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欧州ヨーロッパのドボクを見に行こう 
八馬 智 著 
自由国民社 
ダム、橋、港湾施設、産業遺産、運河エレベーターから変態ホテルまで。日本では

有り得ないデザイン&スーパースケールの、ヨーロッパの「ドボク」を写真で紹介。ポ

イント解説+ドボク旅行のテクニック+モデルコース付き。 
産経新聞 2015/09/05 

2015:05. / 144p 
978-4-426-11903-4 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784426119034*

 

HAPPINESS IS…～幸せを感じる 500 のこと～ 
リサ・スウェーリング/ ラルフ・レザー/ 文響社編集部 著 
文響社 
世界中で大人気！有名イラストレーター夫妻が描く、幸せを感じる 500 の瞬間。眺

めるだけで笑顔が溢れる一冊。 
産経新聞 2015/09/06 

2015:08. / 1 冊(ページ

付なし) 
978-4-905073-20-8 
1,380 円〔本体〕+税 

*9784905073208*

 

日本神話と長江文明(環太平洋文明叢書 2) 
安田 喜憲 著 
雄山閣 
日本神話のルーツは長江にあった! 長江文明の調査・研究や年稿研究の成果を

ふまえ、稲作漁撈文明(植物文明)と畑作牧畜文明(動物文明)の対比から、現代に

つながる文明論を示す。 
産経新聞 2015/09/06 

2015:05. / 3p,190p 
978-4-639-02363-0 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784639023630*

 

オペラの学校 
ミヒャエル・ハンペ/ 井形 ちづる 著 
水曜社 
すべてのオペラ愛好家、オペラの作り手、そして、オペラ嫌いのために。オペラ演出

家が、オペラの演出のみならず、興行から舞台のこと、声楽家にもとめられることな

ど、オペラ全般にわたって綴る。 
産経新聞 2015/09/06 

2015:06. / 184p 
978-4-88065-363-1 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784880653631*

 

「昔はよかった」病(新潮新書 626) 
パオロ・マッツァリーノ 著 
新潮社 
本当に昔はよかった? 絆や情があった? 礼儀や根性を重んじていた? 記憶の美

化、現況への不満から「昔はよかった」病がうまれる。「劣化論」の?を暴いた大胆不

敵の日本人論。『新潮 45』連載を書籍化。 
産経新聞 2015/09/06 

2015:07. / 221p 
978-4-10-610626-2 
740 円〔本体〕+税 

*9784106106262*

 

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。 
産経新聞 2015/09/06 

2015:05. / 198p 
978-4-08-720784-2 
720 円〔本体〕+税 

*9784087207842*
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飛行士と星の王子さま～サン=テグジュペリの生涯～ 
ピーター・シス/ 原田 勝 著 
徳間書店 
若くして飛行士になったアントワーヌは、郵便を運ぶ飛行機を操縦し、地上の人々

のくらしを見つめ、さまざまな作品を著した…。「星の王子さま」の作者サン=テグジュ

ペリの生涯を、美しく繊細なイラストで描いた絵本。 
産経新聞 2015/09/06 

2015:08. / [40p] 
978-4-19-863999-0 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784198639990*

 

記憶破断者 
小林 泰三 著 
幻冬舎 
目覚めた二吉の目の前にあるノートには、自分が前向性健忘症であることと、今、殺

人鬼と戦っているということが記されていた。記憶がもたない二吉は、いったいどうい

う方法で、記憶を書き換える殺人鬼を追いつめるのか? 
産経新聞 2015/09/06 

2015:08. / 364p 
978-4-344-02803-6 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784344028036*

 

安全という幻想～エイズ騒動から学ぶ～ 
郡司 篤晃 著 
聖学院大学出版会 
なぜ日本の血友病患者にエイズ感染が広がり、そのことについての誤った責任追

及が行われたのか。エイズ政策の意思決定にかかわり、日本社会の危うさと病理を

実感し続けてきた当事者が 30 年越しに綴る、悲劇を繰り返さないための政策提

言。 
産経新聞 2015/09/06 

2015:07. / 273p 
978-4-907113-15-5 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784907113155*

 

スクラップ・アンド・ビルド 
羽田 圭介 著 
文藝春秋 
「早う死にたか」 毎日のようにぼやく祖父の願いをかなえてあげようと、ともに暮らす

孫の健斗は、ある計画を思いつく-。閉塞感の中に可笑しみ漂う、新しい家族小説。

『文學界』掲載を単行本化。 
産経新聞 2015/09/06、朝日新聞 2015/09/13 

2015:08. / 121p 
978-4-16-390340-8 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784163903408*

 

京都綺談 
赤江 瀑 著, 山前 譲 編 
有楽出版社 
「この町には魔が棲んでおりますのや」 恐ろしくも美しい京都のもう一つの貌…。芥

川龍之介「藪の中」、森?外「高瀬舟」など、名手たちが鮮やかに紡ぎだした、京都を

舞台にした短編全 8 編を収録する。 
産経新聞 2015/09/12 

2015:06. / 243p 
978-4-408-59436-1 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784408594361*

 

血の弔旗 
藤田 宜永 著 
講談社 
男には一世一代の賭けに出る時がある。太平洋戦争のさなか、数奇な縁で結ばれ

た男たちが戦後を駆け抜ける「熱き犯罪小説」。 
産経新聞 2015/09/13 

2015:07. / 580p 
978-4-06-219635-2 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784062196352*
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熱狂宣言 
小松 成美 著 
幻冬舎 
外食業界のスター、東証一部上場企業の社長・松村厚久。業界を革新し続け、さら

なる躍進を夢見る彼は、進行する若年性パーキンソン病と闘い続けていた…。秘め

た苦闘の日々を克明に綴るノンフィクション。 
産経新聞 2015/09/13 

2015:08. / 337p 
978-4-344-02796-1 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784344027961*

 

「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。 
産経新聞 2015/09/13 

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

*9784166610242*

 

90 分でわかる日本の危機～佐藤優が 5 人のゲストとナビゲート!～(扶桑社新書 
190) 
佐藤 優 著, 佐藤 優/ ニッポン放送『高嶋ひでたけのあさラジ!』 編 
扶桑社 
いま、日本の抱える問題が明快に?める一冊。反知性主義的な状況を変えるために

努力している 5 人をゲストに迎え、日本の危機について対論した、ニッポン放送の

ラジオ番組「高嶋ひでたけのあさラジ!」特別番組を書籍化。 
産経新聞 2015/09/13 

2015:08. / 214p 
978-4-594-07333-6 
780 円〔本体〕+税 

*9784594073336*

 

猟犬の國 
芝村 裕吏 著 
KADOKAWA 
日本の誇る情報組織、その組織には名前すらない。ただ、便宜上「イトウ家」と呼ば

れる。平和にまどろむ日本が一日でも長く続くよう、情報と軽武装を頼りに、国内外

の邪魔者を騙し、操り、脅し、殺す。彼らの今日の仕事は…。 
産経新聞 2015/09/13 

2015:07. / 277p 
978-4-04-103266-4 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784041032664*

 

「快速」と「準急」はどっちが速い?～鉄道のオキテはややこしい～(光文社新書 
766) 
所澤 秀樹 著 
光文社 
特急の名前に鳥が多いわけは? 普通と各駅停車の違いは? 列車名、列車種別、

直通運転、特急券の発売、旅客営業制度という 5 テーマにまつわるややこしいネタ

を解説する。珍しい列車や懐かしの切符の写真もふんだんに掲載。 
産経新聞 2015/09/13 

2015:07. / 273p 
978-4-334-03869-4 
820 円〔本体〕+税 

*9784334038694*

 

伊勢神宮とは何か～日本の神は海からやってきた～(集英社新書) 
植島 啓司/ 松原 豊 著 
集英社 
一昨年に開催された神事「式年遷宮」で、より注目を集める伊勢神宮。膨大な写真

とともに、著者が丹念なフィールドワークから「伊勢の起源は海にある」という新たな

解釈に迫る、新しい「伊勢神宮論」！ 
産経新聞 2015/09/13、朝日新聞 2015/09/13 

2015:08. / 222p 
978-4-08-720796-5 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784087207965*
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あなたを選んでくれるもの(CREST BOOKS) 
ミランダ・ジュライ/ ブリジット・サイアー/ 岸本 佐知子 著 
新潮社 
映画の脚本執筆に行き詰まった著者は、フリーペーパーに売買広告を出す人々を

訪ね、話を聞いてみることにした。アメリカの片隅で同じ時代を生きる、ひとりひとり

の、忘れがたい輝き。胸を打つインタビュー集。 
産経新聞 2015/09/13、毎日新聞 2015/09/13 

2015:08. / 245p 
978-4-10-590119-6 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784105901196*

 

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。 
産経新聞 2015/09/19 

2015:06. / 310p 
978-4-8222-5094-2 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784822250942*

 

団塊 69～臨床医のつぶやき～ 
徳永 進 著 
佼成出版社 
団塊世代の役割を臨床医の視点で綴った一冊 
産経新聞 2015/09/20 

2015:07. / 223p 
978-4-333-02711-8 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784333027118*

 

A ではない君と 
薬丸 岳 著 
講談社 
十四歳の息子が死体遺棄容疑で逮捕された。弁護士に何も話さない息子に対し、

父は付添人となり、少年審判に参加することを決断する。 
産経新聞 2015/09/20 

2015:09. / 349p 
978-4-06-219558-4 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784062195584*

 

国のために潔く～BC 級戦犯の獄中日記～(SEIRINDO BOOKS) 
久山 忍 著 
青林堂 
彼らは一切抗弁せず、判決を受け入れた-。死刑判決 1000 人に及ぶ BC 級戦犯の

真実を、軍人 2 人の獄中記を中心に解説。多くは冤罪の可能性が高かったと言わ

れる全国の死刑判決者の名簿も収録。 
産経新聞 2015/09/20 

2015:09. / 307p 
978-4-7926-0529-2 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784792605292*

 

日本が戦ってくれて感謝しています<2> あの戦争で日本人が尊敬された理由 
井上 和彦 著 
産経新聞出版 
シンガポール攻略における日本の勝利が、欧米列強諸国によるアジア植民地支配

終焉の端緒となった。シンガポールの攻略戦にスポットをあて、その戦いの意義を

考察。歪められた日本の近現代史を是正する。 
産経新聞 2015/09/20 

2015:09. / 273p 
978-4-8191-1271-0 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784819112710*
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戦火のマエストロ近衛秀麿 
菅野 冬樹 著 
ＮＨＫ出版 
2015 年 8 月放送の NHK BS1「戦火のマエストロ・近衛秀麿?ユダヤ人の命を救っ

た音楽家?」を書籍化。ナチス政権下のドイツで活躍した日本人指揮者・近衛秀麿。

その音楽活動の隠された真実に迫る。 
産経新聞 2015/09/20 

2015:08. / 285p 
978-4-14-081682-0 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784140816820*

 

