本体〕+税 

*9784121023254*

 

上海 36 人圧死事件はなぜ起きたのか 
加藤 隆則 著 
文藝春秋 
2014 年末、上海 大の観光名所・外灘で、多数の若者が死亡する大惨事が起き

た。政府は被害者の出身地を隠し、公安当局は遺族を監視下においた。それはな

ぜなのか-。習近平政権のタブーに迫る! 
読売新聞 2015/07/12 

2015:06. / 255p 
978-4-16-390291-3 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784163902913*

 

軍艦島～廃墟からのメッセージ～ 
坂本 道徳/ 高木 弘太郎 著 
亜紀書房 
廃墟の島として有名になった軍艦島。かつて軍艦島で暮らした著者が、島の隅々

に残された“もの”たちに視線を向け、高木弘太郎撮影のモノクローム写真を通し

て、島に住み続けた人々の思いを伝える。 
読売新聞 2015/07/12 

2014:08. / 197p 
978-4-7505-1412-3 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784750514123*

 

大使が見た世界一親日な国・ベトナムの素顔 
坂場 三男 著 
宝島社 
世界一親日な国・ベトナムは、21 世紀の日本の信頼できるパートナーになる。ベト

ナムの 58 省と 5 つの政府直轄都市をすべて訪問した元ベトナム大使が、 新の

地域事情とベトナムの素顔を紹介する。 
読売新聞 2015/07/12 

2015:05. / 284p 
978-4-8002-4161-0 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784800241610*
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長村教授の正しい添加物講義 
長村 洋一 著 
ウェッジ 
無添加はナチュラルで安全? 添加物を摂るとがんになる? 長らく食と健康の現場に

携わってきた著者が明かす、添加物のホントの話。日頃、自身が感じている一般消

費者の添加物に対する誤解を解く。 
読売新聞 2015/07/12 

2015:05. / 259p 
978-4-86310-145-6 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784863101456*

 

沖縄の自己決定権～その歴史的根拠と近未来の展望～ 
琉球新報社/ 新垣 毅 著 
高文研 
琉球はかつて、独自にアメリカやフランス、オランダと修好条約を結んだ。独立国だ

ったからだ。沖縄が自己決定権の確立をめざす歴史的根拠を検証し、識者の意見

をもとに、「自立」への展望をさぐる。 
読売新聞 2015/07/12 

2015:06. / 252p 
978-4-87498-569-4 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784874985694*

 

日本の植物園～日本植物園協会 50 周年記念誌～ 
日本植物園協会 編 
八坂書房 
日本の植物園に影響を与え続けた日本植物園協会 50 年の記録。全国の協会会

員「植物園カラーガイド」、歴史・研究・保全活動などをまとめた「論文編」、貴重な記

録をまとめた「資料編」で構成する。 
読売新聞 2015/07/19 

2015:06. / 485p 
978-4-89694-191-3 
7,800 円〔本体〕+税 

*9784896941913*

 

映画で日本を考える 
佐藤 忠男 著 
中日映画社 
映画は日本をどう写してきたか? 日本を代表する映画評論家が、映画史から「日本

らしさ」について考える。「戦前、戦中期の大船調女性映画を振り返る」などを収録。

『公評』連載等をまとめた一冊。 
読売新聞 2015/07/19 

2015:06. / 295p 
978-4-908290-03-9 
1,980 円〔本体〕+税 

*9784908290039*

 

原典でよむタゴール(岩波現代全書 063) 
タゴール/ 森本 達雄 著 
岩波書店 
「インドの詩聖」タゴールの代表的な詩作品、エッセイ・講演、日本紀行、同時代の

知識人らとの対談、書簡からの抜粋を集めて新たに訳出。タゴールの文学・思想世

界のエッセンスを伝えるアンソロジー。 
読売新聞 2015/07/19 

2015:05. / 14p,280p 
978-4-00-029163-7 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784000291637*

 

世論調査とは何だろうか(岩波新書 新赤版 1546) 
岩本 裕 著 
岩波書店 
どれが本当の数字なのか? どの数字が信頼できるのか? そんな疑問に答えなが

ら、世論調査の仕組みと働きを紹介。国民の意思や意見のありかを伝え、権力を監

視する強力な手段としての重要性を説く。 
読売新聞 2015/07/19 

2015:05. / 10p,234p 
978-4-00-431546-9 
800 円〔本体〕+税 

*9784004315469*
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アノニマス・コール 
薬丸 岳 著 
KADOKAWA 
3 年前に警察を辞め、家族も離れて暮らす真志に、娘を誘拐したと匿名電話があ

る。自力で誘拐犯を捕まえるため動き出すが、誘拐事件はやがて真志がすべてを

失った原因となる過去の事件へとつながり!? 
読売新聞 2015/07/19 

2015:06. / 407p 
978-4-04-103028-8 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784041030288*

 

小林カツ代と栗原はるみ～料理研究家とその時代～(新潮新書 617) 
阿古 真理 著 
新潮社 
「働く女性の味方」小林カツ代、「主婦のカリスマ」栗原はるみ、さらに土井勝、高山

なおみ…。百花繚乱の料理研究家を分析すれば、家庭料理や女性の生き方の変

遷が見えてくる。本邦初の料理研究家論。 
読売新聞 2015/07/19 

2015:05. / 255p 
978-4-10-610617-0 
780 円〔本体〕+税 

*9784106106170*

 

職業としてのアキバ・メイド(中公新書ラクレ 525) 
中川 嶺子 著 
中央公論新社 
あらゆる職種・性癖が集う「ご主人様」。JK ビジネスを生んだ苛酷な競争。過激化す

る裏オプション…。秋葉原のメイドリフレで約 4 年間働いた著者が、「職業としてのア

キバ・メイド」の実態を伝える。 
読売新聞 2015/07/19 

2015:05. / 189p 
978-4-12-150525-5 
740 円〔本体〕+税 

*9784121505255*

 

芥川賞の謎を解く～全選評完全読破～(文春新書 1028) 
鵜飼 哲夫 著 
文藝春秋 
石原慎太郎「太陽の季節」、開高健「裸の王様」、綿矢りさ「蹴りたい背中」…。これら

の名作はどうやって芥川賞に輝いたのか? 全選評を読破した文芸記者が、その舞

台裏、謎に包まれた選考会に迫る。 
読売新聞 2015/07/19 

2015:06. / 233p,21p 
978-4-16-661028-0 
830 円〔本体〕+税 

*9784166610280*

 

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。 
読売新聞 2015/07/19 

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

*9784326750535*

 

なぜ戦争は伝わりやすく平和は伝わりにくいのか～ピース・コミュニケーションとい

う試み～(光文社新書 765) 
伊藤 剛 著 
光文社 
コミュニケーション論を前提として、どのように戦争シナリオがつくられ、メディアが偏

向し、大衆の心理が醸成されていくのかを見ていくとともに、平和教育、戦争と平和

に関するジレンマについて綴る。 
読売新聞 2015/07/19 

2015:07. / 268p 
978-4-334-03868-7 
800 円〔本体〕+税 

*9784334038687*
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口伝我が人生の辞  
石原 裕次郎/ 石原 まき子 著 
主婦と生活社 
小樽、湘南、太陽族、ヨット、喧嘩、日活、結婚、成功、負債、大病、そして生還…。

エピソードを羅列したら、僕の半生は空白の部分がなくなる。すべてが青春だった

のだ…。石原裕次郎からの「遺言」。 
読売新聞 2015/07/19 

2003:07. / ２７４ｐ 
978-4-391-12833-8 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784391128338*

 

戦場体験者沈黙の記録 
保阪 正康 著 
筑摩書房 
日本の敗戦から 70 年。戦争体験者が減るなかで、実際の戦場を体験した人々が

戦後社会をどう生き、悲惨な体験をどう伝えようとしたのか、その実像に迫る。40 年

間におよぶ聞取り・史料調査の集大成。 
読売新聞 2015/07/19 

2015:07. / 252p 
978-4-480-81842-3 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784480818423*

 

1945←2015～若者から若者への手紙～ 
室田 元美/ 北川 直実/ 落合 由利子 著, 室田 元美/ 北川 直実/ 落合 由利

子/ 北川 直実 編 
ころから 
アジア・太平洋戦争の時代に若者だった戦争体験者たちの証言と、2015 年の今を

生きる若者たちがその証言を読んで綴った手紙を収録する。もっと「戦争」を知りた

い人のためのブックリスト等も掲載。 
読売新聞 2015/07/19 

2015:07. / 221p 
978-4-907239-15-2 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784907239152*

 

坂東三津五郎歌舞伎の愉しみ(岩波現代文庫) 
坂東 三津五郎 著, 坂東 三津五郎/ 長谷部 浩 編 
岩波書店 
十代目坂東三津五郎が、歌舞伎を愉しむ秘訣をたっぷり披露。世話物・時代物を

観るための知識、踊りの魅力、荒事・和事の愉しみ方、復活狂言・新作の面白味な

どを、実際の演目に即して明快に説き明かす。 
読売新聞 2015/07/19 

2015:06. / 13p,284p 
978-4-00-602265-5 
1,340 円〔本体〕+税 

*9784006022655*

 

豊臣大坂城～秀吉の築城・秀頼の平和・家康の攻略～(新潮選書) 
笠谷 和比古/ 黒田 慶一 著 
新潮社 
大坂の陣から四百年。四度の大工事で変貌した天下無双の巨城は、城下の繁栄を

謳歌しながら、 後はいかに徳川方により攻め落とされるに至ったのか。豊臣大坂

城の生誕から大坂の陣で滅亡するまでを辿る。 
読売新聞 2015/07/19 

2015:04. / 310p,4p 
978-4-10-603766-5 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784106037665*

 

デービッド・アトキンソン新・観光立国論～イギリス人アナリストが提言する 21 世紀

の「所得倍増計画」～ 
デービッド・アトキンソン 著 
東洋経済新報社 
長年アナリストとして活動をしてきたイギリス人の著者が、日本の人口減を吸収して、

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

さまざまな数字に基づいて説明する。 
読売新聞 2015/07/19 

2015:06. / 275p 
978-4-492-50275-4 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784492502754*



 41  

 

日本農業は世界に勝てる 
山下 一仁 著 
日本経済新聞出版社 
戦後 70 年続いた「農業弱体化政策」を大転換せよ。グローバル化はチャンスだ。

有力なのは米の輸出だ-。農政改革のオピニオンリーダーが、日本農業の潜在力に

注目し、その「革命的未来」を展望する。 
読売新聞 2015/07/19 

2015:04. / 341p 
978-4-532-35637-8 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784532356378*

 

いしぶみ～広島二中一年生全滅の記録～ 
広島テレビ放送 編 
ポプラ社 
昭和 20 年 8 月 6 日、原爆によって、広島二中の 1 年生たちはどのようにして死ん

でいったのか-。昭和 44 年度芸術祭のテレビドラマ部門で優秀賞を受賞した、広島

テレビ放送制作の「碑」をもとに書籍化。 
読売新聞 2015/07/19 

2015:07. / 183p 
978-4-591-14604-0 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784591146040*

 

書斎の鍵～父が遺した「人生の奇跡」～ 
喜多川 泰 著 
現代書林 
2055 年、東京。浩平はある日突然、父の訃報を受け取る。生前、親交が薄れてい

た亡父が浩平に遺した唯一の遺産は、時代遅れの「書斎」。浩平は、その書斎の鍵

を持つ「しかるべき人」を探すことに…。 
読売新聞 2015/07/19 

2015:06. / 257p 
978-4-7745-1518-2 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784774515182*

 

なぜ、日本人は横綱になれないのか(WAC BUNKO B-218) 
舞の海 秀平 著 
ワック 
相撲には、見た目の美しさ、戦い方の美学が必要-。舞の海秀平が、生い立ちから

大相撲に入り、どのような体験をしてきたか、なぜ日本人横綱が出ないのかといった

ことまで、相撲を通した人生観をつづる。 
読売新聞 2015/07/19 

2015:05. / 194p 
978-4-89831-718-1 
900 円〔本体〕+税 

*9784898317181*

 

ルポ生殖ビジネス～世界で「出産」はどう商品化されているか～(朝日選書 933) 
日比野 由利 著 
朝日新聞出版 
「自分の子」を求めて世界中から不妊者が集まる代理出産先進地、インド・タイ・ベト

ナム。現地で代理母、依頼者、仲介者、医師にインタビュー調査をした著者が、代

理出産の現状と未来をリアルに描き出す。 
読売新聞 2015/07/19 

2015:06. / 222p 
978-4-02-263033-9 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784022630339*

 

１００万回生きたねこ(佐野洋子の絵本)  
佐野洋子 著 
講談社 
１００万回生まれかわっては、飼い主のもとで死んでゆく猫。飼い主たちは猫の死を

ひどく悲しんだが、猫自身は死ぬのなんか平気だった。ある時、猫は誰の猫でもな

い野良猫となり、一匹の白猫に恋をする…。 
読売新聞 2015/07/21 

1977:10. / ３１ｐ 
978-4-06-127274-3 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784061272743*
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世阿弥の世界(集英社新書 0787F) 
増田 正造 著 
集英社 
能のみならず現代の諸芸の中に生き続ける世阿弥の精神。世界に冠たるその芸術

論、創りあげた能の名作の数々、栄光と悲劇の謎を碩学が分かりやすく伝える。世

阿弥の伝書略解、世阿弥関係の能一覧等も収録。 
読売新聞 2015/07/21 

2015:05. / 253p 
978-4-08-720787-3 
760 円〔本体〕+税 

*9784087207873*

 

永遠平和のために 
カント/ 池内 紀 著 
集英社 
有史以来、戦争をやめない人間が永遠平和を築くために必要なこととは? 哲学者

カントの永遠の名著を、日本の未来を担う若者に向けてわかりやすく親しみやすい

言葉で訳した「16 歳からの平和論」を復刊。 
読売新聞 2015/07/26 

2015:06. / 114p 
978-4-08-771631-3 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784087716313*

 

保育園義務教育化 
古市 憲寿 著 
小学館 
もしも保育園が義務教育化されたなら、子どもの学力は向上し、児童虐待は減少

し、景気まで回復する!? 社会学者・古市憲寿が、社会全体のレベルを上げることに

つながる「保育園義務教育化」を提言する。 
読売新聞 2015/07/26 

2015:07. / 192p 
978-4-09-388430-3 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784093884303*

 

バースデイ・ストーリーズ(村上春樹翻訳ライブラリー)  
村上 春樹 著 
中央公論新社 
不思議な話、せつない話、心がほんのり暖かくなる話?。訳者自身による書き下ろし

短篇「バースデイ・ガール」と、ライブラリー版のために訳された２編を含む、村上春

樹が選んだ誕生日をめぐる１３の物語。 
読売新聞 2015/07/26 

2006:01. / ３４１ｐ 
978-4-12-403494-3 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784124034943*

 

高峰秀子かく語りき 
高峰 秀子 著, 高峰 秀子/ 斎藤 明美 編 
文藝春秋 
大女優 vs 昭和の名士たち。長谷川一夫、谷崎潤一郎、田中絹代、河野一郎…。

全 45 組、総勢延べ 74 名。24 歳から 78 歳まで、高峰秀子が昭和史にその名を刻

む人々と本音で語り合った貴重な対話の記録。 
読売新聞 2015/07/26 

2015:06. / 564p 
978-4-16-390267-8 
2,950 円〔本体〕+税 

*9784163902678*

 

わたしの神様 
小島 慶子 著 
幻冬舎 
人気のアイドルアナ、まなみ。まもなく産休に入るアリサ。ニュース番組のディレクタ

ーで才色兼備の帰国子女、望美。知られざる“女子アナ”たちの嫉妬と執着と野心

を描く。『DRESS』掲載を単行本化。 
読売新聞 2015/07/26 

2015:04. / 312p 
978-4-344-02761-9 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784344027619*
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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 2015/07/26 

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

*9784560084212*

 