やりすぎマンガ列伝 
南 信長 著 
KADOKAWA 
「ありえねー！」と思いながらもページをめくる手が止まらない。そんな過剰なエネル

ギーに溢れた『やりすぎ』な名作マンガの数々を熱く深く読み解きます。『やりすぎ』

マンガを通して、時代と社会を照らし出す！ 
産経新聞 2015/09/20 

2015:08. / 301p 
978-4-04-101981-8 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784041019818*

 

闇(ダーク)ネットの住人たち～デジタル裏社会の内幕～ 
ジェイミー・バートレット/ 星水 裕 著 
ＣＣＣメディアハウス 
おなじみのオンライン世界の向こう側に存在する、インターネットの危険なサブカル

チャー。荒らし、ポルノ製作者、麻薬の売人…。自由と匿名の条件下における人間

性の驚くべき一面を垣間見せ、変わり続ける謎の世界に迫る。 
産経新聞 2015/09/20 

2015:09. / 347p 
978-4-484-15119-9 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784484151199*

 

独裁者は 30 日で生まれた～ヒトラー政権誕生の真相～ 
H.A.ターナー・ジュニア/ 関口 宏道 著 
白水社 
なぜヒトラーは首相になれたのか? 
産経新聞 2015/09/27 

2015:05. / 255p,28p 
978-4-560-08428-1 
2,700 円〔本体〕+税 

*9784560084281*

 

真夜中の北京 
ポール・フレンチ/ 笹山 裕子 著 
河出書房新社 
日中戦争勃発前夜に起きた元英国領事令嬢殺人事件の謎を資料を駆使して解き

明かす。英米二大ミステリ賞ノンフィクション部門受賞作。 
産経新聞 2015/09/27 

2015:08. / 309p 図版
16p 
978-4-309-92061-0 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784309920610*

 

本に語らせよ 
長田 弘 著 
幻戯書房 
詩人・長田弘の 後のメッセージ。「学び」をめぐる風景、ことばを届ける人、読書の

速度記号…。単行本未収録を中心に、既刊に収録したものも含め、著者自らが厳

選、改稿、構成したエッセー集。 
産経新聞 2015/09/27 

2015:07. / 349p 
978-4-86488-075-6 
2,900 円〔本体〕+税 

*9784864880756*
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昭和天皇の祈りと大東亜戦争～『昭和天皇実録』を読み解く～ 
勝岡 寛次 著 
明成社 
終戦 70 年を期して刊行された「昭和天皇実録」で初めて明らかにされた「御告文」

について紹介するとともに、大東亜戦争の開戦時・終戦時における昭和天皇の姿を

明らかにする。開戦の詔書等の資料も掲載。 
産経新聞 2015/09/27 

2015:09. / 55p 
978-4-905410-36-2 
600 円〔本体〕+税 

*9784905410362*

 

誤解だらけの日本美術～デジタル復元が解き明かす「わびさび」～(光文社新書 
777) 
小林 泰三 著 
光文社 
私たちが「わびさび」の芸術として親しんでいる日本の国宝は、初めからもののあわ

れで、渋くて枯れた趣だったわけではない。 新のデジタル技術で国宝の「本来の

姿」を復元し、日本美術の 先端の味わい方を提示する。 
産経新聞 2015/09/27 

2015:09. / 216p 
978-4-334-03880-9 
1,020 円〔本体〕+税 

*9784334038809*

 

ミシェル・ルグラン自伝～ビトゥイーン・イエスタデイ・アンド・トゥモロウ～ 
ミシェル・ルグラン/ ステファン・ルルージュ/ 高橋 明子/ 濱田 高志 著 
アルテスパブリッシング 
『シェルブールの雨傘』『ロシュフォールの恋人たち』をはじめ数々の名作を手がけ

てきた映画音楽の巨匠ミシェル・ルグランが、60 年におよぶ華麗で多彩な音楽人生

を初めて自ら赤裸々に、格調高く綴った珠玉の回想録。 
産経新聞 2015/09/27 

2015:07. / 279p 図版
24p 
978-4-86559-122-4 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784865591224*

 

日本は ASEAN とどう付き合うか～米中攻防時代の新戦略～ 
千野 境子 著 
草思社 
アジア太平洋を舞台とする米中二大パワーの攻防、その狭間にある日本のこれか

ら、そしてこの地域の重要なプレイヤーの座を占めつつある東南アジア諸国連合

(ASEAN)の対応などについて、歴史を俯瞰しつつ考察する。 
産経新聞 2015/09/27 

2015:09. / 254p 
978-4-7942-2157-5 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784794221575*

 

あかぼし俳句帖 1(ビッグコミックス) 
有間 しのぶ／奥山 直 著 
小学館 
朝日新聞 2015/09/06 

2015:07. / 216p 
978-4-09-187139-8 
552 円〔本体〕+税 

*9784091871398*

 

第 2 図書係補佐(幻冬舎よしもと文庫 Y-17-1) 
又吉 直樹 著 
幻冬舎 
朝日新聞 2015/09/06 

2011:11. / 250p 
978-4-344-41769-4 
495 円〔本体〕+税 

*9784344417694*
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産霊山（むすびのやま）秘録(ノン・ポシェット)  
半村 良 著 
祥伝社 
朝日新聞 2015/09/06 

1992:06. / ５０２ｐ 
978-4-396-32261-8 
686 円〔本体〕+税 

*9784396322618*

 

インテリアデザインが生まれたとき～六〇年代のアートとデザインの衝突のなかで

～ 
鈴木 紀慶 著 
鹿島出版会 
インテリアデザインとアートの関わりの通史 
朝日新聞 2015/09/06 

2015:06. / 179p 
978-4-306-04623-8 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784306046238*

 

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 2015/09/06 

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

*9784560090404*

 

世界喫煙伝播史 
鈴木 達也 著 
思文閣出版 
世界各地・日本・アジアへの伝播を俯瞰する 
朝日新聞 2015/09/06 

2015:08. / 
12p,512p,63p 
978-4-7842-1799-1 
8,500 円〔本体〕+税 

*9784784217991*

 

10 代からの心理学図鑑 
マーカス・ウィークス 著 
三省堂 
私って何？自分らしさって何？人の心をめぐる素朴な疑問に、実例や図解でわかり

やすく答える入門書。１０代から大人の読者まで。 
朝日新聞 2015/09/06 

2015:08. / 160p 
978-4-385-16234-8 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784385162348*

 

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 2015/09/06 

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

*9784062586054*

 

スクリプトドクターの脚本教室<初級篇> 
三宅 隆太 著 
新書館 
映画監督・脚本家・心理カウンセラーで脚本のお医者さん＝スクリプトドクターの三

宅隆太がストーリー作りのコツを語る待望の指南書。 
朝日新聞 2015/09/06 

2015:06. / 331p 
978-4-403-12024-4 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784403120244*
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夏雷(祥伝社文庫 お 19-2) 
大倉 崇裕 著 
祥伝社 
ずぶの素人を北アルプスの峻峰に登らせるという奇妙な依頼を受けた男に仕組ま

れた危険な罠! 山を捨てた男の誇りと再生を賭けた闘いの行方は…。山岳ミステリ

ー。 
朝日新聞 2015/09/06 

2015:07. / 500p 
978-4-396-34131-2 
790 円〔本体〕+税 

*9784396341312*

 

薬を使わない薬剤師の「やめる」健康法(光文社新書 769) 
宇多川 久美子 著 
光文社 
健康のために何かをする、何かを加えることは、必ずしも健康をもたらしてはくれな

い。何かを「やめる」という引き算の発想で、自分自身に本来備わった自然治癒力を

高める健康法を伝える。 
朝日新聞 2015/09/06 

2015:08. / 245p 
978-4-334-03872-4 
800 円〔本体〕+税 

*9784334038724*

 

アメリカ哲学(こぶし文庫)  
鶴見 俊輔 著 
こぶし書房 
アメリカに生まれたプラグマティズム思想をいきいきと紹介。そして戦時中、戦後と生

活する人間をその体系から疎外してきた、旧来の硬直化したアカデミズムを鋭く指

弾する「反哲学」の書。 
朝日新聞 2015/09/06 

2008:01. / ３６６ｐ 
978-4-87559-225-9 
3,600 円〔本体〕+税 

*9784875592259*

 

劉邦<中> 
宮城谷 昌光 著 
毎日新聞出版 
民に推され沛県の令となった劉邦は、近隣の県を平定しながら勢力を拡大してい

く。楚と結んだ劉邦は項羽と共に秦の城を攻め続けるが、戦地に衝撃の一報がもた

らされ…。『毎日新聞』連載を単行本化。 
朝日新聞 2015/09/06 

2015:06. / 330p 
978-4-620-10812-4 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784620108124*

 

権力の終焉 
モイセス・ナイム/ 加藤 万里子 著 
日経ＢＰ社 
権力の衰退が世界を変えた! 権力の衰退・劣化が、富裕層だけでなく中間層と生

活困窮者に与える影響を分析。経済、政治、社会、ビジネスなど、あらゆる分野に

おけるその要因と影響を明らかにする。 
朝日新聞 2015/09/06 

2015:07. / 434p 
978-4-8222-5098-0 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784822250980*

 

愛を返品した男～物語とその他の物語～ 
B.J.ノヴァク/ 山崎 まどか 著 
早川書房 
史上初めて人を愛することができた人工知能の恋の行方とは…。自由奔放な発想、

ひねりを極めた笑い、胸を打つ切なさと愛おしさにあふれる全 63 篇+α。俳優、脚本

家としても活躍する異才が著した初短篇集。 
朝日新聞 2015/09/06 

2015:08. / 364p 
978-4-15-209557-2 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784152095572*
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劉邦<下> 
宮城谷 昌光 著 
毎日新聞出版 
秦王の降伏を受け、劉邦は秦の都・咸陽に入る。しかし、項羽によって劉邦は巴、

蜀、漢中の王として左遷されることに。項羽と天下を争うことを決意した劉邦は、関

中へ兵を挙げる! 『毎日新聞』連載を単行本化。 
朝日新聞 2015/09/06 

2015:07. / 381p 
978-4-620-10813-1 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784620108131*

 

夢はボトルの中に～「世界一正直な紅茶」のスタートアップ物語～ 
セス・ゴールドマン/ バリー・ネイルバフ/ サンギョン・チョイ/ 関 美和 著 
英治出版 
競合だらけの飲料業界に飛び込んだ、青年セスと恩師バリー。商品開発、営業、資

金調達…。とにかく失敗続きのふたりが、全米トップブランド「オネストティー」をつく

るまでを描いた、ノンフィクションビジネス漫画。 
朝日新聞 2015/09/06 

2015:08. / 1 冊 
978-4-86276-193-4 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784862761934*

 

戦後 70 年談話の論点 
21 世紀構想懇談会 編 
日本経済新聞出版社 
私たちが 20 世紀の経験から汲むべき教訓は何か。第一級の識者が、20 世紀の歴

史を振り返り、21 世紀の世界のあり方や日本が果たすべき役割について論じる。

「21 世紀構想懇談会」における議論の全貌をまとめたもの。 
朝日新聞 2015/09/06 

2015:08. / 3p,290p 
978-4-532-16974-9 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784532169749*