賭けるゆえに我あり(森巣博ギャンブル叢書 2) 
森巣 博 著 
扶桑社 
カジノに必勝法はないが、必敗法はある-。世界のカジノで 40 年間戦ってきたギャ

ンブラー兼作家の森巣博が、底なしの魔力を持つ賭博という行為と、魔力にからめ

捕られてしまった人間たちをレポートする。 
読売新聞 2015/07/26 

2015:06. / 394p 
978-4-594-07276-6 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784594072766*

 

渋谷で教える起業先生! 
黒石 健太郎 著 
毎日新聞出版 
渋谷で起業を考える大学生向けのビジネススクールを開講する著者が、事業プラン

の考え方から事業の立ち上げ方まで、起業に必要な全てを解説。藤田晋、孫泰蔵

からのメッセージや、杉村太蔵との対談も掲載。 
読売新聞 2015/07/26 

2015:06. / 203p 
978-4-620-32289-6 
880 円〔本体〕+税 

*9784620322896*

 

キャプテン・クックの列聖～太平洋におけるヨーロッパ神話の生成～ 
ガナナート・オベーセーカラ/ 中村 忠男 著 
みすず書房 
ハワイを発見したもっとも偉大な航海者、キャプテン・クックとは何者か。ハワイ人か

ら神と崇められたという定説を覆し、「人道主義者」クックの暴力の痕跡を克明にたど

る、アメリカ人類学 大の論争の書。 
読売新聞 2015/07/26 

2015:05. / 426p,20p 
978-4-622-07860-9 
6,800 円〔本体〕+税 

*9784622078609*

 

「音」と身体(からだ)のふしぎな関係 
セス・S.ホロウィッツ/ 安部 恵子 著 
柏書房 
音響兵器は作れるか? 音で人は操れるか? 音楽の定義とは? イヤーワーム、遠心

性コピーなどを取り上げ、音と聴覚はどのようにして進化し発達して、心の日常的な

働きを形作ってきたのかを解き明かす。 
読売新聞 2015/07/26 

2015:05. / 330p 
978-4-7601-4555-3 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784760145553*

 

奴隷のしつけ方 
マルクス・シドニウス・ファルクス/ ジェリー・トナー/ 橘 明美 著 
太田出版 
古代ローマの文献から奴隷に関するものを収集・整理し、奴隷所有者はどう考え、

どう行動していたのかを想像し、ローマ貴族の家に生まれたという架空の著者に語

らせる形式で、“人を使う技術”を紹介する。 
読売新聞 2015/07/26 

2015:06. / 249p 
978-4-7783-1475-0 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784778314750*
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日本人の道具 
清永 安雄 著 
産業編集センター 
素朴な形状と機能美に魅せられた写真家が、高解像度カメラで捉えた道具 55 点。

江戸時代から昭和初期までの農具や家具、生活用品など…。消滅しつつある文化

をおさめた、資料的価値の高い貴重な写真集。 
読売新聞 2015/07/26 

2015:05. / 1 冊(ページ

付なし) 
978-4-86311-113-4 
3,700 円〔本体〕+税 

*9784863111134*

 

岐路に立つラジオ～コミュニティ FM の行方～ 
米村 秀司 著 
ラグーナ出版 
全国各地でコミュニティ FM 局の開局が続く。AM 局の FM 局移行や県域 FM 局

の経営悪化などラジオを取巻く環境が変わろうとしている。ラジオはこれからどこへ

向かうべきか? ラジオの今後の行方を探る。 
読売新聞 2015/07/26 

2015:05. / 237p 
978-4-904380-41-3 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784904380413*

 

妻と飛んだ特攻兵～8・19 満州、最後の特攻～(角川文庫 と 20-1)  
豊田 正義 著 
KADOKAWA 
「女が乗っているぞ！」その声が満州の空に届くことはなかった。白いワンピースの

女を乗せた機体を操縦していたのは谷藤徹夫少尉（22 歳）、女性は妻の朝子（24
歳）。 後の特攻は夫婦で行われていた!! 
読売新聞 2015/07/26 

2015:03. / 421p 
978-4-04-102756-1 
680 円〔本体〕+税 

*9784041027561*

 

椿姫(角川文庫 テ 11-1) 
デュマ・フィス/ 西永 良成 著 
KADOKAWA 
美貌の高級娼婦マルグリットはパリの社交界で金持ちの貴族を相手に奔放な生活

を送っていた。だが、青年アルマンに出逢い、彼女は初めて「愛」というものを知る。

パリ近郊の別荘に駆け落ちした二人だが……。 
読売新聞 2015/07/26 

2015:06. / 431p 
978-4-04-103194-0 
600 円〔本体〕+税 

*9784041031940*

 

ブッダ伝～生涯と思想～(角川ソフィア文庫 H117-1) 
中村 元 著 
KADOKAWA 
煩悩を滅する道をみずから歩み、人々に教え諭したブッダ。出家、悟り、初の説法

など生涯の画期となった出来事をたどり、人はいかに生きるべきかを深い慈悲ととも

に説いたブッダの心を、忠実、平易に伝える。 
読売新聞 2015/07/26 

2015:05. / 408p 
978-4-04-408914-6 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784044089146*

 

男子高校生で売れっ子ライトノベル作家をしているけれど、年下のクラスメイトで声

優の女の子に首を絞められている。<3> Time to Pray(電撃文庫 2754) 
時雨沢 恵一 著 
KADOKAWA 
高校生作家の僕と新人声優の秘密の関係に、ぼくの書いた作品「ヴァイス・ヴァー

サ」ファンの少女が乱入して、ラブコメモードに急加速!? さらに、再び“首絞め”の悲

劇が…。ジャケット裏にイラストあり。 
読売新聞 2015/07/26 

2014:06. / 338p 
978-4-04-866647-3 
610 円〔本体〕+税 

*9784048666473*
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どん底～部落差別自作自演事件～(小学館文庫 た 30-1) 
高山 文彦 著 
小学館 
5 年にわたって被差別部落出身の男性に送りつけられたおぞましい差別ハガキ 44
通。逮捕された犯人は、涙を流して助けを求めた被害者本人だった。複雑に歪んだ

現代の「部落差別」の構造と犯人の正体に迫る。 
読売新聞 2015/07/26 

2015:06. / 473p 
978-4-09-406178-9 
750 円〔本体〕+税 

*9784094061789*

 

二重螺旋～完全版～ 
ジェームス・D.ワトソン/ 青木 薫 著, ジェームス・D.ワトソン/ ジャン・ウィトコウスキ

ー 編 
新潮社 
DNA の立体構造はどのように発見されたのか? ライバルたちの猛追をかわし、生

物界の常識を大幅に書き換えた科学者たちの、ノーベル賞受賞までのリアル・スト

ーリー。資料写真、書簡等を追加した完全版。 
読売新聞 2015/07/26 

2015:05. / 479p 
978-4-10-506891-2 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784105068912*

 

仕事と家族～日本はなぜ働きづらく、産みにくいのか～(中公新書 2322) 
筒井 淳也 著 
中央公論新社 
スウェーデンとアメリカは正反対の国と思われがちだが、働く女性が多く、出生率も

高いという点で共通している。それはなぜか。歴史的な視点と国際比較を通じて日

本の現在地を示し、目指すべき社会を考える。 
読売新聞 2015/07/26 

2015:05. / 5p,209p 
978-4-12-102322-3 
780 円〔本体〕+税 

*9784121023223*

 

ホワット・イフ?～野球のボールを光速で投げたらどうなるか～ 
ランドール・マンロー/ 吉田 三知世 著 
早川書房 
人類総がかりでレーザーポインターで照らしたら月の色は変わる? インターネットコ

ミック作家が、ウェブサイトに投稿された突拍子もない、空想的な質問に、物理と数

学とマンガで答える。見返しに地図あり。 
読売新聞 2015/07/26 

2015:06. / 383p 
978-4-15-209545-9 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784152095459*

 

鵺の家 
廣嶋 玲子 著 
東京創元社 
茜は跡継ぎ鷹丸の遊び相手として、富豪天鵺家の養女となる。謎めいたしきたり、

虫を恐れる人々、鳥女と呼ばれる守り神、代々の跡継ぎを襲う呪い。悲劇の連鎖を

止めることはできるのか? 時代ファンタジー。 
読売新聞 2015/07/26 

2015:06. / 266p 
978-4-488-02748-3 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784488027483*

 

善と悪の経済学～ギルガメシュ叙事詩、アニマルスピリット、ウォール街占拠～ 
トーマス・セドラチェク/ 村井 章子 著 
東洋経済新報社 
知の境界を越える 5 千年の旅。ギルガメシュ叙事詩、旧約聖書、プラトン、アリストテ

レス、キリスト教、デカルト、マンデヴィル、スミス、ケインズ、アニマルスピリット…。経

済思想のルーツと変遷をたどる。 
読売新聞 2015/07/26 

2015:05. / 
17p,485p,91p 
978-4-492-31457-9 
3,400 円〔本体〕+税 

*9784492314579*
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検証日本の「失われた 20 年」～日本はなぜ停滞から抜け出せなかったのか～ 
船橋 洋一 著 
東洋経済新報社 
日本は何を「失った」のか。バブル崩壊と長期デフレ、人口の減少、非正規雇用の

増大、国際競争力の低下、原発事故、安全保障環境の変化…。「失われた時代」を

多方面から分析し、何をすべきかの答えを探る。 
読売新聞 2015/07/26 

2015:05. / 7p,477p 
978-4-492-39617-9 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784492396179*

 

沈黙の山嶺(いただき)～第一次世界大戦とマロリーのエヴェレスト～<下> 
ウェイド・デイヴィス/ 秋元 由紀 著 
白水社 
血みどろの塹壕戦をからくも生き抜き、世界 高峰の頂をめざして命を懸けた、元

兵士の隊員たち-。1921?24 年、イギリスがチベット側から行なった世界初のエヴェレ

スト遠征を描いたノンフィクション。 
読売新聞 2015/07/26 

2015:05. / 401p,8p 図

版 12p 
978-4-560-08434-2 
3,400 円〔本体〕+税 

*9784560084342*

 

藤子スタジオアシスタント日記まいっちんぐマンガ道 
えびはら 武司 著 
竹書房 
藤子不二雄のアシスタントとして数多くの人気作品に携わった著者が、「ドラえもん」

「オバケの Q 太郎」などの創作秘話を 4 コママンガで紹介する。『本当にあった愉

快な話』連載に描きおろしを加えて再構成。 
読売新聞 2015/07/26 

2015:07. / 176p 
978-4-8019-0356-2 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784801903562*

 

アメリカン・マスターピース<古典篇>(SWITCH LIBRARY) 
ナサニエル・ホーソーン/ 柴田 元幸 著 
スイッチ・パブリッシング 
アメリカ文学史がはじまった時点から、19-20 世紀の世紀転換点までに書かれた短

篇の中から、名作の誉れ高い作品ばかりを集めた選集。ナサニエル・ホーソーン、

エドガー・アラン・ポーなどの作品を収録。 
読売新聞 2015/07/26 

2013:10. / 262p 
978-4-88418-433-9 
2,100 円〔本体〕+税 

*9784884184339*

 

映画館～中馬聰写真集～ 
中馬 聰 著 
リトル・モア 
フィルムの 後の姿をつかまえに、日本全国 140 を超える映画館を訪ね歩いた映

画技師がいた…。圧倒的な迫力と情熱、暗闇と光の記憶-。映画館の椅子に身を沈

めたときの心のざわめきと興奮を捉えた写真集。 
読売新聞 2015/07/26 

2015:05. / 315p 
978-4-89815-399-4 
3,600 円〔本体〕+税 

*9784898153994*

 

高校野球熱闘の 100 年～甲子園の怪物たち～(角川新書 K-31) 
森岡 浩 著 
KADOKAWA 
高校野球誕生から 100 年。大正 4 年の第 1 回大会から現在まで、高校野球史研

究の第一人者が、ドラマチックな名場面に迫り、今もなお語り継がれる名選手・名勝

負の数々を、豊富なエピソードとともに描き出す。 
読売新聞 2015/07/26 

2015:06. / 254p 
978-4-04-653434-7 
800 円〔本体〕+税 

*9784046534347*



 47  

 

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。 
日本経済新聞 2015/07/05 

2015:05. / 183p 
978-4-08-775425-4 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784087754254*

 

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 2015/07/05 

2015:04. / 239p 
978-4-16-390185-5 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784163901855*

 

中島らもエッセイ・コレクション(ちくま文庫 な 48-1) 
中島 らも 著, 小堀 純 編 
筑摩書房 
生い立ち、酒、ドラッグ、文学、ロック、生と死、そして恋…。ロマンチックな眼差しと、

鋭い洞察、シュールな微笑みをたずさえたユーモアセンス。没後なおカリスマ性を

放つ中島らものエッセイ・コレクション。 
日本経済新聞 2015/07/05 

2015:07. / 381p 
978-4-480-43283-4 
950 円〔本体〕+税 

*9784480432834*

 

騒音の歴史 
マイク・ゴールドスミス/ 泉 流星/ 府川 由美恵 著 
東京書籍 
騒音問題に明日はあるのか? そもそも騒音とは何か? 音に関する科学技術の進歩

と騒音問題との歴史的かかわりを活写し、やっかいな騒音問題をさまざまな視点か

ら解説。騒音に関する知見や考察をまとめた書。 
日本経済新聞 2015/07/05 

2015:04. / 318p 
978-4-487-80811-3 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784487808113*

 

困難な選択<上> 
ヒラリー・ロダム・クリントン/ 日本経済新聞社 著 
日本経済新聞出版社 
日本を含む同盟国との関係の再構築、アフガニスタンとイラクにおける戦争の終

結、世界金融危機…。類例ない歴史的な 4 年間に、ヒラリーが国務長官として経験

した危機、難題、そして選択を明らかにする回顧録。 
日本経済新聞 2015/07/05 

2015:03. / 449p 図版
32p 
978-4-532-16941-1 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784532169411*

 

氷河期以後～紀元前二万年からはじまる人類史～<上> 
スティーヴン・ミズン/ 久保 儀明 著 
青土社 
有史以前の世界をあきらかにする考古学者の挑戦。私たちの祖先は、いまにつづく

文化・文明の礎をどのように築いたのか。西アジア、ヨーロッパ、南北アメリカの遺跡

をつぶさに検討しながら、人類史の謎に挑む。 
日本経済新聞 2015/07/05 

2015:04. / 658p 図版
16p 
978-4-7917-6859-2 
4,500 円〔本体〕+税 

*9784791768592*
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祈りの現場～悲劇と向き合う宗教者との対話～ 
石井 光太 著 
サンガ 
宗教者が現実の壁に突き当たり、懊悩の果てに生み出された宗教観とは何か。東

日本大震災の被災地から、日本 大のドヤ街・釜ケ崎、広島まで、日本に数多くあ

る悲劇の現場を訪れ、宗教者たちの声をつむぎ出す。 
日本経済新聞 2015/07/05 

2015:05. / 336p 
978-4-86564-003-8 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784865640038*

 

内モンゴルから見た中国現代史～ホルチン左翼後旗の「民族自治」～ 
ボヤント 著 
集広舎 
旧満州国に属し、日本と協力し合った内モンゴル東部地域のモンゴル人たちは、新

中国建国後、土地、宗教、文化、そして民族の誇りを奪われた。現地の証言と公文

書から、中国の「民族自治」の実態を解き明かす。 
日本経済新聞 2015/07/05 

2015:05. / 407p 
978-4-904213-29-2 
6,400 円〔本体〕+税 

*9784904213292*

 

ハンサラン愛する人びと 
深沢 潮 著 
新潮社 
在日のお見合いをしきる「お見合いおばさん」福のもとを訪れる親子の婚活の実態

と家族の裏事情。青春・恋愛・夫婦・子育て・介護…。イタくてせつない現実をタフに

生き抜く老若男女の姿を活写した連作長編小説。 
日本経済新聞 2015/07/05 

2013:02. / 286p 
978-4-10-333541-2 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784103335412*