 

日米交換船  
鶴見 俊輔/ 加藤 典洋/ 黒川 創 著 
新潮社 
帰国から６０余年、「交換船」は私にとって、封印された記憶だった?。１９４２年６月、

戦時下のＮＹと横浜から、対戦国に残された人々を故国に帰す「日米交換船」が出

航。鶴見俊輔が初めて明かす、開戦前後と航海の日々。 
朝日新聞 2015/09/06 

2006:03. / ４８３，１１ｐ 
978-4-10-301851-3 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784103018513*

 

きわこのこと 
まさき としか 著 
幻冬舎 
女はなにも持たず、すべてを欲しがり、家族を手に入れ、そして息子に殺された-。
見ず知らずの他人の出来事に鏤められた貴和子という女の人生。彼女はどんな罪

を犯し、彼らに何をしたのか。そして貴和子は…幸せだったのか。 
朝日新聞 2015/09/06 

2015:08. / 328p 
978-4-344-02799-2 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784344027992*

 

戦争と新聞～メディアはなぜ戦争を煽るのか～(ちくま文庫 す 24-1) 
鈴木 健二 著 
筑摩書房 
明治以来たびたび起きた戦争で、新聞は真実を伝えてきただろうか。時に国の意

向に従い時に国民の愛国熱に応え、戦争を煽ってきたのではないだろうか。台湾

出兵から太平洋戦争、その後まで、明治以来の戦争報道を丹念に追う。 
朝日新聞 2015/09/06 

2015:08. / 318p 
978-4-480-43295-7 
800 円〔本体〕+税 

*9784480432957*
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劉邦<上> 
宮城谷 昌光 著 
毎日新聞出版 
王朝を覆す「天子の気」を遠望した始皇帝。その配下に襲われた泗水亭長・劉邦

は、九死に一生を得る。始皇帝の死後、陵墓建設のため、劉邦は百人の人夫を連

れて関中に向かうことを命じられるが…。『毎日新聞』連載を単行本化。 
朝日新聞 2015/09/06 

2015:05. / 356p 
978-4-620-10811-7 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784620108117*

 

ナンシー関原寸大!生ハンコ集 
ナンシー関 著 
ワニブックス 
消しゴム版画家、テレビウォッチャー、コラムニスト、ナンシー関。展覧会「顔面遊園

地?ナンシー関 消しゴムの鬼」からハンコ約 700 点を厳選し、原寸大で収録。名コ

ラム選、人物コメント、消しゴムハンコの作り方等も掲載。 
朝日新聞 2015/09/06 

2015:06. / 143p 
978-4-8470-9344-9 
1,852 円〔本体〕+税 

*9784847093449*

 

弔いの文化史～日本人の鎮魂の形～(中公新書 2334) 
川村 邦光 著 
中央公論新社 
日本人は非業の死を遂げた者をどう弔ってきたのか。源信や蓮如らによる弔いの作

法を辿り、巫女の口寄せ、ムカサリ絵馬など現在も続く風習を紹介し、遺影のあり方

をも考察。古代から東日本大震災後まで連なる鎮魂の形を探る。 
朝日新聞 2015/09/06、東京・中日新聞 2015/09/27 

2015:08. / 12p,295p 
978-4-12-102334-6 
880 円〔本体〕+税 

*9784121023346*

 

新宿二丁目の文化人類学～ゲイ・コミュニティから都市をまなざす～ 
砂川 秀樹 著 
太郎次郎社エディタス 
新宿二丁目に生起する人びとの関係を、ていねいで鋭い観察により、生活世界とし

て描きだす。セクシュアリティ研究、都市論、歴史学の領域を交差させたパイオニア

的研究！ 
朝日新聞 2015/09/06、読売新聞 2015/09/06、日本経済新聞 2015/09/13 

2015:07. / 395p 
978-4-8118-0784-3 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784811807843*

 

中谷宇吉郎～人の役に立つ研究をせよ～(ミネルヴァ日本評伝選) 
杉山 滋郎 著 
ミネルヴァ書房 
雪の研究で有名な物理学者の活躍ぶりを描く 
朝日新聞 2015/09/06、読売新聞 2015/09/13 

2015:07. / 16p,359p,9p
978-4-623-07413-6 
3,500 円〔本体〕+税 

*9784623074136*

 

ウィ・アー・ザ・ワールドの呪い(NHK 出版新書 467) 
西寺 郷太 著 
ＮＨＫ出版 
チャリティ・ソングの金字塔「ウィ・アー・ザ・ワールド」が、アメリカン・ポップスの青春

を終わらせた真犯人? 奇跡の楽曲が生まれた背景と、その後にもたらされた「呪い」

の正体を検証する。 
朝日新聞 2015/09/06、読売新聞 2015/09/27 

2015:08. / 205p 
978-4-14-088467-6 
740 円〔本体〕+税 

*9784140884676*
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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 2015/09/06、日本経済新聞 2015/09/13 

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

*9784861104589*

 

シェアリング・エコノミー～Uber、Airbnb が変えた世界～ 
宮崎 康二 著 
日本経済新聞出版社 
シェアリング・エコノミーとは何か? 既存産業や経済全体に与える影響は? テクノロ

ジーの進化が可能にした「新しい取引」の実態と急成長するサービスの仕組み、台

頭する注目企業の動きを明らかにする。 
朝日新聞 2015/09/06、日本経済新聞 2015/09/13 

2015:07. / 236p 
978-4-532-32018-8 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784532320188*

 

背中の記憶(講談社文庫 な 92-1) 
長島 有里枝 著 
講談社 
写真家が描く情景は、誰もがもつ過去を揺さぶり、心を切なく締めつける。講談社エ

ッセイ賞受賞作。 
朝日新聞 2015/09/06、日本経済新聞 2015/09/27 

2015:07. / 263p 
978-4-06-293108-3 
800 円〔本体〕+税 

*9784062931083*

 

私の恋人 
上田 岳弘 著 
新潮社 
旧石器時代の洞窟で、ナチスの強制収容所で、東京のアパートで、私は想う。この

旅の果てに待つ、私の恋人のことを-。時空をこえて生まれ変わる「私」の 10 万年越

しの恋。『新潮』掲載を単行本化。 
朝日新聞 2015/09/06、毎日新聞 2015/09/20 

2015:06. / 126p 
978-4-10-336732-1 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784103367321*

 

孫子 新訂(岩波文庫)  
孫子/ 金谷 治 著 
岩波書店 
朝日新聞 2015/09/13 

2000:04. / １９４，８ｐ 
978-4-00-332071-6 
600 円〔本体〕+税 

*9784003320716*

 

同盟漂流<上>(岩波現代文庫)  
船橋 洋一 著 
岩波書店 
朝日新聞 2015/09/13 

2006:02. / ４２１ｐ 
978-4-00-603128-2 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784006031282*

 

同盟漂流<下>(岩波現代文庫)  
船橋 洋一 著 
岩波書店 
朝日新聞 2015/09/13 

2006:03. / ４６５，１８ｐ 
978-4-00-603129-9 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784006031299*
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日蘭関係史をよみとく<上巻> つなぐ人々 
松方 冬子 編 
臨川書店 
まったく新しい日蘭関係史の試み！ 
朝日新聞 2015/09/13 

2015:06. / 336p,2p 
978-4-653-04311-9 
4,200 円〔本体〕+税 

*9784653043119*

 

日蘭関係史をよみとく<下巻> 運ばれる情報と物 
フレデリック・クレインス 編 
臨川書店 
まったく新しい日蘭関係史の試み！ 
朝日新聞 2015/09/13 

2015:06. / 253p 
978-4-653-04312-6 
4,200 円〔本体〕+税 

*9784653043126*

 

検証・安保法案～どこが憲法違反か～ 
大森 政輔 著, 長谷部 恭男 編 
有斐閣 
どこが憲法違反にあたるのかを読み解く 
朝日新聞 2015/09/13 

2015:08. / 5p,79p,118p
978-4-641-13192-7 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784641131927*

 

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 2015/09/13 

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

*9784642058056*

 

僕たちがやりました 1(ヤンマガ KC スペシャル) 
荒木 光／金城 宗幸 著 
講談社 
『神さまの言うとおり』金城宗幸×『ヤンキー塾へ行く』荒木光鬼才タッグが織りなす、

賛否両論の新機軸マンガ!! 
朝日新聞 2015/09/13 

2015:09. / 192p 
978-4-06-382663-0 
565 円〔本体〕+税 

*9784063826630*

 

魯山人の真髄(河出文庫 き 9-1) 
北大路 魯山人 著 
河出書房新社 
料理、陶芸、書道、花道、絵画……様々な領域に活躍した魯山人。本質をつかみ

づらい巨人の全貌に迫る文庫未収録エッセイ集。 
朝日新聞 2015/09/13 

2015:08. / 210p 
978-4-309-41393-8 
760 円〔本体〕+税 

*9784309413938*

 

わたしの土地から大地へ 
セバスチャン・サルガド/ イザベル・フランク 著 
河出書房新社 
40 年にわたり世界の様々な表情を撮り続けた高名な報道写真家セバスチャン・サ

ルガド。“神の眼”を持つと称される彼の人生とは。 
朝日新聞 2015/09/13 

2015:07. / 236p 図版
16p 
978-4-309-27612-0 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784309276120*
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鉄道デザインの心～世にないものをつくる闘い～ 
水戸岡 鋭治 著 
日経ＢＰ社 
水戸岡氏が「ななつ星」をはじめ、過去のプロジェクトの要点を振り返り、ものづくり

に本当に必要なものは何かを、次世代に伝える。 
朝日新聞 2015/09/13 

2015:06. / 220p 
978-4-8222-7541-9 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784822275419*

 

年刊日本 SF 傑作選 拡張幻想(創元 SF 文庫 SF ん 1-5) 
大森 望/ 日下 三蔵 編 
東京創元社 
そうそうたる顔ぶれによる、2011 年の日本 SF 短編の精華。今年度版には 18 編を

収録した。コミックや同人誌作品も収める。巻末には第 3 回創元 SF 短編賞受賞作

を掲載。 
朝日新聞 2015/09/13 

2012:06. / 645p 
978-4-488-73405-3 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784488734053*

 

さらさらさん(ポプラ文庫 お 9-2) 
大野 更紗 著 
ポプラ社 
自己免疫疾患系の難病を発症し、その体験を綴った「困ってるひと」でデビューした

大野更紗。難病と向き合いながら挑んだエッセイと、糸井重里、古市憲寿、重松

清、石井光太らとの対談を収録する。 
朝日新聞 2015/09/13 

2015:07. / 375p 
978-4-591-14606-4 
740 円〔本体〕+税 

*9784591146064*

 