 

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。 
日本経済新聞 2015/07/05 

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

*9784140884607*

 

長いお別れ 
中島 京子 著 
文藝春秋 
帰り道は忘れても、難読漢字はすらすらわかる。妻の名前を言えなくても、顔を見れ

ば、安心しきった顔をする-。認知症の父と家族のあたたかくて、切ない 10 年の

日々を描く。『オール讀物』ほか掲載を単行本化。 
日本経済新聞 2015/07/05 

2015:05. / 263p 
978-4-16-390265-4 
1,550 円〔本体〕+税 

*9784163902654*

 

原爆供養塔～忘れられた遺骨の 70 年～ 
堀川 惠子 著 
文藝春秋 
広島の平和記念公園にある原爆供養塔には、7 万人もの被爆者の遺骨がひっそり

とまつられている。氏名や住所がわかっていながら、なぜ無縁仏とされたのか。引き

取り手なき遺骨の謎をたどる本格ノンフィクション。 
日本経済新聞 2015/07/05 

2015:05. / 359p 
978-4-16-390269-2 
1,750 円〔本体〕+税 

*9784163902692*
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ドクター・スリープ<下> 
スティーヴン・キング 著 
文藝春秋 
“かがやき”を持つ少女アブラの存在を知ったダン(ダニー)。町をめぐり殺人をくりか

えす集団の首領と接触してしまったアブラを守りながら、ダンは悪しきものとの対決

を決意する。名作「シャイニング」の続編。 
日本経済新聞 2015/07/05 

2015:06. / 351p 
978-4-16-390279-1 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784163902791*

 

「ドイツ帝国」が世界を破滅させる～日本人への警告～(文春新書 1024) 
エマニュエル・トッド 著 
文藝春秋 
現代 高の知識人による、冷戦終結後のドイツの擡頭が招きよせるヨーロッパの危

機を主題にした世界情勢論。エマニュエル・トッドがインタビューに答え、ドイツの覇

権の浮上、ロシアとの紛争の激化などを論じる。 
日本経済新聞 2015/07/05 

2015:05. / 230p 
978-4-16-661024-2 
800 円〔本体〕+税 

*9784166610242*

 

自分づくり～次代を担う若者へ～ 
中野 克彦 著 
幻冬舎メディアコンサルティング 
日頃からいかに自分を律し、足元を見つめつつ自分を鍛え、かつ自分らしさを持っ

て生きるか。時代の潮流を読み、大胆な構造転換で無配の企業を高収益企業に変

身させた敏腕経営者が、その半生をエッセイ風に綴る。 
日本経済新聞 2015/07/05 

2015:04. / 254p 
978-4-344-97213-1 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784344972131*

 

刺さる言葉～「恐山あれこれ日記」抄～(筑摩選書 0112) 
南 直哉 著 
筑摩書房 
死者を想うとはどういうことか。生きることの苦しみは何に由来するのか。“生きて在る

こと”の根源を問い続ける著者が、寄る辺なき現代人におくる思索と洞察の書。ブロ

グ『恐山あれこれ日記』を精選して書籍化。 
日本経済新聞 2015/07/05 

2015:05. / 344p 
978-4-480-01619-5 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784480016195*

 

昭和史講義～最新研究で見る戦争への道～(ちくま新書 1136) 
筒井 清忠 編 
筑摩書房 
なぜ昭和の日本は戦争へと向かったのか。失敗の原因はどこにあったのか。その解

明に向けて、戦後 70 年を機に、気鋭の研究者が確実な史料に基づいた 新成果

を結集する。さらに詳しく知るための参考文献も収録。 
日本経済新聞 2015/07/05 

2015:07. / 286p 
978-4-480-06844-6 
880 円〔本体〕+税 

*9784480068446*

 

街角の書店～18 の奇妙な物語～(創元推理文庫 F ン 8-2) 
F.ブラウン/ S.ジャクスン 著, F.ブラウン/ S.ジャクスン/ 中村 融 編 
東京創元社 
異色作家の埋もれた名作、スタインベックら大家によるユーモア譚、SF 界の鬼才の

本邦初訳作…。ひねりの利いたアイデアストーリーから一風変わった幻想譚まで、

翻訳アンソロジーの名手が精選した 18 篇を収録。 
日本経済新聞 2015/07/05 

2015:05. / 389p 
978-4-488-55504-7 
940 円〔本体〕+税 

*9784488555047*
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戦後経済史～私たちはどこで間違えたのか～ 
野口 悠紀雄 著 
東洋経済新報社 
戦後 70 年をリアルタイムで生きた経済学者が、戦後日本経済のさまざまな出来事

を一貫した筋書きの中に位置づけ、「われわれはいまどこにいるか」を明らかにす

る。戦後を振り返るための年表に自分史記入欄あり。 
日本経済新聞 2015/07/05 

2015:05. / 5p,324p,12p
978-4-492-37118-3 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784492371183*

 

ウイダーの副王 
ブルース・チャトウィン/ 旦 敬介 著 
みすず書房 
西アフリカで奴隷商人として身を立てる決心をしたブラジル男は、「副王」の地位を

得て、ウイダーの地で巨万の富を築き権勢を振るうが…。大西洋の両岸、二世紀の

時間を舞台に、常軌を逸した出来事の連鎖を語る。 
日本経済新聞 2015/07/05 

2015:05. / 227p 
978-4-622-07908-8 
3,400 円〔本体〕+税 

*9784622079088*

 

サボタージュ・マニュアル～諜報活動が照らす組織経営の本質～ 
越智 啓太/ 国重 浩一 著, 米国戦略諜報局 編 
北大路書房 
アメリカ CIA の前身の組織・米国戦略諜報局(OSS)が、「どのようにすれば組織がう

まくまわらなくなるのか」「どのようにすれば、うっかり事故や災害が起きてしまうのか」

をまとめたマニュアル。解説付き。 
日本経済新聞 2015/07/05 

2015:07. / 123p 
978-4-7628-2899-7 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784762828997*

 

アメリカ黒人とキリスト教～葛藤の歴史とスピリチュアリティの諸相～ 
黒崎 真 著 
ぺりかん社 
「キリスト教は解放の源泉か、それとも抑圧の源泉か」という問いに、黒人はどのよう

な応答を試みてきたのか。黒人とキリスト教との関係を、歴史的展開を縦糸に、スピ

リチュアリティの諸相を横糸にして描き出す。 
日本経済新聞 2015/07/05 

2015:05. / 329p,49p 
978-4-8315-3007-3 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784831530073*

 

絶対の宣伝～ナチス・プロパガンダ～<1> 宣伝的人間の研究|ゲッベルス 
草森 紳一 著 
文遊社 
「絶対的宣伝集団」ナチスが、大衆の内なる欲望を徹底的に増幅していった過程と

結果を分析する。1 は、「勝利の日記」からフルトヴェングラーの政治利用まで、宣伝

相ゲッベルスの真実を厖大な資料から読み解く。 
日本経済新聞 2015/07/05 

2015:07. / 387p 図版
32p 
978-4-89257-121-3 
2,700 円〔本体〕+税 

*9784892571213*

 

それぞれの少女時代(群像社ライブラリー)  
リュドミラ・ウリツカヤ/ 沼野 恭子 著 
群像社 
体と心の変化に気づきながら、性への好奇心をもてあましぎみに、大人の世界に近

づいていく、ちょっとおませな同級生の女の子たち。いまロシアで も愛されている

女性作家が、素顔の少女たちを描いた連作短編集。 
日本経済新聞 2015/07/05 

2006:07. / ２１５ｐ 
978-4-903619-00-2 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784903619002*
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小さなユリと～詩集～ 
黒田 三郎 著 
夏葉社 
歩いているうちに 歩いていることだけが僕のすべてになる 小さなユリと手をつない

で(「小さなあまりにも小さな」より) 父と娘のささやかな日々を詠んだ、半世紀以上前

に刊行された歴史的な詩集を完全復刻。 
日本経済新聞 2015/07/05 

2015:05. / 58p 
978-4-904816-15-8 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784904816158*

 

ラプラスの魔女 
東野 圭吾 著 
KADOKAWA 
円華という女性のボディガードを依頼された元警官の武尾は、彼女の不思議な

《力》を疑いはじめる。同じ頃、2 つの温泉地で硫化水素事故が起きていた。検証に

赴いた研究者・青江は双方の現場で円華を目撃する――。 
日本経済新聞 2015/07/05 

2015:05. / 452p 
978-4-04-102989-3 
1,680 円〔本体〕+税 

*9784041029893*

 

盗作の言語学～表現のオリジナリティーを考える～(集英社新書 0784F) 
今野 真二 著 
集英社 
コピペやパクリツイートが蔓延する時代、「類似」と「盗作」の境目はどこにあるのか。

オマージュやパロディーといった表現形態から辞書の語釈まで、表現におけるオリ

ジナリティーの意味を多様な視点から考察する。 
日本経済新聞 2015/07/05 

2015:05. / 198p 
978-4-08-720784-2 
720 円〔本体〕+税 

*9784087207842*

 

肉体の鎮魂歌(レクイエム)(新潮文庫 ま-41-3) 
増田 俊也 編 
新潮社 
人生の勝ち負けって、一体誰が決めるんだ-。沢木耕太郎「三人の三塁手」、山際

淳司「江夏の 21 球」、佐瀬稔「アリを越えた男」…。地獄から這い上がる男たちを描

く、傑作スポーツノンフィクションアンソロジー。 
日本経済新聞 2015/07/05 

2015:07. / 397p 
978-4-10-127813-1 
630 円〔本体〕+税 

*9784101278131*

 

失われた兵士たち～戦争文学試論～(文春学藝ライブラリー) 
野呂 邦暢 著 
文藝春秋 
戦いの実相は参加した兵士の数だけ存在する! 吉田満「戦艦大和ノ 期」、瀬島

龍三「大本営の二〇〇〇日」から、名もなき市民兵の手記やドキュメントまで、戦後

出版された戦記を、夭折した芥川賞作家が評論する。 
日本経済新聞 2015/07/05 

2015:06. / 478p 
978-4-16-813047-2 
1,450 円〔本体〕+税 

*9784168130472*

 

中国の文明～北京大学版～<3> 文明の確立と変容 
袁 行霈/ 厳 文明/ 張 伝璽/ 楼 宇烈/ 稲畑 耕一郎/ 柿沼 陽平 著 
潮出版社 
中国文明の壮大な軌跡を、膨大な文献と出土資料を駆使して説き明かす。3 は、多

民族大一統の中央集権国家制度、官僚政治の確立と発展、封建地主経済の発

展、儒学の地位と変化、仏教の伝来と道教の出現などを収録。 
日本経済新聞 2015/07/05 

2015:07. / 474p,18p 
978-4-267-02023-0 
5,000 円〔本体〕+税 

*9784267020230*



 52  

 

戦場ぬ止(とぅどぅ)み～辺野古・高江からの祈り～ 
三上 智恵 著 
大月書店 
沖縄に「戦後」はいつ訪れるのか。基地建設が強行される 前線で日々綴った、怒

りと哀しみ、そして人々の誇り。ウェブマガジン『マガジン 9』連載をもとに書籍化。本

文と連動した動画が視聴できる QR コード付き。 
日本経済新聞 2015/07/05 

2015:06. / 157p 
978-4-272-33085-0 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784272330850*

 

教育という病～子どもと先生を苦しめる「教育リスク」～(光文社新書 760) 
内田 良 著 
光文社 
巨大化する組体操、家族幻想を抱いたままの 2 分の 1 成人式、教員の過重な負担

…。今まで見て見ぬふりをされてきた「教育リスク」をエビデンスを用いて指摘し、子

どもや先生が脅かされた教育の実態を明らかにする。 
日本経済新聞 2015/07/05 

2015:06. / 258p 
978-4-334-03863-2 
780 円〔本体〕+税 

*9784334038632*

 

困難な選択<下> 
ヒラリー・ロダム・クリントン/ 日本経済新聞社 著 
日本経済新聞出版社 
各国の指導者や専門家との会話を通じてヒラリーが得た、相互依存の進む世界で

繁栄するための知見とは。類例ない歴史的な 4 年間に、ヒラリーが国務長官として

経験した危機、難題、そして選択を明らかにする回顧録。 
日本経済新聞 2015/07/05 

2015:03. / 452p 図版
16p 
978-4-532-16942-8 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784532169428*

 

からゆきさん～海外<出稼ぎ>女性の近代～ 
嶽本 新奈 著 
共栄書房 
境界を越えた女たちは、いかに周縁化されたのか。「からゆきさん」をめぐる言説が

どのような社会的状況の中で発せられ、どのように受容、あるいは排除され、いかに

それが社会や彼女たちに作用したのかを検証する。 
日本経済新聞 2015/07/05 

2015:05. / 197p 
978-4-7634-1064-1 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784763410641*

 

本の夢小さな夢の本 
田中 淑恵 著 
芸術新聞社 
はじめての豆本、巡りあう人々、忘れえぬ物語、偏愛する詩人たち…。装丁を仕事

とする著者が、さまざまなエピソードを綴る。本に使うアンティークパーツや秘蔵の

紙・革・布の紹介や、タリーカードの作り方も収録。 
日本経済新聞 2015/07/05 

2015:07. / 191p 
978-4-87586-450-9 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784875864509*

 

九月、東京の路上で～1923 年関東大震災ジェノサイドの残響～ 
加藤 直樹 著 
ころから 
関東大震災の直後に響き渡る叫び声。ふたたび五輪を前に繰り返されるヘイトスピ

ーチ。1923 年 9 月、ジェノサイドの街・東京を描き、現代に残響する忌まわしい声に

抗う。同名ブログをもとに加筆修正し単行本化。 
日本経済新聞 2015/07/05 

2014:03. / 215p 
978-4-907239-05-3 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784907239053*
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晴れ女の耳 
東 直子 著 
KADOKAWA 
著者の出自でもある和歌山県紀州の深い森を舞台に広がる怪談短編集。不条理な

因習や非業の死。過酷な運命に翻弄されても、百歳を越えてなお生きる女たちが

ユーモラスな関西弁で語る、哀しくも不思議な美しい命の物語 
日本経済新聞 2015/07/05 

2015:04. / 220p 
978-4-04-102956-5 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784041029565*

 

サリンジャー 
デイヴィッド・シールズ/ シェーン・サレルノ/ 坪野 圭介/ 樋口 武志 著 
KADOKAWA 
第二次世界大戦、家族、親友、級友、編集者、そして恋人――。『ライ麦畑でつかま

えて』の刊行後、ベールに包まれてきた生涯を丹念な取材で解き明かす。日記、書

簡、メモなどの資料も解析して盛り込んだ評伝の決定版 
日本経済新聞 2015/07/05 

2015:06. / 742p,47p 
978-4-04-110731-7 
4,200 円〔本体〕+税 

*9784041107317*

 

まだ間に合う!今すぐ始める認知症予防～軽度認知障害(MCI)でくい止める本～

(健康ライブラリー) 
朝田 隆 著 
講談社 
軽度認知障害の段階で治療・予防を始めれば、認知機能の維持・向上をはかれる

可能性は十分にある。筋トレ、デュアルタスクなど、自分でできる認知症予防のため

の取り組みを、イラストを交えてわかりやすく紹介する。 
日本経済新聞 2015/07/12 

2014:12. / 98p 
978-4-06-259788-3 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784062597883*

 

性的人間 改版(新潮文庫 お-9-4) 
大江 健三郎 著 
新潮社 
痴漢をテーマに“厳粛な綱渡り”という嵐のような詩を書こうとする少年と青年 J を通

し、人間存在の真実に迫る表題作ほか、政治的人間と性的人間との交錯の中に、

60 年安保闘争前後の状況を定着させた 3 編を収める。 
日本経済新聞 2015/07/12 

2014:12. / 278p 
978-4-10-112604-3 
490 円〔本体〕+税 

*9784101126043*

 