特攻-戦争と日本人(中公新書 2337) 
栗原 俊雄 著 
中央公論新社 
第 2 次世界大戦末期、追いつめられた日本陸海軍は、爆弾もろとも敵艦船などに

体当たりする特別攻撃=「特攻」を将兵に課した。日本人特異の「戦法」の起源、実

態、戦後の語られ方など、その全貌を描く。 
朝日新聞 2015/09/13 

2015:08. / 3p,248p 
978-4-12-102337-7 
820 円〔本体〕+税 

*9784121023377*

 

日本文学全集<08> 日本霊異記 
[鴨 長明 著, [景戒 編 
河出書房新社 
池澤夏樹個人編集による日本文学全集。08 は、平安時代初期?鎌倉時代初期の

説話集 4 作から、「こぶとり爺さん」の原話など、人間の欲望と無常をユーモアたっ

ぷりに描いた説話 105 篇を収録。解説付き。 
朝日新聞 2015/09/13 

2015:09. / 502p 
978-4-309-72878-0 
2,900 円〔本体〕+税 

*9784309728780*

 

孤狼の血 
柚月 裕子 著 
KADOKAWA 
昭和 63 年、広島。所轄署の捜査二課に配属された新人の日岡は、ヤクザとの癒着

を噂される刑事・大上のもとで、暴力団系列の金融会社社員失踪事件を追う。心を

揺さぶる、警察 vs 極道のプライドを賭けた闘い。 
朝日新聞 2015/09/13 

2015:08. / 411p 
978-4-04-103213-8 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784041032138*
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<図説>ホモセクシャルの世界史 
松原 國師 著 
作品社 
“禁断の愛”が、人類の歴史を創った-。男たちはいかに具体的に歴史を創ってきた

か。どのように男たちが愛を交わしてきたのか。「世界史としてのホモセクシャルの歴

史」をまとめる。秘蔵図版 500 点も収載。 
朝日新聞 2015/09/13 

2015:06. / 613p 
978-4-86182-079-3 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784861820793*

 

朝顔の日 
高橋 弘希 著 
新潮社 
凛太は TB(テーベ)を患い療養する幼馴染みの妻・早季を足繁く見舞っている。身

体も、精神も、安静に保つ日々。しかし病状は悪化、咽喉の安静のため若い夫婦は

ついに会話を禁じられ…。『新潮』掲載を単行本化。 
朝日新聞 2015/09/13 

2015:07. / 123p 
978-4-10-337072-7 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784103370727*

 

「人間国家」への改革～参加保障型の福祉社会をつくる～(NHK ブックス 1231) 
神野 直彦 著 
ＮＨＫ出版 
豊かさと貧困の過剰、地方消滅、社会保障崩壊、民主主義の危機が忍び寄る日

本。政治が市場を制御し、財政を有効に機能させ、すべての人間の参加が保障さ

れる社会はどう実現されうるのか。財政学の大家が提言する。 
朝日新聞 2015/09/13 

2015:06. / 225p 
978-4-14-091231-7 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784140912317*

 

オンライン・バカ～常時接続の世界がわたしたちにしていること～ 
マイケル・ハリス/ 松浦 俊輔 著 
青土社 
「いつもつながっている」世界で、どう生きるか-。「インターネット以前の生活を知っ

ている史上 後の人類」となる世代の著者が、インターネット以前と以後の感覚の変

動を様々な文化的な脈絡の中で体感的に綴る。 
朝日新聞 2015/09/13 

2015:08. / 280p,8p 
978-4-7917-6880-6 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784791768806*

 

人間らしさ～文明、宗教、科学から考える～(角川新書 K-41) 
上田 紀行 著 
KADOKAWA 
社会の過剰な合理化や「AI」「ビッグデータ」の登場により、ますます人間が「交換可

能なモノ」として扱われている現在。どうすればヒトはかけがえのなさを取り戻すこと

ができるのか? 文化人類学者が答えを探る。 
朝日新聞 2015/09/13 

2015:08. / 209p 
978-4-04-102973-2 
800 円〔本体〕+税 

*9784041029732*

 

回想十年<下> 改版(中公文庫 よ 24-10) 
吉田 茂 著 
中央公論新社 
昭和 29 年 12 月に政界を引退した吉田茂が、池田勇人や佐藤栄作らを相手に語

った回想記。ドッジライン、朝鮮戦争特需などを振り返り、日本が進んで行く道筋を

提示する。国会での施政方針演説集、問題発言集等も収録。 
朝日新聞 2015/09/13 

2015:01. / 477p 
978-4-12-206070-8 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784122060708*
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戦後日本の防衛と政治  
佐道 明広 著 
吉川弘文館 
戦後日本において、防衛政策はいかに形成されたのか。自主防衛中心か安保依

存かという議論の経緯を、未公開史料とインタビュー史料を活用して追究。政軍関

係の視点から戦後日本の防衛体制をはじめて体系的に分析する。 
朝日新聞 2015/09/13 

2003:11. / ３８２，４ｐ 
978-4-642-03758-7 
9,000 円〔本体〕+税 

*9784642037587*

 

安東陽子|テキスタイル・空間・建築(現代建築家コンセプト・シリーズ 20) 
安東 陽子 著 
ＬＩＸＩＬ出版 
多くの建築にテキスタイルを提供してきた、テキスタイルデザイナー・コーディネータ

ーの安東陽子。「空間」「光」「関係」など、彼女のテキスタイルが媒介する要素ごと

に、建築におけるテキスタイルの役割を紹介する。 
朝日新聞 2015/09/13 

2015:09. / 159p 
978-4-86480-019-8 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784864800198*

 

回想十年<中> 改版(中公文庫 よ 24-9) 
吉田 茂 著 
中央公論新社 
昭和 29 年 12 月に政界を引退した吉田茂が、池田勇人や佐藤栄作らを相手に語

った回想記。農地改革、戦後の食糧事情、共産党や労働組合対策、サンフランシ

スコ講和条約・日米安保条約締結と自衛隊の創設などを振り返る。 
朝日新聞 2015/09/13 

2014:12. / 454p 
978-4-12-206057-9 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784122060579*

 

彼女のいない飛行機(集英社文庫 ヒ 8-1) 
ミシェル・ビュッシ/ 平岡 敦 著 
集英社 
1980 年、飛行機事故で生後間もない女児が唯一生き残るが、同機にはよく似た 2
人の赤ん坊が乗っていた。DNA 鑑定のない時代、2 組の家族は女の子を自分たち

のものだと主張する。18 年後に見つかった手がかりとは…。 
朝日新聞 2015/09/13 

2015:08. / 653p 
978-4-08-760710-9 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784087607109*

 

震災と市民<1> 連帯経済とコミュニティ再生 
似田貝 香門/ 吉原 直樹 編 
東京大学出版会 
災害時に形成される、「市民社会」による「連帯経済」。東日本大震災の復興過程に

かかわってきた、そして現にかかわっている社会科学者たちが、現代日本社会にお

ける新たな自立と支援の姿、コミュニティの諸相を考察する。 
朝日新聞 2015/09/13 

2015:08. / 12p,242p 
978-4-13-053022-4 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784130530224*

 

昭和天皇の戦後日本～<憲法・安保体制>にいたる道～ 
豊下 楢彦 著 
岩波書店 
天皇制存続の危機を打開しようと、昭和天皇はどのような行動に出たのか。憲法改

正、東京裁判、そして安保条約という日本の戦後体制の形成過程に、天皇が能動

的に関与していく様を、『昭和天皇実録』を駆使して抉り出す意欲作。 
朝日新聞 2015/09/13 

2015:07. / 18p,302p,4p
978-4-00-061055-1 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784000610551*
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回想十年<上> 改版(中公文庫 よ 24-8)  
吉田 茂 著 
中央公論新社 
昭和 29 年 12 月に政界を引退した吉田茂が、池田勇人や佐藤栄作らを相手に語

った回想記。戦時中の終戦工作に始まり、自ら政権を率いて戦後日本を形成した

数年間の政治の内幕を語りつつ、日本が進むべき<保守本流>を訴える。 
朝日新聞 2015/09/13 

2014:11. / 498p 
978-4-12-206046-3 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784122060463*

 

「再軍備」の軌跡～昭和戦後史～(中公文庫 よ 53-1) 
読売新聞戦後史班 編 
中央公論新社 
米ソ冷戦とアメリカの対日政策の大転換を受け、マッカーサーは日本に“軍隊”の創

設を指示した。警察予備隊、海上警備隊、保安隊から自衛隊創設までの経緯を、

当時中枢にいた関係者にインタビュー。「再軍備」の全軌跡を追う。 
朝日新聞 2015/09/13 

2015:04. / 595p 
978-4-12-206110-1 
1,350 円〔本体〕+税 

*9784122061101*

 

震災と市民<2> 支援とケア 
似田貝 香門/ 吉原 直樹 編 
東京大学出版会 
寄り添う、聴く、つなげる-。東日本大震災の被災者の苦しみのかたわらに立って、

毀損した心と主体の尊厳を回復する支援の在り方を構想しようとする、ボランティ

ア、災害支援団体、ケア職能者、社会学研究者による協働の記録。 
朝日新聞 2015/09/13 

2015:08. / 10p,239p 
978-4-13-053023-1 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784130530231*

 

内訟録～細川護煕総理大臣日記～  
細川 護煕/ 伊集院 敦 著 
日本経済新聞出版社 
政治改革の実現。連立ゆえの立ち位置の難しさ。道半ばでの挫折。３８年ぶりに自

民党からの政権交代を実現した１９９３年８月から内閣総辞職する９４年４月まで、首

相としての日々の苦悩・本音を書き込んだ日記をはじめて公開。 
朝日新聞 2015/09/13 

2010:05. / ５３３ｐ 
978-4-532-16743-1 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784532167431*

 

楳図かずお論～マンガ表現と想像力の恐怖～ 
高橋 明彦 著 
青弓社 
総合的な「楳図かずお論」。作品リスト、伝記研究を根本に、「恐怖」「子ども」「想像

力」など楳図作品に共通する基本的な概念を概観。代表的な作品を注釈的に読解

し主題論を展開するとともに、マンガ表現に関しても論究する。 
朝日新聞 2015/09/13 

2015:06. / 516p 
978-4-7872-9228-5 
3,600 円〔本体〕+税 

*9784787292285*

 

小出裕章最後の講演～原子力安全問題ゼミ～ 
川野 眞治/ 小出 裕章/ 今中 哲二 著 
岩波書店 
京都大学原子炉実験所の助教・小出裕章が、停年退職 1 カ月前の 2015 年 2 月に

行った記念講演を完全収録。いまだ収束しない福島第一原発事故の現状を解説

し、歩んできた道を振り返りながら、原子力の危険性を訴える。 
朝日新聞 2015/09/13 

2015:08. / 8p,117p 
978-4-00-022942-5 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784000229425*
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科学者は戦争で何をしたか(集英社新書 0799) 
益川 敏英 著 
集英社 
「戦争する国」へ突き進もうとする政治状況に危機感を抱く著者が、過去の戦争で

科学者が果たした役割を分析。ノーベル賞学者ならではの洞察力で、二度と同じ道

を歩まないための方策を提言する！ 
朝日新聞 2015/09/13、朝日新聞 2015/09/27 

2015:08. / 183p 
978-4-08-720799-6 
700 円〔本体〕+税 

*9784087207996*

 

はじめての不倫学～「社会問題」として考える～(光文社新書 770) 
坂爪 真吾 著 
光文社 
既存の結婚に囚われない多様な在り方を実践している男女への取材をまじえなが

ら、「不倫」を「個人の問題」として捉える視点から脱し、「社会の問題」として捉えな

おすことによって「不倫」の予防と回避のための処方箋を示す。 
朝日新聞 2015/09/13、読売新聞 2015/09/20 

2015:08. / 264p 
978-4-334-03873-1 
820 円〔本体〕+税 

*9784334038731*

 

颶風の王 
河崎 秋子 著 
KADOKAWA 
馬も人も、生き続けている-。東北と北海道を舞台に、馬とかかわる数奇な運命を持

つ家族の、明治から平成まで 6 世代の歩みを描いた感動巨編。酪農家でもある新

人がおくる北の大地の物語。 
朝日新聞 2015/09/13、読売新聞 2015/09/27 

2015:07. / 244p 
978-4-04-102961-9 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784041029619*

 

７０年代シティ・ポップ・クロニクル(［テキスト］) 
萩原健太 著 
Ｐヴァイン 
朝日新聞 2015/09/13、日本経済新聞 2015/09/27 

2015:08. /  
978-4-907276-36-2 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784907276362*

 

滝沢馬琴<上>(講談社文庫)  
杉本苑子 著 
講談社 
朝日新聞 2015/09/20 

1989:11. / ３１５ｐ 
978-4-06-184558-9 
447 円〔本体〕+税 

*9784061845589*

 

滝沢馬琴<下>(講談社文庫)  
杉本苑子 著 
講談社 
朝日新聞 2015/09/20 

1989:11. / ３３２ｐ 
978-4-06-184559-6 
447 円〔本体〕+税 

*9784061845596*

 

天国ニョーボ 1(ビッグコミックス) 
須賀原 洋行 著 
小学館 
朝日新聞 2015/09/20 

2015:08. / 192p 
978-4-09-187160-2 
552 円〔本体〕+税 

*9784091871602*
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それから 改版(新潮文庫)  
夏目 漱石 著 
新潮社 
朝日新聞 2015/09/20 

1990:01. / ３０２ｐ 
978-4-10-101005-2 
460 円〔本体〕+税 

*9784101010052*

 

華の碑文～世阿弥元清～(中公文庫)  
杉本 苑子 著 
中央公論新社 
朝日新聞 2015/09/20 

1977:08. / ４０５ｐ 
978-4-12-200462-7 
876 円〔本体〕+税 

*9784122004627*

 

漱石の思い出(文春文庫)  
夏目 鏡子/ 松岡 譲 著 
文芸春秋 
朝日新聞 2015/09/20 

1994:07. / ４６２ｐ 
978-4-16-720802-8 
680 円〔本体〕+税 

*9784167208028*

 

元始、女性は太陽であった～平塚らいてう自伝～<１>(国民文庫)  
平塚雷鳥 著 
大月書店 
朝日新聞 2015/09/20 

1992:03. / ３７６ｐ 
978-4-272-88811-5 
903 円〔本体〕+税 

*9784272888115*

 

漱石を読みなおす(ちくま新書)  
小森陽一（１９５３生） 著 
筑摩書房 
朝日新聞 2015/09/20 

1995:06. / ２５４ｐ 
978-4-480-05637-5 
760 円〔本体〕+税 

*9784480056375*

 

自分ひとりの部屋(平凡社ライブラリー 831) 
ヴァージニア・ウルフ 著 
平凡社 
〈女性と小説〉の歴史を紡ぐ名随想の新訳 
朝日新聞 2015/09/20 

2015:08. / 269p 
978-4-582-76831-2 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784582768312*

 

たすけて、おとうさん 
大岡 玲 著 
平凡社 
古今の名作から現代を痛烈に切る実験的小説 
朝日新聞 2015/09/20 

2015:07. / 255p 
978-4-582-83691-2 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784582836912*
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忘れられた島々「南洋群島」の現代史(平凡社新書 783) 
井上 亮 著 
平凡社 
なぜ太平洋の島々で玉砕の悲劇が生まれたか 
朝日新聞 2015/09/20 

2015:08. / 230p 
978-4-582-85783-2 
760 円〔本体〕+税 

*9784582857832*

 

男漱石を女が読む 
渡邊 澄子 著 
世界思想社 
ジェンダーの視座から漱石の平等主義を検証 
朝日新聞 2015/09/20 

2013:04. / 5p,397p,7p 
978-4-7907-1591-7 
4,000 円〔本体〕+税 

*9784790715917*

 

なぜ、習近平は激怒したのか～人気漫画家が亡命した理由～(祥伝社新書 435) 
高口 康太 著 
祥伝社 
中国のネット論壇の中心人物の一人として活躍し、言論統制による迫害を受けた漫

画家・辣椒。彼のインタビューと作品を手がかりとして、習近平体制前後の中国の変

化を読み解く。 
朝日新聞 2015/09/20 

2015:09. / 220p 
978-4-396-11435-0 
800 円〔本体〕+税 

*9784396114350*

 

戦場のコックたち 
深緑 野分 著 
東京創元社 
誇り高き料理人だった祖母の影響で、コック兵となった 19 歳のティム。彼がかけが

えのない仲間とともに過ごす、戦いと調理と謎解きの日々を連作形式で描く、青春ミ

ステリ長編。 
朝日新聞 2015/09/20 

2015:08. / 349p 
978-4-488-02750-6 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784488027506*

 

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。 
朝日新聞 2015/09/20 

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

*9784087207910*

 

百歳までの読書術 
津野 海太郎 著 
本の雑誌社 
蔵書の処分、図書館の使い方、速読と遅読、有名作家たちの晩年…。名編集者が

70 歳からの本とのつきあい方を綴る、老いと笑いの読書エッセイ。『本の雑誌』連載

を加筆・再構成。 
朝日新聞 2015/09/20 

2015:07. / 270p 
978-4-86011-274-5 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784860112745*
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天野さんの傘 
山田 稔 著 
編集工房ノア 
生島遼一、伊吹武彦、天野忠、富士正晴…。師と友。忘れ得ぬ人々。思い出の

数々。ひとり残された私が、記憶の底を掘返している…。未発表の 5 篇を含めた全

11 篇のエッセイを収録する。 
朝日新聞 2015/09/20 

2015:07. / 206p 
978-4-89271-234-0 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784892712340*

 

出来事の残響～原爆文学と沖縄文学～ 
村上 陽子 著 
インパクト出版会 
破壊的な出来事の記憶を色濃く宿す原爆文学と沖縄文学。2 つの領域に属する文

学作品の中から、主に中短篇小説を取り上げ、それらに潜む出来事の残響を聞き

取り、戦後日本のあり方を問い直す。 
朝日新聞 2015/09/20 

2015:07. / 299p 
978-4-7554-0255-5 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784755402555*

 

夏の裁断 
島本 理生 著 
文藝春秋 
小説家・萱野千紘の前にあらわれた編集者・柴田は、悪魔のような男だった-。過去

に性的な傷をかかえる女性作家。胸苦しいほどの煩悶と、そこからの再生を描いた

物語。『文學界』掲載を単行本化。 
朝日新聞 2015/09/20 

2015:08. / 125p 
978-4-16-390324-8 
1,100 円〔本体〕+税 

*9784163903248*

 

ケネディはベトナムにどう向き合ったか～JFK とゴ・ジン・ジェムの暗闘～ 
松岡 完 著 
ミネルヴァ書房 
ベトナム戦争はなぜ激化したのか。その転機を 1963 年に求め、ケネディとゴ・ジン・

ジェム(南ベトナム大統領)の関係が断絶した契機、そしてなぜ暗殺されるに至った

のかを、彼らの足跡を軸に描く。 
朝日新聞 2015/09/20 

2015:06. / 9p,285p,12p
978-4-623-07371-9 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784623073719*

 

漱石のマドンナ  
河内 一郎 著 
朝日新聞出版 
夏目漱石はなぜ三角関係を書き続けたのか？ 伊香保温泉の謎について、具体的

な状況証拠だけにしぼって、漱石の行動と感情を推理。また、漱石が惹かれた女性

たちにも触れ、漱石の恋愛体験の再現を試みる。 
朝日新聞 2015/09/20 

2009:02. / ２０６ｐ 
978-4-02-250506-4 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784022505064*

 

門(集英社文庫 な 19-8) 
夏目 漱石 著 
集英社 
親友・安井の妻を得た宗助。罪悪感から身を潜めて暮らしていたが、安井の消息が

届き、心はかき乱れて…。「三四郎」「それから」に続く 3 部作の完結編。写真で見る

漱石・用語の注釈・年表・解説・鑑賞文付き。 
朝日新聞 2015/09/20 

2013:12. / 319p 
978-4-08-752056-9 
460 円〔本体〕+税 

*9784087520569*
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極限のトレイルラン～アルプス激走 100 マイル～(新潮文庫 か-73-1) 
鏑木 毅 著 
新潮社 
目指すゴールは 160km 先、挑む「登り」の総計はエベレスト以上! 山道を駆けるトレ

イルランニングで世界 大のレース「ウルトラトレイル・デュ・モンブラン」に出場した

著者が、その究極の世界を明かす。 
朝日新聞 2015/09/20 

2015:09. / 244p 
978-4-10-120046-0 
490 円〔本体〕+税 

*9784101200460*

 

ジル・ドゥルーズの「アベセデール」 
ジル・ドゥルーズ 著 
KADOKAWA 
待望の日本語字幕版が完成！ ドゥルーズの晩年をとらえた貴重なインタビュー。

字幕翻訳チームには國分功一郎氏、千葉雅也氏などのメンバーを迎え、解説ブッ

クには内容解説のほかに両氏の対談も収録した豪華保存版。 
朝日新聞 2015/09/20 

2015:09. /  
978-4-04-653344-9 
8,700 円〔本体〕+税 

*9784046533449*

 

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

鏡子夫人の「漱石の思い出」などを読み解き、漱石の初恋の女性について考察す

る。2014 年 12 月刊の初版の口絵を修正して刊行。 
朝日新聞 2015/09/20 

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

*9784896424669*

 

向田邦子おしゃれの流儀(とんぼの本) 
かごしま近代文学館 編 
新潮社 
食通、猫好き、旅好き。そして装いにも独自のスタイルがあった向田邦子。向田邦

子の 20 代?50 代のよそゆきから普段着、勝負服までを、残された衣装とポートレー

ト、エッセイなどで紹介し、おしゃれの流儀に迫ります。 
朝日新聞 2015/09/20 

2015:05. / 126p 
978-4-10-602259-3 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784106022593*

 