アデスタを吹く冷たい風(ハヤカワ・ミステリ文庫 HM 418-1) 
トマス・フラナガン 著 
早川書房 
風が吹き荒さぶ闇の中、トラックがやってきた。運転する商人は葡萄酒を運んでいる

と主張するが…。謹厳実直の士、テナントが謎に挑む表題作等、7 篇を収録。「復

刊希望アンケート」で二度 No.1 に輝いた名短篇集。 
日本経済新聞 2015/07/12 

2015:06. / 315p 
978-4-15-181101-2 
900 円〔本体〕+税 

*9784151811012*

 

トマス・クイック～北欧最悪の連続殺人犯になった男～ 
ハンネス・ロースタム/ 田中 文 著 
早川書房 
トマス・クイックと名乗り、30 人以上の男女を殺害したと自白したスウェーデン人の

男。彼と何度も面会し、関係者の取材を進め、資料などを丹念に調べたジャーナリ

ストが、大事件の全貌と驚愕の真実を明らかにする。 
日本経済新聞 2015/07/12 

2015:06. / 568p 
978-4-15-209544-2 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784152095442*
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政治の眼力～永田町「快人・怪物」列伝～(文春新書 1029) 
御厨 貴 著 
文藝春秋 
政治を動かしているのは「イデオロギー」でも「政策」でもない。「人」だ。信念、行動

原理、人間関係、出自と経歴から「時の政局を動かす人」の核心にズバッと迫る。

『毎日新聞』連載等に書き下ろしを加えて書籍化。 
日本経済新聞 2015/07/12 

2015:06. / 207p 
978-4-16-661029-7 
750 円〔本体〕+税 

*9784166610297*

 

薔薇の輪(創元推理文庫 M フ 8-3) 
クリスチアナ・ブランド/ 猪俣 美江子 著 
東京創元社 
ロンドンの女優エステラ。その絶大な人気は、体が不自由な娘との交流を綴った新

聞の連載エッセイに支えられていた。ところが、服役中の危険人物の夫が病気のた

め特赦で出所し、死ぬ前に娘に会いたいと言い出して…。 
日本経済新聞 2015/07/12 

2015:06. / 318p 
978-4-488-26203-7 
940 円〔本体〕+税 

*9784488262037*

 

鬼手仏心の経営 
鈴木 訓夫 著 
日本経済新聞出版社 
鬼手仏心の精神を根幹に据えたアルケア株式会社。企業風土・事業・組織の革新

手法からイノベーションを成功させるコツ、企業 DNA 承継の進め方まで、持続的に

成長する強くて良い企業への具体論満載の実践的経営論。 
日本経済新聞 2015/07/12 

2015:06. / 214p 
978-4-532-32010-2 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784532320102*

 

君の膵臓をたべたい 
住野 よる 著 
双葉社 
偶然、僕が拾った 1 冊の文庫本。それはクラスメイトである山内桜良が綴った、秘密

の日記帳だった-。<名前のない僕>と<日常のない彼女>が織りなす物語。とびきり

のラストシーンに泣かされる、圧倒的デビュー作。 
日本経済新聞 2015/07/12 

2015:06. / 281p 
978-4-575-23905-8 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784575239058*

 

「反原発」異論 
吉本 隆明 著 
論創社 
2011 年 3 月 11 日の東日本大震災、福島の原発事故について語った 11 篇のイン

タビューをはじめ、「詩と科学との問題」など、3・11 以前の、50 年間にわたるエッセ

イ・対談等を収録。吉本思想の 良の入門書。 
日本経済新聞 2015/07/12 

2015:01. / 272p 
978-4-8460-1389-9 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784846013899*

 

文集 
ミムラ 著 
ＳＤＰ 
19 歳でデビューしてから十余年、役者として、人として、「大人」になったミムラの軌

跡を、全 43 出演作品とともにたどる。過去の書評やエッセイ、公式サイトの文章を

加筆修正し、出演作について書き下ろした一冊。 
日本経済新聞 2015/07/12 

2015:07. / 374p 
978-4-906953-30-1 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784906953301*
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犬たちの肖像 
四方田 犬彦 著 
集英社 
人間のもっとも古い伴侶にして身近な他者、犬。古代叙事詩からルネッサンスの戯

作、近代小説、SF、映画と漫画にいたるまで、比較文学者にして愛犬家の著者が、

犬のイメージの変遷を辿る。『すばる』連載を単行本化。 
日本経済新聞 2015/07/12 

2015:06. / 339p 
978-4-08-771595-8 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784087715958*

 

家族スクランブル 
田丸 雅智 著 
小学館 
分身を作る石?で 3 人の妻と同棲する夫の悲哀を描く「白妻、黒妻」、父親が娘の結

婚式で披露する贈り物が泣ける「鳩の箱」など、ショートショート 18 編を収録。

『STORY BOX』掲載を加筆・修正して単行本化。 
日本経済新聞 2015/07/12 

2015:05. / 237p 
978-4-09-386410-7 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784093864107*

 

ジェーン・エア<上> 改版(新潮文庫 フ-4-1) 
C.ブロンテ/ 大久保 康雄 著 
新潮社 
ローウッド寄宿学校で 8 年を過ごしたジェーンは、家庭教師として働くことになる。

散歩の途中助けた人物こそ仕事先の屋敷の主人ロチェスターであると知ったジェー

ンは、彼と名門の貴婦人とのロマンスを聞き、胸が騒ぐ。 
日本経済新聞 2015/07/12 

2012:05. / 540p 
978-4-10-209801-1 
710 円〔本体〕+税 

*9784102098011*

 

ヒマラヤにホテルを三つ～ネパールの開発ヴィジョンを語る～ 
宮原 巍 著 
中央公論新社 
ネパール国籍を取得したある日本人の新たな挑戦-。ホテル・エベレスト・ビュー、ホ

テル・ヒマラヤ・カトマンズと、2016 年開業予定のポカラのホテルの建設に携わって

いる著者が、ネパールの開発ヴィジョンを語る。 
日本経済新聞 2015/07/12 

2015:06. / 246p 
978-4-12-004735-0 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784120047350*

 

あの家に暮らす四人の女 
三浦 しをん 著 
中央公論新社 
謎の老人の活躍としくじり。ストーカー男の闖入。いつしか重なりあう、生者と死者の

声-古びた洋館に住む女四人の日常は、今日も豊かでかしましい。ざんねんな女た

ちの、現代版「細雪」。『婦人公論』連載を単行本化。 
日本経済新聞 2015/07/12 

2015:07. / 307p 
978-4-12-004739-8 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784120047398*

 

変身の極意～7 日間であなたは変わる～ 
白取 春彦 著 
早川書房 
ぼんやりとした迷いや不安を胸に、<変身>のための講座に集まった 3 人。「先生」と

7 日間にわたって対話を交わすうちに、3 人の視界は開けていく-。「超訳ニーチェ

の言葉」の著者が贈る、とことん腑に落ちる人生論。 
日本経済新聞 2015/07/12 

2015:06. / 231p 
978-4-15-209546-6 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784152095466*
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夜が来ると 
フィオナ・マクファーレン/ 北田 絵里子 著 
早川書房 
オーストラリアの海辺でひとり暮らす 75 歳のルースは、ある朝目覚めて、家にトラが

いると思った。荒々しく大きなトラが、確かにそこにいたのだ。同じ日にフリーダという

女性が訪ねてくる。彼女はヘルパーだと言い…。 
日本経済新聞 2015/07/12 

2015:06. / 316p 
978-4-15-209547-3 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784152095473*

 

盲導犬クイールの一生(文春文庫 あ 69-1) 
石黒 謙吾/ 秋元 良平 著 
文藝春秋 
「人間らしい歩き方を思い出させてくれた」とパートナーは言ってこの世を去った。そ

の後クイールはどう生きたのか。生まれた瞬間から息を引きとるまでをモノクロームの

優しい写真と文章で綴る、盲導犬クイールの生涯。 
日本経済新聞 2015/07/12 

2015:06. / 221p 
978-4-16-790396-1 
650 円〔本体〕+税 

*9784167903961*

 

モンスター・ショー～怪奇映画の文化史～  
デイヴィッド・Ｊ・スカル/ 栩木 玲子 著 
国書刊行会 
怪奇映画に登場する怪物たちには、同時代の大衆が抱いた恐れや不安が色濃く

反映されている。戦争の悪夢、経済恐慌、ＡＩＤＳなど、スクリーンに投影された２０世

紀アメリカの悪夢を、怪奇映画の分析を通して読み解く。 
日本経済新聞 2015/07/12 

1998:11. / ４６９，２０，

２０ｐ 
978-4-336-04105-0 
5,000 円〔本体〕+税 

*9784336041050*

 

なぜ女は男のように自信をもてないのか 
キャティー・ケイ/ クレア・シップマン/ 田坂 苑子 著 
ＣＣＣメディアハウス 
世界で活躍する女性でさえ、自分の能力を信じられず、不安を抱えている。各界で

成功している女性たちへのインタビューや、心理学、脳科学、遺伝子検査などか

ら、能力があっても強気になれない女性の姿を明らかにする。 
日本経済新聞 2015/07/12 

2015:06. / 310p 
978-4-484-15114-4 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784484151144*

 

悪女は自殺しない(創元推理文庫 M ノ 4-3) 
ネレ・ノイハウス/ 酒寄 進一 著 
東京創元社 
ドイツ、2005 年 8 月。警察署に復帰したピアを待ち受けていたのは、自殺に偽装さ

れた女性の死体。オリヴァーが指揮を執る捜査班が探るうち、隠された数々の事件

が?がりはじめ…。刑事オリヴァー&ピア・シリーズ。 
日本経済新聞 2015/07/12 

2015:06. / 426p 
978-4-488-27607-2 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784488276072*

 

ツンドラ・サバイバル 
服部 文祥 著 
みすず書房 
夏の南アルプスでの墜落事故。その現場への再訪と再起。秋の北海道、冬の四

国。ロシア極東北極圏縦断の旅…。広大なフィールドで展開するサバイバル・ノンフ

ィクション。『岳人』連載「超・登山論」をもとに大幅加筆。 
日本経済新聞 2015/07/12 

2015:06. / 273p 
978-4-622-07918-7 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784622079187*
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狩猟始めました～新しい自然派ハンターの世界へ～(ヤマケイ新書 YS007) 
安藤 啓一/ 上田 泰正 著 
山と渓谷社 
従来とは違う若手狩猟者が増え始めている。動物を狩ることが目的ではなく、狩猟

を通じて自然を慈しむ心を養い、豊かなライフスタイルを志向する人たちの動向を

紹介。ハンターとなるために必要な手続きなども解説する。 
日本経済新聞 2015/07/12 

2014:11. / 205p 
978-4-635-51018-9 
800 円〔本体〕+税 

*9784635510189*

 

近代日本の対外認識<1> 
伊藤 信哉/ 萩原 稔 著 
彩流社 
近代日本の知識人たちは、刻々と変わりゆく世界情勢をどのように視ていたのか? 
1890 年代後半から 1950 年代半ばまでの時期を対象に、政治史、外交史、思想

史、メディア史などのジャンルから多角的に探究する。 
日本経済新聞 2015/07/12 

2015:05. / 7p,355p 
978-4-7791-2124-1 
4,000 円〔本体〕+税 

*9784779121241*

 

こんなまちに住みたいナ～絵本が育む暮らし・まちづくりの発想～ 
延藤 安弘 著 
晶文社 
絵本のコレクターにして、まち育ての達人が、「笑い」「楽しさ」など 3 つの視点から、

さまざまな絵本を紹介し、「こんなまちに住みたいナ」という気持ちや想像力を喚起

する。『建築ジャーナル』連載をもとに加筆訂正。 
日本経済新聞 2015/07/19 

2015:03. / 219p 
978-4-7949-6875-3 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784794968753*

 

王仁三郎歌集 
出口 王仁三郎 著, 出口 王仁三郎/ 笹 公人 編 
太陽出版 
生涯 15 万首以上もの歌を詠んだといわれる「巨人」出口王仁三郎。その膨大な作

品の中から、恋やユーモアにあふれた王仁三郎の人間的魅力を伝える 328 首を精

選。前田夕暮、尾上柴舟、尾山篤二郎らの評論も収録する。 
日本経済新聞 2015/07/19 

2013:12. / 269p 
978-4-88469-796-9 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784884697969*

 

ポスト資本主義～科学・人間・社会の未来～(岩波新書 新赤版 1550) 
広井 良典 著 
岩波書店 
近代科学とも通底する人間観・生命観にまで遡りつつ、人類史的なスケールで資本

主義の歩みと現在を吟味。定常化時代に求められる新たな価値とともに、資本主

義・社会主義・エコロジーが交差する先に現れる社会像を描く。 
日本経済新聞 2015/07/19 

2015:06. / 8p,260p 
978-4-00-431550-6 
820 円〔本体〕+税 

*9784004315506*

 

戦後 70 年、日本はこのまま没落するのか～豊かなゼロ成長の時代へ～ 
榊原 英資 著 
朝日新聞出版 
いまこそ「占領レジーム」を脱却せよ! 「日本国憲法制定」「財閥解体」「農地改革」

などを経て、戦後の占領下につくられた日本の政治・経済システムを総点検。資本

主義の限界を超えて日本が進むべき道を明らかにする。 
日本経済新聞 2015/07/19 

2015:06. / 254p 
978-4-02-331418-4 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784023314184*
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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 2015/07/19 

2015:04. / 281p 
978-4-08-720780-4 
780 円〔本体〕+税 

*9784087207804*

 

わたくしが旅から学んだこと(小学館文庫 か 30-1) 
兼高 かおる 著 
小学館 
80 過ぎても「世界の旅」は継続中ですのよ! 兼高かおるが自分の人生を振り返っ

て、旅への思い、地球 180 周にも及ぶ旅から見えてきた世界観、人生観について

味わい深く綴る。漫画家・ヤマザキマリによる解説も収録。 
日本経済新聞 2015/07/19 

2013:03. / 217p 
978-4-09-408806-9 
476 円〔本体〕+税 

*9784094088069*

 

風と共に去りぬ<第 1 巻>(新潮文庫 ミ-4-1) 
マーガレット・ミッチェル/ 鴻巣 友季子 著 
新潮社 
アメリカ南部の大農園<タラ>に生まれたスカーレット。若さと美しさを満喫し、激しい

気性だが言い寄る男には事欠かない。だがアシュリが結婚すると聞いて自棄にな

り、別の男と結婚したのも束の間、南北戦争が勃発し…。 
日本経済新聞 2015/07/19 

2015:04. / 460p 
978-4-10-209106-7 
710 円〔本体〕+税 

*9784102091067*

 

キラキラネームの大研究(新潮新書 618) 
伊東 ひとみ 著 
新潮社 
苺苺苺と書いて「まりなる」、愛夜姫で「あげは」…。日本を席巻する「キラキラネー

ム」は、漢字を取り入れた瞬間に背負った宿命の落とし穴だった。豊富な実例で思

い込みの“常識”を覆す、驚きと発見に満ちた日本語論。 
日本経済新聞 2015/07/19 

2015:05. / 250p 
978-4-10-610618-7 
780 円〔本体〕+税 

*9784106106187*

 

ママは何でも知っている(ハヤカワ・ミステリ文庫 HM 419-1) 
ジェイムズ・ヤッフェ 著 
早川書房 
毎週金曜の夜、刑事のデイビッドはブロンクスの実家へママを訪れる。ママはディナ

ーの席でいつも捜査中の殺人事件の話を聞きたがり、事件をいともたやすく解決す

る。“ブロンクスのママ”シリーズ、傑作短篇 8 篇を収録。 
日本経済新聞 2015/07/19 

2015:06. / 298p 
978-4-15-181151-7 
900 円〔本体〕+税 

*9784151811517*

 

完全なる証明～100 万ドルを拒否した天才数学者～(文春文庫 S9-1) 
マーシャ・ガッセン/ 青木 薫 著 
文藝春秋 
世紀の難問「ポアンカレ予想」を証明したロシアの天才数学者ペレルマンは、なぜ

フィールズ賞を拒否し森へ消えたのか。同時期にソ連で数学のエリート教育をうけ

たユダヤ人の著者が、ペレルマンの実像を浮かび上がらせる。 
日本経済新聞 2015/07/19 

2012:04. / 375p 
978-4-16-765181-7 
752 円〔本体〕+税 

*9784167651817*
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勝者なき戦争～世界戦争の二〇〇年～ 
イアン・J.ビッカートン/ 高田 馨里 著 
大月書店 
ナポレオン戦争以降の「世界戦争」を仔細に検証し、その勝利の代償がいかに甚大

なものであったのかを独自のアプローチで明らかにする。これまで十分に論じられ

てこなかった戦争における勝利と敗北の問題を探究する名著。 
日本経済新聞 2015/07/19 

2015:05. / 287p,29p 
978-4-272-53043-4 
3,600 円〔本体〕+税 

*9784272530434*

 

ひらく美術～地域と人間のつながりを取り戻す～(ちくま新書 1135) 
北川 フラム 著 
筑摩書房 
世界 大級の国際芸術祭「大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ」の総合

ディレクターによる地域文化論。文化による地域活性化とはどのようなものか、さまざ

まな現場での実践をもとに、地域再生の切り札を明かす。 
日本経済新聞 2015/07/19 

2015:07. / 190p 
978-4-480-06842-2 
820 円〔本体〕+税 

*9784480068422*

 

お父さんの石けん箱(ちくま文庫 た 77-1) 
田岡 由伎 著 
筑摩書房 
悪かったと思えば、相手がどんな若僧でも、社会的地位があろうが無かろうが、いさ

ぎよく頭を下げる。生きていく上での本当に大切なことを、お父さんは身をもって教

えてくれた…。娘が見た山口組三代目・田岡一雄の素顔。 
日本経済新聞 2015/07/19 

2015:06. / 282p 
978-4-480-43278-0 
780 円〔本体〕+税 

*9784480432780*

 

ウェブニュース一億総バカ時代(双葉新書 109) 
三田 ゾーマ 著 
双葉社 
ウェブニュースを新聞と同じように考えてはいけない! 企業に都合よく作られた「広

告」を、バカ正直に信じてはいないか? 数々の「ステマ」広告作りに手を染めてきた

著者が、ニュースサイトの内情を赤裸々に暴露する。 
日本経済新聞 2015/07/19 

2015:05. / 191p 
978-4-575-15460-3 
800 円〔本体〕+税 

*9784575154603*

 

4 億年を生き抜いた昆虫(ベスト新書 480) 
岡島 秀治 著 
ベストセラーズ 
92 万種類以上いる昆虫は、種ごとに異なった形質をもち、異なった生活を営んでい

ます。日本のファーブル、岡島教授が、昆虫の起源や形態、生活戦略、代表的な

日本の昆虫の造形美などを、美しいカラー写真で解説します。 
日本経済新聞 2015/07/19 

2015:06. / 222p 
978-4-584-12480-2 
1,050 円〔本体〕+税 

*9784584124802*

 

北朝鮮の核心～そのロジックと国際社会の課題～ 
アンドレイ・ランコフ/ 山岡 由美 著 
みすず書房 
政治的「化石」となった北朝鮮を未だに存続可能にしているのは何か。その崩壊は

いつ、どのような形で訪れるのか。それにどう備えるべきか。 新の北朝鮮略史を提

示しつつ、来るべき北朝鮮崩壊を見すえた政策提言を行う。 
日本経済新聞 2015/07/19 

2015:06. / 339p,16p 
978-4-622-07895-1 
4,600 円〔本体〕+税 

*9784622078951*
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分解してみました～現代人のためのテクノロジー解体新書～ 
トッド・マクレラン/ 金成 希 著 
パイインターナショナル 
トッド・マクレランのユニークな写真の世界へようこそ。シャープペンシルやスマート

フォンから、電子レンジ、アコーディオン、自転車、軽飛行機まで、50 種の製品を分

解し、ひとつひとつの部品を並べて撮影した写真集。 
日本経済新聞 2015/07/19 

2015:05. / 125p 
978-4-7562-4670-7 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784756246707*

 

隔離の記憶～ハンセン病といのちと希望と～ 
高木 智子 著 
彩流社 
日本には、ハンセン病になった人たちを強制隔離してきた法律「らい予防法」があっ

た。隔離された世界を生き抜き、絶望からはい上がった人々の歩みの記録。『朝日

新聞』連載「ニッポン人脈記「隔離の記憶」」を単行本化。 
日本経済新聞 2015/07/19 

2015:07. / 302p 
978-4-7791-2137-1 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784779121371*

 

JT の M&A～日本企業が世界企業に飛躍する教科書～ 
新貝 康司 著 
日経ＢＰ社 
「海外 M&A のことなら、この人に聞け」と言われる JT 代表取締役副社長・新貝康

司。英国のたばこメーカー買収を成功させた辣腕 CFO が、巨大 M&A と統合の舞

台裏を明かす。『日経ビジネスオンライン』連載を書籍化。 
日本経済新聞 2015/07/19 

2015:06. / 310p 
978-4-8222-5094-2 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784822250942*

 

SAPEURS～THE GENTLEMEN OF BACONGO～ 
ダニエーレ・タマーニ/ [宮城 太 著 
青幻舎 
平日は普通に働き、貧しい収入のほとんどを洋服に費やし、週末になるとハイブラ

ンドのスーツを着こなし、セレブへと変身する集団、SAPEURS。平和を愛し、エレガ

ントでかっこいいコンゴの男たちをとらえた写真集。 
日本経済新聞 2015/07/19 

2015:06. / 1 冊(ページ

付なし) 
978-4-86152-499-8 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784861524998*

 

ヒトラーの科学者たち 
ジョン・コーンウェル/ 松宮 克昌 著 
作品社 
21 世紀のいま、私たちを支える科学技術は、ナチス・ドイツと戦争から生まれてき

た。戦争と科学が結びつく時、いったい、何が起きるのか? 総勢 100 人以上の科学

者たちの葛藤と絶望、抵抗を描いたノンフィクション。 
日本経済新聞 2015/07/19 

2011:11. / 590p 
978-4-86182-356-5 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784861823565*

 

最後の祝宴 
倉橋 由美子 著 
幻戯書房 
あらゆる観念を吟味せずにはいられない徹底した懐疑精神-。作家・倉橋由美子が

初期の各作品と文学観を明確に語った、「倉橋由美子全作品」各巻所収の自作解

題を集成。ほかに、単行本未収録の随筆・評論なども収録する。 
日本経済新聞 2015/07/19 

2015:05. / 347p 
978-4-86488-072-5 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784864880725*
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世界科学史大年表～ビジュアル版～ 
荒俣 宏/ 藤井 留美 著, ロバート・ウィンストン 編 
柊風舎 
先史時代に始まり、古代中国・イスラム世界を経て、ヨーロッパの科学革命と産業化

の時代、そして 21 世紀の急速な科学技術の進化にいたるまで、人類の創意工夫

の歴史を、年表、図版、著名な科学者の発言などで振り返る。 
日本経済新聞 2015/07/19 

2015:08. / 400p 
978-4-86498-025-8 
19,000 円〔本体〕+税 

*9784864980258*

 

下読み男子と投稿女子～優しい空が見た、内気な海の話。～(ファミ通文庫 の 2-
17-1) 
野村 美月 著 
KADOKAWA 
高校生の青は、ラノベ新人賞の下読みのエキスパート。ある日、応募原稿の中に、

同じクラスの氷ノ宮氷雪の作品を見つける。その後、ひょんなことから彼女の投稿作

にアドバイスをすることに…。爽やかな青春創作ストーリー。 
日本経済新聞 2015/07/19 

2015:06. / 316p 
978-4-04-730515-1 
610 円〔本体〕+税 

*9784047305151*

 

14 歳<フォーティーン>～満州開拓村からの帰還～(集英社新書 0789) 
澤地 久枝 著 
集英社 
昭和を見つめ、一貫して戦争や国家を問うてきた著者の原点となったのは、十四歳

での敗戦体験だった。満州でむかえた敗戦、難民生活と壮絶な引き揚げ体験。自

身がくぐり抜けてきた「戦争」のすべてを、いま、赤裸々に綴る。 
日本経済新聞 2015/07/19 

2015:06. / 189p 
978-4-08-720789-7 
700 円〔本体〕+税 

*9784087207897*

 

日付変更線<下> 
辻 仁成 著 
集英社 
祖父がハワイの日系 2 世で、第 2 次世界大戦時に日系アメリカ人部隊の兵士だっ

たケインとマナ。祖父たちの苦難の道のりは、2 人が立ち向かう事件にも影を落とし

…。戦時と現在、日、米、欧、複数の境界線が交わる長編小説。 
日本経済新聞 2015/07/26 

2015:07. / 295p 
978-4-08-775427-8 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784087754278*

 

草の花 改版(新潮文庫 ふ-4-1) 
福永 武彦 著 
新潮社 
理知ゆえに、青春の途上でめぐりあった藤木忍との純粋な愛に破れ、藤木の妹との

恋にも挫折した汐見茂思。彼はその青春の墓標を 2 冊のノートに記したまま、自殺

行為にも似た手術を受けて、帰らぬ人となり…。青春の鎮魂歌。 
日本経済新聞 2015/07/26 

2014:11. / 318p 
978-4-10-111501-6 
520 円〔本体〕+税 

*9784101115016*

 

大洋に一粒の卵を求めて～東大研究船、ウナギ一億年の謎に挑む～(新潮文庫 

つ-33-1) 
塚本 勝巳 著 
新潮社 
何千キロも回遊するウナギ 大の謎はその産卵場。海の塩分濃度や海底山脈の位

置、月の満ち欠けなど、様々な仮説が検討され、浮かび上がったのは…。広大な海

で直径 1.6 ミリの卵を探しあてた世紀の大発見の軌跡をたどる。 
日本経済新聞 2015/07/26 

2015:07. / 384p 
978-4-10-126006-8 
630 円〔本体〕+税 

*9784101260068*
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廃線紀行～カラー版～(中公新書 2331) 
梯 久美子 著 
中央公論新社 
鉄道をこよなく愛する著者が全国の廃線跡を踏破。往時の威容に思いを馳せつ

つ、現在の姿を活写する。道東の国鉄根北線から鹿児島交通南薩線まで、精選 50
路線を紹介する廃線案内。『読売新聞』土曜夕刊の連載を単行本化。 
日本経済新聞 2015/07/26 

2015:07. / 4p,205p 
978-4-12-102331-5 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784121023315*

 

さよなら、ニルヴァーナ 
窪 美澄 著 
文藝春秋 
私の運命の人は、14 歳で少女を殺した少年 A でした-。少年犯罪の加害者、被害

者遺族、加害者を崇拝する少女、そしてその環の外にたつ女性作家。運命に抗え

ない人間たちの因果を描く。『別册文藝春秋』掲載を加筆・修正。 
日本経済新聞 2015/07/26 

2015:05. / 412p 
978-4-16-390256-2 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784163902562*

 

世界に分断と対立を撒き散らす経済の罠 
ジョセフ・E.スティグリッツ/ 峯村 利哉 著 
徳間書店 
世界を覆う「えせ資本主義」が市場を歪め、不平等と経済危機を生み出す。超格差

社会のからくりとは? TPP や規制緩和の危険性とは? ピケティの資本論を補強し、

すべての人によって繁栄が共有されるための道筋を示す。 
日本経済新聞 2015/07/26 

2015:05. / 478p 
978-4-19-863946-4 
2,100 円〔本体〕+税 

*9784198639464*

 

考える葉～長編推理小説～(光文社文庫 ま 1-29) 
松本 清張 著 
光文社 
覚えのない外国視察団長射殺事件の犯人にされてしまった、硯つくりの青年・崎津

弘吉は、自ら真犯人を突き止めるべく動き出す。巨富と権力を握る闇の実力者。戦

時中の隠匿物資の謎。孤独な青年が辿り着いた意外な真相とは? 
日本経済新聞 2015/07/26 

2013:05. / 548p 
978-4-334-76567-5 
838 円〔本体〕+税 

*9784334765675*

 

学校では教えてくれないセックス・妊娠・出産の話～女医が教える後悔しないため

に知っておきたい 11 の事～(光文社知恵の森文庫 t そ 2-1) 
宋 美玄 著 
光文社 
「妊娠しただけでは喜ばない。安易に他人にいわない」「下から産んでも、お腹から

産んでも、あなたはお母さん」 気鋭の産婦人科女医が、女性に知っておいてほし

いセックス・妊娠・出産の正しい知識 11 を優しく解説する。 
日本経済新聞 2015/07/26 

2015:06. / 228p 
978-4-334-78674-8 
660 円〔本体〕+税 

*9784334786748*

 

マリリン・モンローと原節子(筑摩選書 0115) 
田村 千穂 著 
筑摩書房 
セクシーなマリリン・モンロー、永遠の処女のような原節子-。1950 年代に、もっとも

輝いていた 2 人の映画女優。一般イメージとは異なり、いかに 2 人が多面的な魅力

に満ちていたかを重要作品に即して、生き生きと描く。 
日本経済新聞 2015/07/26 

2015:06. / 279p 
978-4-480-01622-5 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784480016225*
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「居場所」のない男、「時間」がない女 
水無田 気流 著 
日本経済新聞出版社 
家庭で孤立する中高年、生涯未婚者増、年約 3 万人の孤独死、産みたくても産め

ない「社会的不妊」…。「普通の幸せ」は、今なぜこれほどハードルが高いのか? 気

鋭の社会学者が、「時空間の歪み」をキーワードに読み解く。 
日本経済新聞 2015/07/26 

2015:06. / 274p 
978-4-532-16955-8 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784532169558*

 

薄っぺらいのに自信満々な人(日経プレミアシリーズ 281) 
榎本 博明 著 
日本経済新聞出版社 
「完璧です!」と言いきる、SNS で積極的に人脈形成…。こんなポジティブ志向の人

間ほど、実際は「力不足」と評されやすい? SNS の普及でますます肥大化する承認

欲求と評価不安を軸に、現代人の心理構造をひもとく。 
日本経済新聞 2015/07/26 

2015:06. / 221p 
978-4-532-26281-5 
850 円〔本体〕+税 

*9784532262815*

 

わかりやすい現地に寄り添うアジアビジネスの教科書～市場の特徴から「BOP ビ

ジネス」の可能性まで～ 
黒田 秀雄/ 川谷 暢宏/ 関下 昌代/ 森辺 一樹/ 若林 仁 著 
白桃書房 
アジアの市場、経済、ODA、宗教、文化等について、さまざまな視点から捉えるとと

もに、異文化環境で人をマネジメントすることや、経営戦略の重要性とアジア市場進

出におけるマーケティングの必要性などについて論じる。 
日本経済新聞 2015/07/26 

2015:06. / 10p,213p 
978-4-561-22654-3 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784561226543*

 

14 歳の水平線 
椰月 美智子 著 
双葉社 
14 歳の息子と、息子の気持ちがつかめない、かつて 14 歳だった父親。ふたりの少

年が過ごしたのは、「神様の島」-。思春期のきらめきとほろ苦さ、家族の温もりが溢

れる感動長編。『小説推理』連載を改題し、加筆・訂正。 
日本経済新聞 2015/07/26 

2015:07. / 328p 
978-4-575-23910-2 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784575239102*

 

音楽と社会  
バレンボイム/ サイード/ アラ・グゼリミアン/ 中野 真紀子 著 
みすず書房 
世界的なピアニスト・指揮者のバレンボイム（イスラエル国籍）と、パレスチナについ

て真摯に語り続けるサイードとが出会う。パレスチナとイスラエルの音楽家を招いた

ワークショップの話、土地の問題化、音楽と社会を語る。 
日本経済新聞 2015/07/26 

2004:07. / ２５９ｐ 
978-4-622-07094-8 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784622070948*

 