教師はサービス業です～学校が変わる「苦情対応術」～(中公新書ラクレ 531) 
関根 眞一 著 
中央公論新社 
本当は「モンスターペアレント」なんていない? 「保護者と向き合わない学校側にこ

そ原因が」と喝破する“クレーム対応アドバイザー”が、教師の心構えや苦情対応術

を徹底指導する。『日本教育新聞』連載をもとに書籍化。 
朝日新聞 2015/09/20 

2015:07. / 202p 
978-4-12-150531-6 
740 円〔本体〕+税 

*9784121505316*

 

アンティゴネ(光文社古典新訳文庫 KA フ 7-4) 
ブレヒト 著 
光文社 
テーバイの王クレオンが仕掛けた侵略戦争で、戦場から逃亡し殺されたポリュネイ

ケス。王は彼の屍を葬ることを禁じるのだが、アンティゴネはその禁を破って兄を弔

い…。ギリシア悲劇に今日的意味を与えたブレヒトの問題作。 
朝日新聞 2015/09/20 

2015:08. / 186p 
978-4-334-75315-3 
800 円〔本体〕+税 

*9784334753153*
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漱石文学のモデルたち(中公文庫 は 36-11) 
秦 郁彦 著 
中央公論新社 
「坊っちゃん」の教師たちやマドンナの正体を探り、「吾輩は猫である」の主要登場

人物のみならず千駄木界隈の住人を推察、「三四郎」の美彌子とマドンナを比較し

つつ漱石のヒロイン像を論じる。歴史研究家による漱石文学論。 
朝日新聞 2015/09/20 

2013:01. / 321p 
978-4-12-205736-4 
838 円〔本体〕+税 

*9784122057364*

 

国を守る責任～自衛隊元最高幹部は語る～(PHP 新書 999) 
折木 良一 著 
ＰＨＰ研究所 
北朝鮮のミサイル発射実験、中国漁船衝突事件、東日本大震災…。「脅威の質」は

どう変化し、何をすれば日本を守れるのか。「逆さ地図」の解析から日米同盟の展望

まで、命を賭して国に尽くした男が語る「戦争と平和」の本質。 
朝日新聞 2015/09/20 

2015:07. / 218p 
978-4-569-82624-0 
820 円〔本体〕+税 

*9784569826240*

 

旅のラゴス 改版(新潮文庫 つ-4-31) 
筒井 康隆 著 
新潮社 
突然高度な文明を失った代償として、人びとが超能力を獲得しだした世界で、生涯

をかけてひたすら旅を続ける男ラゴスの目的は何か? 異空間と異時間がクロスする

不思議な物語世界に人間の一生と文明の消長を構築した連作長編。 
朝日新聞 2015/09/20 

2014:01. / 258p 
978-4-10-117131-9 
490 円〔本体〕+税 

*9784101171319*

 

知識の社会史<2> 百科全書からウィキペディアまで 
ピーター・バーク 著 
新曜社 
知はいかにして商品となり、資本主義世界に取り入れられたか? 探検、遺跡発掘、

博物館から、蒸気、電信、ラジオ・テレビ、コンピュータ、インターネットまで、様々な

エピソードを題材に展開する「知の一大パノラマ」。完結。 
朝日新聞 2015/09/20 

2015:07. / 534p 
978-4-7885-1433-1 
4,800 円〔本体〕+税 

*9784788514331*

 

ドイツ同族大企業 
吉森 賢 著 
ＮＴＴ出版 
好調なドイツ経済を牽引する、同族大企業。その強さと社会的威信はどこから来る

のか? ポルシェ、BMW、VW、ボッシュ、ベルテルスマンなど豊富な具体例から、そ

の「企業統治」の核心に迫る。 
朝日新聞 2015/09/20 

2015:08. / 422p 
978-4-7571-2350-2 
4,800 円〔本体〕+税 

*9784757123502*

 

聞き書緒方貞子回顧録 
緒方 貞子 著, 緒方 貞子/ 納家 政嗣 編 
岩波書店 
1990 年代に国連難民高等弁務官として人道支援を指揮した緒方貞子。その経験

から「人間の安全保障」を提起し、日本の開発援助を主導する-。戦後日本を代表

する国際派知識人の生い立ちから現在までを聞き取りによって辿る。 
朝日新聞 2015/09/20 

2015:09. / 14p,309p 
978-4-00-061067-4 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784000610674*
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運は創るもの(私の履歴書) 
似鳥 昭雄 著 
日本経済新聞出版社 
ニトリを創業し、年間売上高 3000 億円の家具チェーンに育て上げた似鳥昭雄。劣

等生だった子供時代、家具店の開業、東証 1 部上場…。成功の秘訣と波瀾万丈の

半生を振り返る。『日本経済新聞』掲載に加筆し単行本化。 
朝日新聞 2015/09/20、産経新聞 2015/09/26 

2015:08. / 318p 
978-4-532-32021-8 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784532320218*

 

冥途あり 
長野 まゆみ 著 
講談社 
亡くなったあと、知られざる横顔を見せ始めた父の人生。魅力あふれる文体で著者

自らと一族のルーツをたどり、新境地を拓く傑作。 
朝日新聞 2015/09/20、毎日新聞 2015/09/27 

2015:07. / 189p 
978-4-06-219572-0 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784062195720*

 

有頂天家族(幻冬舎文庫)  
森見 登美彦 著 
幻冬舎 
朝日新聞 2015/09/27 

2010:08. / ４２３ｐ 
978-4-344-41526-3 
686 円〔本体〕+税 

*9784344415263*

 

命売ります(ちくま文庫)  
三島 由紀夫 著 
筑摩書房 
朝日新聞 2015/09/27 

1998:02. / ２６９ｐ 
978-4-480-03372-7 
680 円〔本体〕+税 

*9784480033727*

 

at プラス～思想と活動～<25(2015.8)> 東京祝祭都市構想 
太田出版 
朝日新聞 2015/09/27 

2015:08. / 193p 
978-4-7783-1488-0 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784778314880*

 

のうりん(GA 文庫 し-04-07) 
白鳥 士郎 著 
SB クリエイティブ 
朝日新聞 2015/09/27 

2011:08. / 305p 
978-4-7973-6690-7 
610 円〔本体〕+税 

*9784797366907*

 

写真幻想 
ピエール・マッコルラン 著 
平凡社 
ベンヤミンを先駆けるもう一つの写真小史 
朝日新聞 2015/09/27 

2015:07. / 245p 
978-4-582-23124-3 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784582231243*
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丸山真男セレクション(平凡社ライブラリー)  
丸山 真男/ 杉田 敦 著 
平凡社 
その思考の特徴を示す代表的な諸論考を収録 
朝日新聞 2015/09/27 

2010:04. / ４７８ｐ 
978-4-582-76700-1 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784582767001*

 

世界一のジェラートをつくる～起業をめぐるふたりの冒険物語～ 
フェデリコ・グロム/ グイード・マルティネッティ/ 清水 由貴子 著 
白水社 
無添加ジェラートで夢を叶えた二人の創業秘話 
朝日新聞 2015/09/27 

2015:08. / 334p,3p 
978-4-560-08462-5 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784560084625*

 

琉球独立宣言～実現可能な五つの方法～(講談社文庫 ま 74-1) 
松島 泰勝 著 
講談社 
なぜ今、独立なのか？辺野古新基地建設で政府と対立する沖縄。その歴史と民

族、文化的背景から、独立すべき理由、方法、未来を語る 
朝日新聞 2015/09/27 

2015:09. / 278p 
978-4-06-293196-0 
690 円〔本体〕+税 

*9784062931960*

 

その<脳科学>にご用心～脳画像で心はわかるのか～ 
サリー・サテル/ スコット・O.リリエンフェルド/ 柴田 裕之 著 
紀伊國屋書店出版部 
買わずにいられない脳? 愛情を感じている脳? 政治を考えている脳?――「脳科学

の濫用」と「神経中心主義」へ警鐘を鳴らす書。 
朝日新聞 2015/09/27 

2015:07. / 329p 
978-4-314-01129-7 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784314011297*

 

ニッポン大音頭時代～「東京音頭」から始まる流行音楽のかたち～ 
大石 始 著 
河出書房新社 
時に大衆を鼓舞し、笑わせ、郷愁を誘う強靭なリズム。驚くべき誕生秘話から現在

の姿まで、その変遷から「流行音楽」のかたちに迫る！ 
朝日新聞 2015/09/27 

2015:07. / 281p 
978-4-309-27613-7 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784309276137*

 

オリンピック・シティ東京～１９４０・１９６４～(河出ブックス)  
片木 篤 著 
河出書房新社 
２つのオリンピックで東京はいかに変容したか。第１２回（１９４０）・第１８回（１９６４）東

京大会を都市・建築の視点から読み解く 
朝日新聞 2015/09/27 

2010:02. / ２６６ｐ 
978-4-309-62412-9 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784309624129*

 

新国立競技場、何が問題か～オリンピックの 17 日間と神宮の杜の 100 年～ 
槇 文彦/ 大野 秀敏/ 元倉 眞琴 著 
平凡社 
外苑の歴史的景観は守られるのか。建築界・市民社会に大きな問題を投げかけた

槇文彦のエッセイと、シンポジウムの全貌、論考を掲載。 
朝日新聞 2015/09/27 

2014:03. / 198p 
978-4-582-82471-1 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784582824711*
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森のなかのスタジアム～新国立競技場暴走を考える～ 
森 まゆみ 著 
みすず書房 
日本の民主主義とは「聞かない民主主義」なのか。新国立競技場建設をめぐる暴挙

の全貌と課題を明らかにする、次世代のために立ちあがった市民達の活動記録。 
朝日新聞 2015/09/27 

2015:09. / 225p,53p 
978-4-622-07949-1 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784622079491*

 

ザハ・ハディッドは語る  
ザハ・ハディッド/ ハンス・ウルリッヒ・オブリスト/ 滝口 範子 著 
筑摩書房 
ローマ国立２１世紀美術館、ＢＭＷ工場、そして自身の「アラブ性」…。世界中からラ

ブコールを受ける建築家ザハ・ハディッドが、創造の源泉とみずからの仕事を語る。 
朝日新聞 2015/09/27 

2010:09. / １７１ｐ 
978-4-480-83647-2 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784480836472*

 

その一言でお客様はリピーターになった。 
小林 作都子 著 
日本経済新聞出版社 
“サイレントクレーマー”を作らず、顧客をつかむ応対法とは? 実際の会話例をもと

に、「心」を満足させる応対のポイントを徹底指導。売上を伸ばす「話し方の技術」が

身につく。 
朝日新聞 2015/09/27 

2015:08. / 206p 
978-4-532-16959-6 
1,450 円〔本体〕+税 

*9784532169596*

 