21 世紀の資本 
トマ・ピケティ 著 
みすず書房 
民間財産に基づく市場経済は、放置するなら、強力な収斂の力を持っている。だが

一方で、格差拡大の強力な力もそこにはある-。18 世紀以来の富と所得の分配動学

をめぐる歴史的知識の現状を明らかにし、今後の教訓を示す。 
日本経済新聞 2015/07/26 

2014:12. / 
15p,608p,98p 
978-4-622-07876-0 
5,500 円〔本体〕+税 

*9784622078760*
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山怪～山人が語る不思議な話～ 
田中 康弘 著 
山と渓谷社 
日本の山には何かがいる。その何かは古今東西さまざまな形で現れ、老若男女を

脅かす。狐火があふれる地、マタギの臨死体験、山塊に蠢くもの…。山で働き暮ら

す人々が実際に遭遇した奇妙な体験を紹介する。現代版遠野物語。 
日本経済新聞 2015/07/26 

2015:06. / 252p 
978-4-635-32004-7 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784635320047*

 

リベラルアーツの学び方(ディスカヴァー・レボリューションズ) 
瀬木 比呂志 著 
ディスカヴァー・トゥエンティワン 
リベラルアーツを学ぶ重要性、それを身につける方法、個々のジャンルごとの具体

的な学び方について、書物や作品の紹介、分析を交えながら解説。ビジネスや人

生そのものを成長させていくための本当の教養の学び方がわかる。 
日本経済新聞 2015/07/26 

2015:05. / 403p 
978-4-7993-1672-6 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784799316726*

 

愛しのブロントサウルス～最新科学で生まれ変わる恐竜たち～ 
ブライアン・スウィーテク/ 桃井 緑美子 著 
白揚社 
化石が明かす体の色、骨から推定する声、T・レックスを蝕む病気…。恐竜研究の

前線を追い、現在どんなことがわかっているのか、いまだ解明されていない謎を

解き明かす手がかりはどこにあるのかをわかりやすく解説する。 
日本経済新聞 2015/07/26 

2015:08. / 326p 
978-4-8269-0181-9 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784826901819*

 

日本人に隠された《真実の台湾史》～台湾《日本語世代》がどうしても今に伝え遺

したい～(Knock�the�knowing 014) 
李 久惟 著 
ヒカルランド 
東日本大震災に多額の義捐金が送られた理由、学校では教えない本当の台湾と

日本の歴史、台湾に伝わる日本精神の正体…。かつての日本と台湾の交流の歴史

の真実の一面を台湾側からの視点で、台湾の祖父母世代の言葉で語る。 
日本経済新聞 2015/07/26 

2015:06. / 245p 
978-4-86471-286-6 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784864712866*

 

石油産業の真実～大再編時代、何が起こるのか～(石油通信社新書 002) 
橘川 武郎 著 
石油通信社 
大手石油会社の相次ぐ合併。ガソリンスタンドの閉鎖。かつて「石油の世紀」を謳歌

したこの業界は一体どこに向かうのか。石油産業の歴史を辿る中で、石油の構造問

題を読み解き、大再編時代に備えた成長戦略の処方箋を描く。 
日本経済新聞 2015/07/26 

2015:05. / 207p 
978-4-907493-04-2 
860 円〔本体〕+税 

*9784907493042*

 

被曝評価と科学的方法(岩波科学ライブラリー 236) 
牧野 淳一郎 著 
岩波書店 
福島第一原発事故に関するデータの解釈が、被害を過小にみせる方向にゆがん

でいる例が多数ある。発表を鵜呑みにするのではなく、不十分なデータからでも科

学的にいえることを導き出すために、自ら計算し確認する方法を示す。 
日本経済新聞 2015/07/26 

2015:03. / 7p,124p 
978-4-00-029636-6 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784000296366*
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すべてがわかる認知症～予防介護治療未来～(週刊朝日 MOOK) 
朝日新聞出版 編 
朝日新聞出版 
認知症を正しく理解し、向き合っていくために役立つ情報を、「治療」「介護」「予防」

の視点から紹介し、困ったときに頼れる老健施設や医療機関を一覧で掲載する。取

り外せる冊子「一週間完全レシピ」付き。書き込み欄あり。 
日本経済新聞 2015/07/26 

2015:03. / 193p 
978-4-02-277032-5 
907 円〔本体〕+税 

*9784022770325*

 

日付変更線<上> 
辻 仁成 著 
集英社 
祖父がハワイの日系 2 世で、第 2 次世界大戦時に日系アメリカ人部隊の兵士だっ

たケインとマナ。マナの祖父は 442 部隊に所属し、欧州で戦死したと思われていた

が…。戦時と現在、日、米、欧、複数の境界線が交わる長編小説。 
日本経済新聞 2015/07/26 

2015:07. / 331p 
978-4-08-775426-1 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784087754261*

 

トットひとり 
黒柳 徹子 著 
新潮社 
黒柳徹子が、向田邦子、森繁久彌、渥美清、沢村貞子たちとの友情、「ザ・ベストテ

ン」の日々、結婚未遂事件などを綴る。長年にわたって『小説新潮』等に発表してき

たエッセイを改稿し、大幅な加筆を施したものを中心に収録。 
日本経済新聞 2015/07/26 

2015:04. / 301p 
978-4-10-355007-5 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784103550075*

 

メディアの展開～情報社会学からみた「近代」～ 
加藤 秀俊 著 
中央公論新社 
「江戸時代=暗黒」史観は正しいか。各地の地場産業から日本語に至るまで、日本

の「伝統」の起源は江戸時代に遡る。旅行、博物学、出版、百科事典などさまざまな

メディアを切り口に、近代の出発点としての徳川時代を考える。 
日本経済新聞 2015/07/26 

2015:05. / 12p,613p 
978-4-12-004703-9 
3,300 円〔本体〕+税 

*9784120047039*

 

ギャラリスト 
里見 蘭 著 
中央公論新社 
日本画の巨匠の作品が、考えられない安値でクリスティーズのオークションで売り飛

ばされた。それを契機に暴落する日本の美術市場。仕掛け人は天才ファンドマネー

ジャーの江波志帆。彼女の狙いは? 画商たちの戦いが始まる! 
日本経済新聞 2015/07/26 

2015:06. / 304p 
978-4-12-004734-3 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784120047343*

 

マインドフル・ワーク～「瞑想の脳科学」があなたの働き方を変える～ 
デイヴィッド・ゲレス/ 岩下 慶一 著 
ＮＨＫ出版 
ビジネスリーダーがこぞって実践し、 新科学がその効果をあと押しする「マインドフ

ルネス」とは? 多忙な情報社会を生きる人々の働き方とビジネスのあり方を根底から

変える、全米注目の心のエクササイズの 前線レポート。 
日本経済新聞 2015/07/26 

2015:05. / 334p 
978-4-14-081677-6 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784140816776*
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人類暗号<上>(ハヤカワ文庫  NV 1346) 
フレドリック・T.オルソン 著 
早川書房 
軍を退役したウィリアムは、名もわからぬ“組織”の研究所に監禁され、奇妙な暗号

文書を見せられた。この暗号に人類の存亡がかかっているという。やむなく暗号解

読に取り組むウィリアムだが、そこには他にも秘められた謎が! 
日本経済新聞 2015/07/26 

2015:06. / 396p 
978-4-15-041346-0 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784150413460*

 

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。 
日本経済新聞 2015/07/26 

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

*9784152095367*

 

ネアンデルタール人は私たちと交配した 
スヴァンテ・ペーボ/ 野中 香方子 著 
文藝春秋 
ネアンデルタール人の遺伝子は、現生人類の中に生きていた! 長年の試行錯誤の

末に、新技術「次世代シーケンサー」で約 4 万年前のネアンデルタール人の DNA
の増幅に成功した科学者が、30 年以上の苦闘のすべてを明かす。 
毎日新聞 2015/07/05 

2015:06. / 365p 
978-4-16-390204-3 
1,750 円〔本体〕+税 

*9784163902043*

 

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。 
毎日新聞 2015/07/05 

2015:05. / 270p 
978-4-334-03859-5 
860 円〔本体〕+税 

*9784334038595*

 

米朝らくごの舞台裏(ちくま新書 1123) 
小佐田 定雄 著 
筑摩書房 
上方落語の人間国宝・桂米朝の演題別ガイド。米朝から親しく教えを受けた著者

が、舞台裏での芸談やエピソード、古い芸人たちの思い出話などを演題解説ととも

に綴る。米朝の活字、音源、映像についての莫大な資料情報も掲載。 
毎日新聞 2015/07/05 

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

*9784480068262*

 

グールドのシェーンベルク  
グレン・グールド/ ギレーヌ・ゲルタン/ 鈴木 圭介 著 
筑摩書房 
２０世紀をかけぬけた衝撃のピアニスト、グレン・グールドが偏愛してやまない作曲

家シェーンベルクに、歴史的・文化的・心理的側面から光を当て、多彩な横顔にふ

れながら新しい像を描き出してゆく、スリルにみちた作曲家論。 
毎日新聞 2015/07/05 

2007:03. / ４１１，１０ｐ 
978-4-480-87352-1 
4,000 円〔本体〕+税 

*9784480873521*
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松谷警部と三ノ輪の鏡～WATER HAZARD～(創元推理文庫 M ひ 2-5) 
平石 貴樹 著 
東京創元社 
元プロゴルファーの殺害を震源に、ゴルフ場経営や融資に携わる関係者など、周

辺に死者や行方不明者がいることが判明し、松谷警部らを翻弄する。巡査部長に

なった白石も解明の決め手を見いだせず…。松谷警部シリーズ第 3 作。 
毎日新聞 2015/07/05 

2015:06. / 334p 
978-4-488-42005-5 
840 円〔本体〕+税 

*9784488420055*

 

もっと遠くへ(私の履歴書) 
王 貞治 著 
日本経済新聞出版社 
中国人の父の教え、運命の出会い、一本足打法…。不世出のスーパースターが半

生を綴る。新人時代の第 1 号から前人未踏の 868 号まで、投手・球場・打球方向別

本塁打記録も一挙収録。『日本経済新聞』連載に加筆し単行本化。 
毎日新聞 2015/07/05 

2015:06. / 227p,41p 
978-4-532-16968-8 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784532169688*

 

激流アジアマネー～新興金融市場の発展と課題～ 
小川 英治/ 日本経済研究センター 編 
日本経済新聞出版社 
発展著しいアジアのマネー・資本市場を、将来性だけでなく脆弱性や域内格差など

の課題も含めトータルに解説。通貨・債券市場から資本規制、証券化、機関投資家

の動向や中国金融、イスラム金融、高齢化の行方まで幅広く収録。 
毎日新聞 2015/07/05 

2015:06. / 23p,290p 
978-4-532-35650-7 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784532356507*

 

ビオレタ 
寺地 はるな 著 
ポプラ社 
婚約者と別れ、道端で泣いていたところを菫さんに拾われた妙は、菫さんの雑貨屋

「ビオレタ」で働くことに。そこは「棺桶」なる美しい箱を売る、少々風変わりな店で

…。人生を自分の足で歩くことの豊かさを描く、温かな物語。 
毎日新聞 2015/07/05 

2015:06. / 222p 
978-4-591-14561-6 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784591145616*

 

アンタッチャブル 
馳 星周 著 
毎日新聞出版 
捜査一課の刑事・宮澤に下った左遷人事。任務は、公安のキケンな上司を見張るこ

と-。警視庁公安部の「アンタッチャブル」と落ちこぼれ刑事のコンビが爆破テロの脅

威に挑む! 『サンデー毎日』掲載を加筆・修正し単行本化。 
毎日新聞 2015/07/05 

2015:05. / 506p 
978-4-620-10814-8 
1,850 円〔本体〕+税 

*9784620108148*

 

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

轢死した男性の家族にのしかかった巨額賠償請求…。「認知症のいま」をあぶり出

した『毎日新聞』特別報道グループのキャンペーン報道を収録。 
毎日新聞 2015/07/05 

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

*9784620322865*



 68  

 

山のお肉のフルコース～パッソ・ア・パッソのジビエ料理～ 
有馬 邦明 著 
山と渓谷社 
日本の山の恵みはこんなにも素晴らしい-。イタリアで修業した、「パッソ・ア・パッソ」

のシェフ・有馬邦明が、日本各地から取り寄せたジビエを使ったフルコースを紹介

し、料理の説明をする。家庭でできるジビエレシピ付き。 
毎日新聞 2015/07/05 

2014:10. / 191p 
978-4-635-45018-8 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784635450188*

 

意識はいつ生まれるのか～脳の謎に挑む統合情報理論～ 
マルチェッロ・マッスィミーニ/ ジュリオ・トノーニ/ 花本 知子 著 
亜紀書房 
意識の秘密に迫るサイエンス・エンターテインメント。「他の器官とたいして変わらな

いように見える脳という物体が、なぜ意識を宿すのか」という謎に挑んだ日々を、イメ

ージしやすい具体的なエピソードやたとえを交えて語る。 
毎日新聞 2015/07/05 

2015:05. / 292p 
978-4-7505-1450-5 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784750514505*

 

映画・文学・アメリカン 
志村 正雄 著 
松柏社 
映画と原作小説とその翻訳、原作者、映画監督、出演俳優について、多岐にわたる

知識と豊かな文学観、歴史観とともに、時に辛口な意見を交えて語る。アメリカという

国、そしてアメリカ特有の小説のありさまも見えてくる逸書。 
毎日新聞 2015/07/05 

2015:05. / 283p 
978-4-7754-0214-6 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784775402146*

 

氷河期以後～紀元前二万年からはじまる人類史～<下> 
スティーヴン・ミズン/ 久保 儀明 著 
青土社 
有史以前の世界をあきらかにする考古学者の挑戦。狩猟から農耕、そして都市の

形成へ。オーストラリア、中国、インド、アフリカを探検し、わずかに遺された痕跡か

ら、独自の手法で「ヒト」が人になる瞬間を鮮やかにとらえる。 
毎日新聞 2015/07/05 

2015:04. / 468p,80p 
978-4-7917-6860-8 
4,500 円〔本体〕+税 

*9784791768608*

 

大人ののっけごはん～ごはんにのっけるだけで、すぐご馳走!～(e�MOOK) 
齋藤 義展 著 
宝島社 
ねぎじょうゆ卵黄、かつおのづけなど、おかずを白いごはんにのせるだけの「のっけ

ごはん」。包丁とフライパンがあれば気軽に作れるかんたんなメニューを紹介しま

す。のっけごはんのおともになる汁物、浅漬けのレシピも掲載。 
毎日新聞 2015/07/05 

2015:05. / 95p 
978-4-8002-4123-8 
820 円〔本体〕+税 

*9784800241238*

 

格差の世界経済史 
グレゴリー・クラーク 著 
日経ＢＰ社 
米国もスウェーデンも日本も中国も、案外、「平等化」より「世襲化」社会である! 姓

に着目し、歴史データを分析することによって、各国の社会的流動性を検証。「世

代間の社会的流動性ははるかに低い」ことを明らかにする。 
毎日新聞 2015/07/05 

2015:05. / 517p 
978-4-8222-5090-4 
4,800 円〔本体〕+税 

*9784822250904*
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美の仕事～脳科学者、骨董と戯れる～ 
茂木 健一郎 著 
目の眼 
骨董についてはシロウトの脳科学者が、百戦錬磨の古美術商を相手に真剣勝負! 
「モノ」と「価値」とのゆらぎに身を置き、「クオリア原理主義」に開眼した“骨董屋訪問

記”。骨董・古美術の月刊誌『目の眼』連載を単行本化。 
毎日新聞 2015/07/05 

2015:05. / 223p 
978-4-907211-04-2 
2,700 円〔本体〕+税 

*9784907211042*

 