戦後の貧民(文春新書 1042)  
塩見 鮮一郎 著 
文藝春秋 
昭和 20 年夏、敗戦。焼け跡から立ち上がる日本人は逞しかった。復興マーケット、

闇市、孤児、赤線…。7 歳で終戦を迎えた著者が、戦後初期の日本と日本人を語

る。「貧民シリーズ」完結編。 
朝日新聞 2015/09/27 

2015:09. / 212p 
978-4-16-661042-6 
800 円〔本体〕+税 

*9784166610426*

 

考える訓練 
伊藤 真 著 
サンマーク出版 
「考える訓練」は、あなたという個人、そして社会を幸せにすることにつながる。論理

的に伝える訓練や、考える精度をあげる訓練など、よりよく生きるための「考える訓

練」について紹介する。 
朝日新聞 2015/09/27 

2015:08. / 173p 
978-4-7631-3437-0 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784763134370*

 

一度は行きたい「戦争遺跡」～北海道から沖縄まで、“戦時”の遺構を歩く～(PHP
文庫 と 33-1)  
友清 哲 著 
ＰＨＰ研究所 
戦後 70 年を経てなお、各地に点在する「日本が戦争をしていた時代」の遺構。そ

れを「戦争遺跡」と呼び、観光地化されたものからマニアの間で人気のスポットまで、

実際に踏査しながら徹底ルポ。 
朝日新聞 2015/09/27 

2015:09. / 221p 
978-4-569-76379-8 
740 円〔本体〕+税 

*9784569763798*
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りゅうおうのおしごと!(GA 文庫 し-04-17) 
白鳥 士郎/ 西遊棋 著 
SB クリエイティブ 
16 歳にして将棋界の 強タイトル保持者「竜王」となった九頭竜八一の自宅に押し

かけてきたのは、小学 3 年生の雛鶴あい。ストレートなあいの情熱に、八一は失い

かけていた熱いモノを取り戻していく…。 
朝日新聞 2015/09/27 

2015:09. / 309p 
978-4-7973-8484-0 
610 円〔本体〕+税 

*9784797384840*

 

あなたも心理学者!～これだけキーワード 50～ 
ジョエル・レヴィー/ 浅野 ユカリ 著 
ディスカヴァー・トゥエンティワン 
誰もが興味を持つテーマ「心」について、シンプルにわかりやすく説明した「はじめ

て読む心理学のガイドブック」。心の不思議を探求した心理学者たちの成果から 50
のキーワードを厳選し、やさしく解説する。 
朝日新聞 2015/09/27 

2015:08. / 195p 
978-4-7993-1764-8 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784799317648*

 

元・中国人、日本で政治家をめざす 
李 小牧 著 
ＣＣＣメディアハウス 
27 年間、在日中国人として生きてきた「歌舞伎町案内人」の著者が、なぜ今、日本

に帰化し、逆境の中で政治家をめざすのか。父の思い出から、悪化する日中関係

への苦言まで、波乱の半生と思いのすべてを語る。 
朝日新聞 2015/09/27 

2015:08. / 287p 
978-4-484-15218-9 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784484152189*

 

ジゴロとジゴレット～モーム傑作選～(新潮文庫 モ-5-13)  
サマセット・モーム 著 
新潮社 
占領軍のドイツ兵の子を身ごもったフランス人女性の気丈。政治家が精神科医に告

白する屈辱的な幻視…。ヨーロッパを舞台に、味わいと企みと機知とユーモアに彩

られた大人の嗜み、その極致 8 篇を新訳で収録する。 
朝日新聞 2015/09/27 

2015:09. / 361p 
978-4-10-213028-5 
630 円〔本体〕+税 

*9784102130285*

 

戦争と読書～水木しげる出征前手記～(角川新書 K-45)  
水木 しげる/ 荒俣 宏 著 
KADOKAWA 
水木しげるが徴兵される直前、人生の一大事に臨んで綴った「覚悟の表明」たる手

記。そこから浮かびあがるのは、これまで見たことがない懊悩する水木しげるの姿。

太平洋戦争下の若者の苦悩と絶望、そして救いとは。 
朝日新聞 2015/09/27 

2015:09. / 202p 
978-4-04-082049-1 
800 円〔本体〕+税 

*9784040820491*

 

東京 23 話 
山内 マリコ 著 
ポプラ社 
東京 23 区+武蔵野市+東京都がそれぞれに語る、笑いあり、涙ありの“マイストーリ

ー”。全 25 話を収録した小説集。『東京新聞ほっと Web』連載のほか、23 区を地図

とともに紹介した「東京地図案内」も収録。 
朝日新聞 2015/09/27 

2015:08. / 203p 
978-4-591-14611-8 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784591146118*
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ペンギン・ハイウェイ(角川文庫 も 19-3) 
森見 登美彦 著 
角川書店 
小学四年生のぼくが住む郊外の町に突然ペンギンたちが現れた。この事件に歯科

医院のお姉さんの不思議な力が関わっていることを知ったぼくは、その謎を研究す

ることにした。未知と出会うことの驚きに満ちた長編小説。 
朝日新聞 2015/09/27 

2012:11. / 387p 
978-4-04-100561-3 
640 円〔本体〕+税 

*9784041005613*

 

迷惑 110 番プルルルルルルル(メディアワークス文庫 お 7-3) 
尾嵜 橘音 著 
KADOKAWA 
迷惑な 110 番への対策として、警視庁が設けた“低緊急性警察通報用電話対策

係”に配属された新人巡査のかおりはてんてこ舞いな日々。ある日なぜか突然「息

子が誘拐された！」という超緊急案件が迷い込んできて!? 
朝日新聞 2015/09/27 

2015:08. / 269p 
978-4-04-865393-0 
570 円〔本体〕+税 

*9784048653930*

 

聖なる怠け者の冒険 
森見 登美彦 著 
朝日新聞出版 
旧制高校のマントに身を包み、狸のお面をつけ、困っている人を助ける「ぽんぽこ

仮面」。彼が跡継ぎに目を付けたのが、「何もしない、動かない」のがモットーの小和

田君で…。『朝日新聞』連載を全面改稿して単行本化。 
朝日新聞 2015/09/27 

2013:05. / 339p 
978-4-02-250786-0 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784022507860*

 

東京すみっこごはん(光文社文庫 な 41-1) 
成田 名璃子 著 
光文社 
商店街の脇道に佇む一軒屋「すみっこごはん」は、年齢も職業も異なる人々が集

い、手作りの料理を共に食べる共同台所。ワケありの人々が巻き起こすドラマを通し

て明らかになる「すみっこごはん」の秘密とは。連作小説。 
朝日新聞 2015/09/27 

2015:08. / 344p 
978-4-334-76950-5 
620 円〔本体〕+税 

*9784334769505*

 

太陽の塔  
森見 登美彦 著 
新潮社 
何かしらの点で彼らは根本的に間違っている。なぜなら私が間違っているはずがな

いからだ、と宣う、ひねくれた学生の夢想を描く。膨らみきった妄想が京都の街を飛

び跳ねる！ 第１５回日本ファンタジーノベル大賞受賞作。 
朝日新聞 2015/09/27 

2003:12. / ２０５ｐ 
978-4-10-464501-5 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784104645015*

 

有頂天家族<[2]> 二代目の帰朝 
森見 登美彦 著 
幻冬舎 
老いぼれ天狗・赤玉先生の跡継ぎである二代目が英国より帰朝。狸界は大混迷し、

平和な街の気配が一変する。しかも「金曜倶楽部」は恒例の狸鍋の具を懲りずに探

している…。毛玉物語、再び。『パピルス』掲載を全面改訂。 
朝日新聞 2015/09/27 

2015:02. / 469p 
978-4-344-02727-5 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784344027275*
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レイチェル・カーソンはこう考えた(ちくまプリマー新書 241) 
多田 満 著 
筑摩書房 
20 世紀を代表する偉大な知性、レイチェル・カーソン。環境破壊を警告する嚆矢と

なった「沈黙の春」や、自然を尊ぶ心を育む重要性を説く「センス・オブ・ワンダー」

など、今なお古びることのないその功績を問いなおす。 
朝日新聞 2015/09/27 

2015:09. / 168p 
978-4-480-68945-0 
780 円〔本体〕+税 

*9784480689450*

 

世界の刀剣歴史図鑑 
ハービー・J.S.ウィザーズ/ 井上 廣美 著 
原書房 
古代エジプトの刀剣や槍、中世ヨーロッパの騎兵用サーベル、ロシア帝国の刀剣

…。石器時代から第 2 次世界大戦期まで、世界各地の刀剣・槍を美しい写真ととも

に紹介。古代ギリシャの重装歩兵、日本の武士階級などの技術も解説。 
朝日新聞 2015/09/27 

2015:09. / 259p 
978-4-562-05200-4 
6,500 円〔本体〕+税 

*9784562052004*

 

ビジュアルスペシャルティコーヒー大事典(NATIONAL GEOGRAPHIC) 
ジェームズ・ホフマン/ 丸山 健太郎/ 宇井 昭彦 著 
日経ナショナルジオグラフィック 
「スペシャルティコーヒー」と呼ばれる高品質で風味の素晴らしいコーヒーの中から、

好みの 1 杯を見つけるために必要な情報を凝縮。製法や抽出法、テイスティングの

基本から、国別のコーヒー生産地の情報まで、幅広く収録する。 
朝日新聞 2015/09/27 

2015:08. / 256p 
978-4-86313-309-9 
4,600 円〔本体〕+税 

*9784863133099*

 

管理栄養士パパの親子の食育 BOOK～乳幼児から高校生まで!～ 
成田 崇信 著 
メタモル出版 
バランスのよい食事ってどんなもの? おやつは、どういうものがいいの? 苦手なもの

を克服しやすくするには? 「食」の基本から食材、献立や調理、食べさせ方まで、子

どもの食に関する疑問にわかりやすく Q&A で回答する。 
朝日新聞 2015/09/27 

2015:07. / 143p 
978-4-89595-882-0 
1,380 円〔本体〕+税 

*9784895958820*

 

クロニクル日本の原子力時代～1945?2015 年～(岩波現代全書 070) 
常石 敬一 著 
岩波書店 
被ばく七〇年の今年、原発をやめるためには、従来の原子力政策が虚構に基づい

て推進されてきたことが改めて問い直されねばならない。政策や学界の動きや国内

外の事件・事故などに焦点を合わせ一年ごとのトピックで綴った<クロニクル>。 
朝日新聞 2015/09/27 

2015:07. / 
11p,192p,17p 
978-4-00-029170-5 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784000291705*

 

岸辺のヤービ～Tales of Madguide Water～ 
梨木 香歩/ 小沢 さかえ 著 
福音館書店 
ある晴れた夏の日、わたしが湖で出会ったのは、ふわふわの毛の、二本足で歩くハ

リネズミのような、ふしぎな小さな生き物でした 
朝日新聞 2015/09/28 

2015:09. / 223p 
978-4-8340-8197-8 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784834081978*
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ゴリラのおとうちゃん 
三浦 太郎 著 
こぐま社 
のんびり木陰でお昼寝中のゴリラのおとうちゃん。そこへ、かわいいゴリラのこどもが