日本の納税者(岩波新書 新赤版 1544) 
三木 義一 著 
岩波書店 
税務署がどこにあるかさえ知らない日本の納税者。その無関心につけ込んだ「お上

まかせの税制」が、今日の財政危機と格差社会を生んだのだ。大多数の国民が、い

かに税金に関心を持てなくされているか。その背景と現状を伝える。 
毎日新聞 2015/07/12 

2015:05. / 9p,209p 
978-4-00-431544-5 
740 円〔本体〕+税 

*9784004315445*

 

遺骨～戦没者三一〇万人の戦後史～(岩波新書 新赤版 1545) 
栗原 俊雄 著 
岩波書店 
沖縄で、硫黄島で、シベリアで、今も親族の遺骨を探し続ける人々がいる。空襲や

原爆では身元不明のまま多くの市民が仮埋葬されたが、その後どうなったのか。戦

争の結果、遺骨となった人々の「未完の戦後」を現地に探ったルポ。 
毎日新聞 2015/07/12 

2015:05. / 6p,203p,2p 
978-4-00-431545-2 
740 円〔本体〕+税 

*9784004315452*

 

地域に希望あり～まち・人・仕事を創る～(岩波新書 新赤版 1547) 
大江 正章 著 
岩波書店 
「地方創生」の掛け声より早く、魅力ある地域を創ってきた取り組みがある。山村の

可能性、復活した商店街、協働の場を拓く地元の人材…。地元愛と環境共生型の

ビジネスマインド、そして「豊かさ」の新しいモデルの現在をルポ。 
毎日新聞 2015/07/12 

2015:05. / 8p,244p 
978-4-00-431547-6 
800 円〔本体〕+税 

*9784004315476*

 

生きて帰ってきた男～ある日本兵の戦争と戦後～(岩波新書 新赤版 1549) 
小熊 英二 著 
岩波書店 
とある一人のシベリア抑留者がたどった軌跡から、戦前・戦中・戦後の日本の生活

模様がよみがえる。戦争とは、平和とは、いったい何だったのか。著者が自らの父・

謙二の人生を通して、「生きられた 20 世紀の歴史」を描き出す。 
毎日新聞 2015/07/12 

2015:06. / 389p 
978-4-00-431549-0 
940 円〔本体〕+税 

*9784004315490*

 

ボケてたまるか!～62 歳記者認知症早期治療実体験ルポ～ 
山本 朋史 著 
朝日新聞出版 
俳優の名前が出てこない、予定をダブルブッキングした…。脳の異常を感じて、「も

の忘れ外来」に飛び込んだ 62 歳の記者による、認知症早期治療 300 日間の記

録。認知機能検査も掲載。『週刊朝日』連載を加筆修正し単行本化。 
毎日新聞 2015/07/12 

2014:12. / 247p 
978-4-02-331355-2 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784023313552*
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ロック・オブ・モーゼス 
花村 萬月 著 
KADOKAWA 
高 2 の桜は、同級生で天才ギタリストのモーゼに勧められ、ギターを始めることに。

すぐにギターの虜になった桜は高校を中退し、ミュージシャンになることを決意する

が…。『デジタル野性時代』『文芸カドカワ』掲載を単行本化。 
毎日新聞 2015/07/12 

2015:06. / 372p 
978-4-04-102520-8 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784041025208*

 

男子高校生で売れっ子ライトノベル作家をしているけれど、年下のクラスメイトで声

優の女の子に首を絞められている。<1> Time to Play(電撃文庫 2675) 
時雨沢 恵一 著 
KADOKAWA 
作家デビューした僕は転入先の高校で、自分のアニメ作品に出演する声優・似鳥

絵里と出会う。学園で互いの仕事は秘密。僕らが会話する唯一の機会は、週一で

アニメのアフレコに向かう列車の中で…。ジャケット裏にイラストあり。 
毎日新聞 2015/07/12 

2014:01. / 318p 
978-4-04-866273-4 
590 円〔本体〕+税 

*9784048662734*

 

男子高校生で売れっ子ライトノベル作家をしているけれど、年下のクラスメイトで声

優の女の子に首を絞められている。<2> Time to Play(電撃文庫 2707) 
時雨沢 恵一 著 
KADOKAWA 
作家デビューした高校生の僕と、クラスメイトで声優の似鳥絵里が、週一回、アニメ

のアフレコに向かう特急列車で交わす作家業についての会話。それは、二度と引き

返せない終着点へと進んでいき…。ジャケット裏にイラストあり。 
毎日新聞 2015/07/12 

2014:03. / 323p 
978-4-04-866384-7 
590 円〔本体〕+税 

*9784048663847*

 

沖縄の米軍基地～「県外移設」を考える～(集英社新書 0790) 
高橋 哲哉 著 
集英社 
沖縄をただ自己利益のために利用してきた日本。日米安保体制は沖縄を犠牲とし

てのみ成り立つ「犠牲のシステム」だった。沖縄の声にアクチュアルに応答し、米軍

基地移設問題に対して「県外移設」という論争的な問題提起を行う。 
毎日新聞 2015/07/12 

2015:06. / 198p 
978-4-08-720790-3 
720 円〔本体〕+税 

*9784087207903*

 

ヒトリコ 
額賀 澪 著 
小学館 
クラスで飼っていた金魚殺しの濡れ衣から壮絶ないじめの対象となった小 5 の日都

子は、「みんな」には属さない「ヒトリコ」として生きる決心をする。高校に進学した彼

女たちのもとに、金魚を置いて転校した冬希が戻ってきて…。 
毎日新聞 2015/07/12 

2015:06. / 277p 
978-4-09-386417-6 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784093864176*

 

戦争をしない国～明仁天皇メッセージ～ 
矢部 宏治/ 須田 慎太郎 著 
小学館 
戦後日本 大の矛盾「沖縄問題」と正面から向かい合い、その苦闘のなかから「声

なき人びとの苦しみに寄り添う」という象徴天皇のあるべき姿を築きあげていった明

仁天皇。その平和への思いとメッセージを美しい写真と共に紹介。 
毎日新聞 2015/07/12 

2015:06. / 127p 
978-4-09-389757-0 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784093897570*
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個人的な体験 改版(新潮文庫 お-9-10) 
大江 健三郎 著 
新潮社 
わが子が頭部に異常をそなえて生れてきたと知らされて、鳥(バード)は深甚な恐怖

感に囚われ、嬰児の死を願って火見子と性の逸楽に耽けるが…。暗澹たる地獄廻

りの果てに自らの運命を引き受けるに至った青年の魂の遍歴を描く。 
毎日新聞 2015/07/12 

2013:02. / 322p 
978-4-10-112610-4 
550 円〔本体〕+税 

*9784101126104*

 

彼女を愛した遺伝子 
松尾 佑一 著 
新潮社 
恋愛を諦めていた遺伝子研究者の柴山と松永。柴山が恋に落ちたと知りショックを

受けた松永は、「愛は存在しない。恋人は DNA が決定している」という仮説にとり憑

かれる。だが、研究を進める彼の前に一人の女子学生が現れ…。 
毎日新聞 2015/07/12 

2015:05. / 228p 
978-4-10-339291-0 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784103392910*

 

秋山祐徳太子の母 
秋山 祐徳太子 著 
新潮社 
3 年連続芸大受験番号 1 番奪取計画の時も。ブリキ彫刻誕生のまさにその時も。常

に息子・秋山祐徳太子を励まし、尻を叩き、むしろそそのかした母・千代。母一人、

子一人の心豊かな日々を活写する、自伝的書下ろし長篇エッセイ。 
毎日新聞 2015/07/12 

2015:06. / 215p 
978-4-10-339321-4 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784103393214*

 

常識外の一手(新潮新書 621) 
谷川 浩司 著 
新潮社 
「本筋」から外れてこそ「一流」。数々の栄冠に輝いてきた棋界の第一人者が、常識

のその先へ行くための思考法、技と知恵のあり方を伝授。棋士たちの頭脳の使い

方、年齢の壁を越える戦い方など、勝負の世界の機微も縦横に綴る。 
毎日新聞 2015/07/12 

2015:06. / 191p 
978-4-10-610621-7 
700 円〔本体〕+税 

*9784106106217*

 

iPS 細胞～不可能を可能にした細胞～(中公新書 2314) 
黒木 登志夫 著 
中央公論新社 
脳や肝臓、アルツハイマー病の細胞をシャーレの中に再現し、難病の治療薬開発、

黄斑変性、パーキンソン病、骨髄損傷などの再生医療を現実のものとした iPS 細

胞。その生い立ちから 新の幹細胞研究までわかりやすく紹介する。 
毎日新聞 2015/07/12 

2015:04. / 12p,278p 
978-4-12-102314-8 
900 円〔本体〕+税 

*9784121023148*

 

日本の地震予知研究 130 年史～明治期から東日本大震災まで～ 
泊 次郎 著 
東京大学出版会 
期待と失望の繰り返し-。地震予知ははたしてできるのか? 地震予知への願望、関

東大震災と地震研究所、ブループリントと地震予知計画の開始…。明治期から東日

本大震災まで、地震学の発展と地震予知研究の変遷を克明に描く。 
毎日新聞 2015/07/12 

2015:05. / 12p,671p 
978-4-13-060313-3 
7,600 円〔本体〕+税 

*9784130603133*
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人類暗号<下>(ハヤカワ文庫  NV 1347) 
フレドリック・T.オルソン 著 
早川書房 
古代文字を研究する女子学生ジャニーンとともに暗号解読に取り組むウィリアム。だ

が人類を救うはずの“組織”の動きは謎めいており、二人は彼らを信じきれない。本

当の狙いは何か? やがて恐るべき災厄が世界各地で起こり…。 
毎日新聞 2015/07/12 

2015:06. / 393p 
978-4-15-041347-7 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784150413477*

 

極悪専用 
大沢 在昌 著 
文藝春秋 
規約さえ守ればヤクザでも刑事でも戦車でも、不測の訪問者はすべてシャットアウ

ト。そこは悪人たちのオリンピック会場。そんな 凶 悪のマンションの管理人助手

と管理人の共同生活が始まった。『オール讀物』掲載を単行本化。 
毎日新聞 2015/07/12 

2015:06. / 380p 
978-4-16-390281-4 
1,450 円〔本体〕+税 

*9784163902814*

 

認知症予防のための簡単レッスン 20(文春新書 998)  
伊藤 隼也 著 
文藝春秋 
根本治療薬もワクチンもない認知症。予防するには、いったいどんな生活習慣が良

いのか? 脳に良い食べ物は? 効果的な運動は? 医療ジャーナリストがボケないた

めの 20 の生活習慣を公開する。『週刊文春』掲載を単行本化。 
毎日新聞 2015/07/12 

2014:11. / 205p 
978-4-16-660998-7 
750 円〔本体〕+税 

*9784166609987*

 

永田鉄山 昭和陸軍「運命の男」(文春新書 1031) 
早坂 隆 著 
文藝春秋 
昭和 10 年 8 月 12 日、陸軍省で永田鉄山軍務局長が相沢三郎中佐に斬殺され

た。軍内の長州閥打破、国家総動員体制の研究と陸軍改革を指揮した「陸軍の至

宝」は、なぜ事件に巻き込まれたのか。戦前の大スキャンダルに迫る評伝。 
毎日新聞 2015/07/12 

2015:06. / 278p 
978-4-16-661031-0 
780 円〔本体〕+税 

*9784166610310*

 

ガラスのうさぎ 新版  
高木 敏子/ 武部 本一郎 著 
金の星社 
昭和２０年、太平洋戦争の終わりの年、１２才の少女敏子は疎開しているうちに、東

京大空襲で２人の妹と母を失ってしまう。そして父までも…。実際の戦争体験に基

づいて綴った名作。文字を大きくするなど読みやすくなった新版。 
毎日新聞 2015/07/19 

2000:02. / １８９ｐ 
978-4-323-07012-4 
1,100 円〔本体〕+税 

*9784323070124*

 

オリヴィエ・ベカイユの死/呪われた家～ゾラ傑作短篇集～(光文社古典新訳文庫 
KA ソ 2-1) 
ゾラ/ 國分 俊宏 著 
光文社 
意識はあるが肉体が動かず、周囲に死んだと思われた男の視点から綴る「オリヴィ

エ・ベカイユの死」、画家とその不器量な妻との奇妙な共犯関係を描いた「スルディ

ス夫人」など、“短篇作家”ゾラの魅力が凝縮した全 5 篇を収録。 
毎日新聞 2015/07/19 

2015:06. / 371p 
978-4-334-75312-2 
1,120 円〔本体〕+税 

*9784334753122*
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花実のない森～長編推理小説～(光文社文庫 ま 1-30) 
松本 清張 著 
光文社 
隆介は夫婦と名乗るヒッチハイクの男女を車に乗せた。高貴さをも漂わせる美女と

粗野な中年男は、まるで不釣り合いなカップルだった。好奇心が燃え上がる隆介

は、車に残されたペンダントから女の正体を突き止めようとするが…。 
毎日新聞 2015/07/19 

2013:06. / 276p 
978-4-334-76584-2 
533 円〔本体〕+税 

*9784334765842*

 

二重葉脈～長編推理小説～(光文社文庫 ま 1-31) 
松本 清張 著 
光文社 
大手のイコマ電器が倒産し、生駒社長ほか幹部は雲隠れしていた。偽装倒産と横

領の疑いで捜査が始まるなか、イコマの営業担当重役と経理担当重役が死体とな

って発見される。ついに捜査陣の前に姿を現した生駒は不敵に笑うが…。 
毎日新聞 2015/07/19 

2013:07. / 686p 
978-4-334-76596-5 
895 円〔本体〕+税 

*9784334765965*

 

満洲難民～三八度線に阻まれた命～ 
井上 卓弥 著 
幻冬舎 
ソ連軍の侵攻から逃れるため、満洲国首都・新京から朝鮮北部の郭山に疎開した

1094 名の日本人。地獄のような難民生活を送った彼らの存在は、なぜ黙殺されて

きたのか? 「戦後史の闇」に光を当てた凄絶なノンフィクション。 
毎日新聞 2015/07/19 

2015:05. / 286p 
978-4-344-02766-4 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784344027664*

 

マンガの論点～21 世紀日本の深層を読む～(幻冬舎新書 ち-1-2) 
中条 省平 著 
幻冬舎 
10 年前、戦争とテロと格差社会を描いていたマンガは、何を予言し的中させてきた

か。「デスノート」「20 世紀少年」など数百冊を取り上げ、読み方のヒントを明示し、現

代日本の無意識をあぶりだす。『星星峡』連載を書籍化。 
毎日新聞 2015/07/19 

2015:05. / 774p 
978-4-344-98380-9 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784344983809*

 

放哉と山頭火～死を生きる～(ちくま文庫 わ 11-1) 
渡辺 利夫 著 
筑摩書房 
業病を抱え国内外を転々、引きずる死の影を清澄に詩(うた)いあげる放哉。ただひ

たひたと各地を歩き、生きて在ることの孤独と寂寥を詩う山頭火。二人の自由律句

の中に人生の真実を読み解く、アジア研究の碩学による省察の旅。 
毎日新聞 2015/07/19 

2015:06. / 289p 
978-4-480-43277-3 
800 円〔本体〕+税 

*9784480432773*

 

痕跡本の世界～古本に残された不思議な何か～(ちくま文庫 ふ 49-1) 
古沢 和宏 著 
筑摩書房 
古本の中には、元の持ち主によるメモ、付箋などが残っていたり、手紙や写真が挟

まっているものがある。そんな様々な痕跡からドラマを夢想し、「痕跡本」を持ち主に

返す旅に出る。痕跡本を通して本と人との関係性を考える一冊。 
毎日新聞 2015/07/19 

2015:06. / 269p 
978-4-480-43280-3 
780 円〔本体〕+税 

*9784480432803*
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書店ガール(PHP 文芸文庫 あ 3-1) 
碧野 圭 著 
ＰＨＰ研究所 
27 歳の書店員・亜紀は、結婚して幸せいっぱい、仕事でもユニークな企画を次々

打ち出している。しかし、40 歳の副店長・理子とは、ことごとく衝突続き。その理子が

店長に昇進した直後、半年後に店が閉鎖されることになり…。 
毎日新聞 2015/07/19 

2012:03. / 397p 
978-4-569-67815-3 
686 円〔本体〕+税 

*9784569678153*

 

従属国家論～日米戦後史の欺瞞～(PHP 新書 988) 
佐伯 啓思 著 
ＰＨＰ研究所 
戦後 70 年、日本人は 2 つの大きなディレンマを抱え続けてきた。戦後日本を読み

解くために「日米の非対称的な二重構造」という補助線をひき、戦後日本を規定す

る構造を鮮やかに描き出す。我々が進むべき方向を指し示す戦後論。 
毎日新聞 2015/07/19 

2015:05. / 253p 
978-4-569-82539-7 
780 円〔本体〕+税 

*9784569825397*

 

言葉と爆弾(サピエンティア 39) 
ハニフ・クレイシ 著 
法政大学出版局 
60 年代から 70 年代のイギリスを席捲したポップカルチャーを愛して止まない著者

が、パキスタン系というみずからのアイデンティティとの葛藤のなかで、現代社会に

おける宗教と民族の問題について語ったエッセイと小説を収録。 
毎日新聞 2015/07/19 

2015:05. / 6p,209p,15p
978-4-588-60339-6 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784588603396*

 

しんぞうとひげ～アフリカの民話～(ポプラせかいの絵本 47) 
しまおか ゆみこ/ モハメッド・チャリンダ 著 
ポプラ社 
何も食べられず、はらぺこで死にそうな「ひげ」に食われそうになった「しんぞう」。逃

げたしんぞうは、人間の男に「わたしをのみこんで、あなたのからだのなかでかくまっ

てください」と頼んで…。奇想天外なタンザニアの民話。 
毎日新聞 2015/07/19 

2015:04. / [43p] 
978-4-591-14471-8 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784591144718*

 

部分と全体～私の生涯の偉大な出会いと対話～  
Ｗ．ハイゼンベルク/ 山崎 和夫 著 
みすず書房 
ハイゼンベルクの着想が、物理学者との対話によって播かれ、育ち、開化する様を

克明に伝え、両大戦の狂気や荒廃に満ちたドイツにあって、研究者・教師、人間、

一国民として彼がいかに行動してきたかを示す。７４年刊の新装版。 
毎日新聞 2015/07/19 

1999:11. / ４０３ｐ 図

版９枚 
978-4-622-04971-5 
4,500 円〔本体〕+税 

*9784622049715*

 

氷川丸ものがたり 
伊藤 玄二郎 著 
かまくら春秋社 
豪華客船、病院船、復員船、そしてふたたび豪華客船に。日本と世界の架け橋とし

て、戦前から戦後にかけて多難で多様な航海を乗り越えた「氷川丸」の 85 年のもの

がたり。2015 年夏公開の同名長編アニメーション映画の原作。 
毎日新聞 2015/07/19 

2015:05. / 197p 
978-4-7740-0657-4 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784774006574*
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『女工哀史』の誕生～細井和喜蔵の生涯～(未来への歴史) 
和久田 薫 著 
かもがわ出版 
28 歳で夭折した青年・細井和喜蔵は、いかなる自己形成によって、資本主義の現

実を告発する不朽の名著を書き上げ得たのか。そのひたむきな生涯の全体像を、

時代をくぐり抜け、現在とも対話しつつ、同郷の著者が鮮やかに描く。 
毎日新聞 2015/07/19 

2015:05. / 174p 
978-4-7803-0769-6 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784780307696*

 

水辺に透きとおっていく 
望月 遊馬 著 
思潮社 
漂白された遺書のむこう 絆されておりてくるあまい静寂のように 雨はとめどもない 
ミッシェルクラン わたしたちはもう眠らない(「田園都市」より) 終わりになるための/し
ずかな/音。やわらかなことばで紡ぐ第 3 詩集。 
毎日新聞 2015/07/19 

2015:05. / 92p 
978-4-7837-3472-7 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784783734727*

 

花と木のうた 
吉野 弘 著 
青土社 
樹木の根のように 闇を抱く営みが人間にもある 樹木の梢のように 光を求める営

みが人間にもある(「顔」より) 木や花が無言で示す、いのちの素晴らしさ。生命を根

底から捉える吉野作品世界のベスト・セレクション第 2 弾。 
毎日新聞 2015/07/19 

2015:06. / 134p 
978-4-7917-6869-1 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784791768691*

 

国土が日本人の謎を解く 
大石 久和 著 
産経新聞出版 
民族の経験が民族の個性を規定する。日本人は何を経験し何を経験しなかったの

か。それは、ヨーロッパや中国の人々とどう異なっているのか。国土の自然条件とそ

こでの経験から得たものという視点から、日本人の謎を解き明かす。 
毎日新聞 2015/07/19 

2015:07. / 232p 
978-4-8191-1265-9 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784819112659*

 

In the Wake～震災以後:日本の写真家がとらえた 3.11～ 
新井 卓/ ボストン美術館/ [小林 美香 著 
青幻舎 
写真家たちは、何を?み、何を伝えていくのか-。日本の写真家 15 人による震災以

後の作品と様々な取り組みを紹介し、「3.11」と「写真」の関わりを検証する。ボストン

美術館にて 2015 年 4?7 月開催展覧会のカタログ。 
毎日新聞 2015/07/19 

2015:05. / 207p 
978-4-86152-493-6 
7,800 円〔本体〕+税 

*9784861524936*

 

幕末の奇跡～<黒船>を造ったサムライたち～ 
松尾 龍之介 著 
弦書房 
ペリーの黒船来航後、わずか 15 年で、自らの力で蒸気船（=黒船）を造りあげるとい

う奇跡を起こしたサムライたち物語。製鉄と造船、航海術など当時の 先端の西洋

科学の英知を集めた〈蒸気船〉から、混沌とした幕末を読み解く 
毎日新聞 2015/07/19 

2015:06. / 297p 
978-4-86329-119-5 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784863291195*
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大正文士のサロンを作った男～奥田駒蔵とメイゾン鴻乃巣～ 
奥田 万里 著 
幻戯書房 
永井荷風の「断腸亭日乗」に記され、木下杢太郎の詩に詠まれ、与謝野晶子がそ

の死を悼んだ男とは? 文士ばかりでなく、芸術家や社会主義者も集った西洋料理

店&カフェ「鴻乃巣」の実態と、店主奥田駒蔵の半生を明らかにする。 
毎日新聞 2015/07/19 

2015:05. / 285p 
978-4-86488-071-8 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784864880718*

 

芸術の都フィレンツェ大図鑑～美術・建築・デザイン・歴史～ 
パオルッチ/ 森田 義之/ 野村 幸弘/ 芳野 明/ 谷古宇 尚/ 鳥海 秀実 著 
西村書店 
巨匠たちが華麗なる競演を繰り広げた町、フィレンツェ。14?20 世紀初頭のおよそ

600 年間の歴史を、建築・美術作品の美しいカラー図版でたどる。フィレンツェをよく

知る専門家による解説のほか、コラムや用語解説も充実。 
毎日新聞 2015/07/19 

2015:04. / 535p 
978-4-89013-719-0 
8,800 円〔本体〕+税 

*9784890137190*

 

虚構の歌人 藤原定家 
田中 紀峰 著 
サイゾー 
定家は「おもしろき」歌を詠む人ではない。むしろ「もののあわれ」や「おもしろさ」を

否定するために歌を詠んでいる-。定家の偶像が?がされるそのとき、真の実像が浮

かびあがる。気鋭の歌人が書き下ろした透徹の藤原定家論。 
毎日新聞 2015/07/19 

2015:06. / 248p 
978-4-904209-61-5 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784904209615*

 

スタッズ・ターケル自伝  
スタッズ・ターケル/ 金原 瑞人/ 築地 誠子/ 野沢 佳織 著 
原書房 
「アメリカの良心」と尊敬を集めるピュリッツァー賞作家がおよそ１００年の人生を振り

返った遺作。大恐慌、第二次世界大戦、冷戦、公民権運動、ベトナム戦争、文学、

音楽・・・・赤裸々に、ときにユーモラスに語り尽くした回顧録。  
毎日新聞 2015/07/26 

2010:03. / ４４５ｐ 
978-4-562-04507-5 
3,400 円〔本体〕+税 

*9784562045075*

 

日本とイスラームが出会うとき～その歴史と可能性～ 
小村 明子 著 
現代書館 
日本人ムスリムを初めて本格的に研究した本。今日本人のムスリムが増えつつあ

る。しかし、職場でいきなりお祈りをして大丈夫か? 女性はスカーフを巻くのか? ジ

ハードに参加するべきか? 素朴な疑問から日本人ムスリムを解説する。 
毎日新聞 2015/07/26 

2015:05. / 316p 
978-4-7684-5757-3 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784768457573*

 

戦争を背負わされて～10 代だった 9 人の証言～ 
広岩 近広 著 
岩波書店 
沖縄戦を生き抜いた少年通信士、ミッドウェー海戦を戦った少年水兵、植民地朝鮮

で教師になった女学生…。太平洋戦争当時、10 代だった人々の体験談を収録。

『毎日新聞』連載「平和をたずねて」から厳選した 9 編を単行本化。 
毎日新聞 2015/07/26 

2015:07. / 8p,214p 
978-4-00-061057-5 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784000610575*
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日本海ものがたり～世界地図からの旅～ 
中野 美代子 著 
岩波書店 
日本海がはらむ、豊かな他者の物語=歴史へ。「西遊記」「ガリヴァー旅行記」、ラペ

ルーズの大航海…。多彩な資料から浮かび上がる、身近な海の新たな姿。思考を

広やかな地平へと誘う、トポグラフィック・エッセイ。 
毎日新聞 2015/07/26 

2015:04. / 7p,187p 
978-4-00-061040-7 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784000610407*

 

酒の肴・抱樽酒話(岩波文庫 青 165-2)  
青木正児 著 
岩波書店 
こよなく酒を愛し食いしんぼうを自認する中国文学者・青木正児（一八八七�一九

六四）が楽しみながら書いた酒や料理のはなしの数々．蟹や河豚といった酒の肴，

はては酒の飲みくらべの話など何をとり上げても並のグルメ談義とは一味も二味もち

がう．滋味あふれるこれらのエッセーは名物学という学問の実践なのである． 
毎日新聞 2015/07/26 

1989:06. / 238p 
978-4-00-331652-8 
660 円〔本体〕+税 

*9784003316528*

 

ノモンハン戦争～モンゴルと満洲国～(岩波新書 新赤版)  
田中 克彦 著 
岩波書店 
1939 年のノモンハン戦争は、満洲国とモンゴル人民共和国の国境をめぐる悲惨な

戦闘の後、双方 2 万人の犠牲をはらって終結した。誰のため、何のために? 現在

につながる民族と国家の問題に迫る。 
毎日新聞 2015/07/26 

2009:06. / ２４１，５ｐ 
978-4-00-431191-1 
800 円〔本体〕+税 

*9784004311911*

 

おやすみおやすみ 
シャーロット・ゾロトウ/ ウラジーミル・ボブリ/ ふしみ みさを 著 
岩波書店 
クマ、ハト、サカナ、ウマ、アザラシ、こねこ…。いろいろな動物がねむるようすを、や

さしい言葉と美しい絵で語りかける。おやすみまえにぴったりの絵本。 
毎日新聞 2015/07/26 

2014:03. / [32p] 
978-4-00-111244-3 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784001112443*

 

歴史とは何か(岩波新書 青版 D-1)  
エドワ－ド・ハレット・カ－/ 清水幾太郎 著 
岩波書店 
歴史とは現在と過去との対話である。現在に生きる私たちは、過去を主体的にとら

えることなしに未来への展望をたてることはできない-。歴史的事実とは、法則とは、

個人の役割は、など歴史における主要な問題を明快に論じる。 
毎日新聞 2015/07/26 

1962:03. / 252p 
978-4-00-413001-7 
820 円〔本体〕+税 

*9784004130017*

 

音楽と音楽家(岩波文庫 青 502-1） 
シューマン/ 吉田 秀和 著 
岩波書店 
シューマンは「春の交響曲」や「子供の情景」などの曲で親しまれるドイツ初期ロー

マン派の作曲家であるが，またすぐれた音楽評論家でもあった．本書はその論文の

大半を収めたもので，ショパン，ベルリオーズ，シューベルト，ベートーヴェン，ブラ

ームスなど多数の音楽家を論じ，ドイツ音楽の伝統を理解する上に貴重な読物であ

る． 
毎日新聞 2015/07/26 

1958:07. / ２１３，６ｐ 
978-4-00-335021-8 
760 円〔本体〕+税 

*9784003350218*
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戦争のなかの京都(岩波ジュニア新書)  
中西 宏次 著 
岩波書店 
太平洋戦争時、数回にわたる空襲で約 100 人の死者を出し、西陣織などの地場産

業も壊滅状態になった京都。これまでほとんど語られなかった戦争中の京都の姿を

紹介する。 
毎日新聞 2015/07/26 

2009:12. / ２０８，１０ｐ 
978-4-00-500644-1 
780 円〔本体〕+税 

*9784005006441*

 

茨木のり子詩集(岩波文庫 31-195-1) 
茨木 のり子/ 谷川 俊太郎 著 
岩波書店 
スパッと歯切れのいい言葉が断言的に出てくる、主張のある詩、論理の詩。素直な

表現で、人を励まし奮い立たせてくれる、「現代詩の長女」茨木のり子のエッセンス。

大岡信との対談も収録。 
毎日新聞 2015/07/26 

2014:03. / 397p 
978-4-00-311951-8 
700 円〔本体〕+税 

*9784003119518*

 

九州大学生体解剖事件～七〇年目の真実～ 
熊野 以素 著 
岩波書店 
終戦直前の 1945 年春、名門大学医学部で行われた「実験手術」により、米軍捕虜

8 人が殺された。首謀者の一人として死刑判決を受けた鳥巣太郎の姪である著者

が、戦犯裁判記録や親族の証言等を基に、その真実を明らかにする。 
毎日新聞 2015/07/26 

2015:04. / 12p,205p 
978-4-00-061039-1 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784000610391*

 

一九八四年 新訳版(ハヤカワｅｐｉ文庫 53)  
ジョージ・オーウェル/ 高橋 和久 著 
早川書房 
〈ビッグ・ブラザー〉率いる党が支配する超全体主義的近未来。ウィンストン・スミスは

真理省記録局に勤務する党員で、歴史の改竄が仕事だった。しかし彼は、以前より

完璧な屈従を強いる体制に不満を抱いていた。ある時、奔放な美女ジュリアと出会

ったことを契機に、伝説的な裏切り者が組織したと噂される反政府地下活動に惹か

れるようになるが……。 
毎日新聞 2015/07/26 

2009:06. / 511p 
978-4-15-120053-3 
860 円〔本体〕+税 

*9784151200533*

 

砂の器<下巻> 改版(新潮文庫)  
松本 清張 著 
新潮社 
今西刑事は東北地方の聞込み先で見かけた“ヌーボー・グループ”なる新進芸術家

たちの動静を興味半分で見守るうちに断片的な事実が次第に脈絡を持ち始めたこ

とに気付く……新進芸術家として栄光の座につこうとする青年の暗い過去を追う刑

事の艱難辛苦を描く本格的推理長編である。  
毎日新聞 2015/07/26 

1990:01. / ４３１ｐ 
978-4-10-110925-1 
750 円〔本体〕+税 

*9784101109251*

 

いちまつ捕物帳 1(ビッグコミックス) 
細野 不二彦 著 
小学館 
毎日新聞 2015/07/26 

2015:06. / 216p 
978-4-09-187048-3 
552 円〔本体〕+税 

*9784091870483*
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とめはねっ!～鈴里高校書道部～<13>(ヤングサンデーコミックス) 
河合 克敏 著 
小学館 
毎日新聞 2015/07/27 

2014:12. / 195p 
978-4-09-151566-7 
552 円〔本体〕+税 

*9784091515667*

 