やってきて、「なあ、おとうちゃん。あそんで?や」と、声をかけ…。読んで楽しい、やっ

て楽しい、からだ遊びの絵本。 
朝日新聞 2015/09/28 

2015:09. / [32p] 
978-4-7721-0228-5 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784772102285*

 

大きなたまご(岩波少年文庫 226) 
オリバー・バターワース 著 
岩波書店 
ネイトの家で飼っているめんどりが、ある朝、巨大なたまごを産んだ。世話をすること

6 週間、ついに出てきたのは、なんと、誰も本物を見たことのない、あの生きものだっ

た! わくわくどきどきがとまらない冒険の物語。 
朝日新聞 2015/09/28 

2015:08. / 295p 
978-4-00-114226-6 
720 円〔本体〕+税 

*9784001142266*

 

アンドレ・バザン～映画を信じた男～ 
野崎 歓 著 
春風社 
新訳『映画とは何か』を深める待望の一冊 
東京・中日新聞 2015/09/06 

2015:06. / 220p,7p 
978-4-86110-456-5 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784861104565*

 

老後破産～長寿という悪夢～ 
NHK スペシャル取材班 著 
新潮社 
「老後破産」はなぜ起きるのか。その予防策は? 2014 年 9 月放送の NHK スペシャ

ル「老人漂流社会?“老後破産”の現実?」ベースに、番組で紹介しきれなかった高齢

者の現実も含めて描き直したルポ。 
東京・中日新聞 2015/09/06 

2015:07. / 231p 
978-4-10-405606-4 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784104056064*

 

利休の闇 
加藤 廣 著 
文藝春秋 
秀吉が利休に切腹を命じた理由は信長時代まで遡るものだった…。秀吉と利休は

どのように知己を得たか。秀吉が北野大茶会を実現させた理由とは。膨大な資料を

もとに描く歴史ミステリー。『オール讀物』掲載を単行本化。 
東京・中日新聞 2015/09/06 

2015:03. / 332p 
978-4-16-390220-3 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784163902203*

 

「歴史認識」とは何か～対立の構図を超えて～(中公新書 2332) 
大沼 保昭/ 江川 紹子 著 
中央公論新社 
韓国併合、満洲事変から東京裁判、慰安婦問題まで、歴史的事実が歴史認識問

題に転化する経緯、背景を具体的に検証。あわせて、欧米諸国が果たしていない

植民地支配責任を提起し、日本の取り組みが先駆となることを指摘する。 
東京・中日新聞 2015/09/06 

2015:07. / 7p,254p 
978-4-12-102332-2 
840 円〔本体〕+税 

*9784121023322*



 30  

 

台所に敗戦はなかった～戦前・戦後をつなぐ日本食～ 
魚柄 仁之助 著 
青弓社 
無謀な戦争に突入しようが、敗戦で甚大な被害を受けようが、母親たちは台所に立

った-。すき焼き、ねぎま、人工葡萄酒、代用コーヒー…。戦前・戦中・戦後の台所事

情を雑誌に探ってレシピどおりに再現し、レポートする。 
東京・中日新聞 2015/09/06、朝日新聞 2015/09/06 

2015:08. / 206p 
978-4-7872-2061-5 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784787220615*

 

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。 
東京・中日新聞 2015/09/13 

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

*9784480818423*

 

右傾化する日本政治(岩波新書 新赤版 1553) 
中野 晃一 著 
岩波書店 
政治主導のもと、寄せては返す波のように時間をかけて、日本社会の座標軸は右

へ右へと推し進められていった。そのプロセスを丹念にたどりつつ、新しい右派連

合とその「勝利」に直面した私たちの現在を描き出す。 
東京・中日新聞 2015/09/13 

2015:07. / 6p,228p 
978-4-00-431553-7 
780 円〔本体〕+税 

*9784004315537*

 

宮沢賢治氾濫する生命(宮澤賢治ブックス) 
鈴木 貞美 著 
左右社 
心象スケッチの謎、「銀河鉄道の夜」の謎、世界観の謎…。宮沢賢治と同時代の科

学、宗教、芸術、精神の地層を徹底的に掘り起こすことで、彼の迷宮世界の歩き方

を示す。 
東京・中日新聞 2015/09/13 

2015:07. / 454p 
978-4-86528-122-4 
3,700 円〔本体〕+税 

*9784865281224*

 

不可能を可能に～点字の世界を駆けぬける～(岩波新書 新赤版 1560) 
田中 徹二 著 
岩波書店 
音声デジタル図書のネットワークを創り、駅ホームの転落防止?設置に尽力。日用品

に点字の説明をつけることや、道路の点字ブロックのありかたにもたずさわる。10 代

末で光を失った著者が、これまでの歩みや活動を綴る。 
東京・中日新聞 2015/09/13、日本経済新聞 2015/09/13 

2015:08. / 6p,242p 
978-4-00-431560-5 
780 円〔本体〕+税 

*9784004315605*

 

日々の光 
ジェイ・ルービン 著 
新潮社 
戦争で引き裂かれた愛と苦悩の運命-。戦前のシアトル、戦時下のミニドカ日系人収

容所、昭和 30 年代の日本を舞台に描く、深く壮大な物語。著者初の長編小説。 
東京・中日新聞 2015/09/13、日本経済新聞 2015/09/13、朝日新聞 2015/09/20 

2015:07. / 461p 
978-4-10-505372-7 
2,900 円〔本体〕+税 

*9784105053727*
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望郷のソネット～寺山修司の原風景～ 
白石 征 著 
深夜叢書社 
編集者として 18 年間、寺山修司に伴走し、その多彩な表現活動を間近に見てきた

著者が、想像力の遊びに生きた天才の、精神的孤児としての孤独と悲しみを丹念

に読み解く。 
東京・中日新聞 2015/09/20 

2015:08. / 259p 
978-4-88032-424-1 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784880324241*

 

戦後サブカル年代記～日本人が愛した「終末」と「再生」～ 
円堂 都司昭 著 
青土社 
「日本沈没」「風の谷のナウシカ」「進撃の巨人」…。敗戦からの復興後も、私たちは

戦争・環境破壊・災害などによる「終末」以後の光景を幻視し続けてきた。戦後の歩

みの全貌を「終末カルチャー」の歴史として描き出す。 
東京・中日新聞 2015/09/20 

2015:08. / 338p,12p 
978-4-7917-6872-1 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784791768721*

 

砂の街路図 
佐々木 譲 著 
小学館 
まったく新しい「家族ミステリー」が誕生！ 
東京・中日新聞 2015/09/20、朝日新聞 2015/09/27 

2015:07. / 285p 
978-4-09-386412-1 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784093864121*

 

ネオ・チャイナ～富、真実、心のよりどころを求める 13 億人の野望～ 
エヴァン・オズノス/ 笠井 亮平 著 
白水社 
一党独裁と人々の野望がせめぎ合う「戦場」 
東京・中日新聞 2015/09/20、日本経済新聞 2015/09/27 

2015:07. / 435p,14p 
978-4-560-08451-9 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784560084519*

 

繭と絆～富岡製糸場ものがたり～ 
植松 三十里 著 
文藝春秋 
富岡製糸場の初代工場長・尾高惇忠の娘・勇は、婚約を棚上げして女工になる。

明治の日本を支えた製糸業を隆盛に導いた父娘のドラマ。世界遺産・富岡製糸場

の成立秘話が満載。 
東京・中日新聞 2015/09/27 

2015:08. / 284p 
978-4-16-390284-5 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784163902845*

 

海嘯(銀河叢書) 
島尾 ミホ 著 
幻戯書房 
ハンセン病の影が兆した時、少女はヤマトの青年と出逢った。南島の言葉、歌、自

然をとりいれ描く、美しく惨酷な海辺の生と死…。「死の棘」のモデルとなった著者が

1983?84 年刊『海』に掲載した未完の長篇小説。 
東京・中日新聞 2015/09/27 

2015:07. / 251p 
978-4-86488-076-3 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784864880763*
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仮面の告白 改版(新潮文庫)  
三島 由紀夫 著 
新潮社 
読売新聞 2015/09/06 

1989:01. / ２５０ｐ 
978-4-10-105001-0 
490 円〔本体〕+税 

*9784101050010*

 

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 
読売新聞 2015/09/06 

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

*9784623073764*

 

てにをは連想表現辞典 
小内 一 編 
三省堂 
日本を代表する作家四百人の名表現を類語・類表現で分類。発想力、作家的表現

力を身につける「書く人のための辞典」。 
読売新聞 2015/09/06 

2015:08. / 128p,1180p 
978-4-385-13641-7 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784385136417*

 

赤彦とアララギ～中原静子と太田喜志子をめぐって～(季刊文科コレクション) 
福田 はるか 著 
鳥影社・ロゴス企画 
島木赤彦の生涯を、恋人中原静子、歌人太田（若山）喜志子との関係を軸に多くの

資料から調べ、その素顔を明らかにする 
読売新聞 2015/09/06 

2015:06. / 655p 
978-4-86265-509-7 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784862655097*

 

古代エジプト死者からの声～ナイルに培われたその死生観～(河出ブックス 082) 
大城 道則 著 
河出書房新社 
死者への手紙、ミイラ、ツタンカーメン王墓……他の文明や日本との比較もまじえな

がら、その独特な死生観・来世観を読み解く。 
読売新聞 2015/09/06 

2015:06. / 258p 
978-4-309-62482-2 
1,650 円〔本体〕+税 

*9784309624822*

 

レズビアン・アイデンティティーズ 
堀江 有里 著 
洛北出版 
生きがたさへの、怒り――。「わたし自身がこだわってきたレズビアン（たち）をめぐ

る、怒りの共同性について、えがいてみたい。」 
読売新聞 2015/09/06 

2015:07. / 363p 
978-4-903127-22-4 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784903127224*

 

カレーライスと日本人(講談社学術文庫 2314) 
森枝 卓士 著 
講談社 
アジア全土を食べあるき、スパイスのルーツをイギリスに探り、明治文明開化以来の

洋食史を渉猟した著者が、カレーの謎を探った名著。 
読売新聞 2015/09/06 

2015:08. / 260p 
978-4-06-292314-9 
900 円〔本体〕+税 

*9784062923149*
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ハリス・バーディック年代記～14 のものすごいものがたり～ 
C.V.オールズバーグ 著 
河出書房新社 
『ハリス・バーディックの謎』刊行２５周年を記念して集まった作家たち１４人が、バー

ディックが残した１４の絵を物語る、夢の競演！ 
読売新聞 2015/09/06 

2015:08. / 187p 
978-4-309-27628-1 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784309276281*

 

高階杞一詩集(ハルキ文庫 た 23-1) 
高階 杞一 著 
角川春樹事務所 
ユーモアとペーソスで未知なる世界へと軽やかに誘う代表作「キリンの洗濯」など、

高階杞一の全詩集から、平易な言葉で書かれながらも深い余韻を残す珠玉の全

105 篇を収録する。 
読売新聞 2015/09/06 

2015:08. / 220p 
978-4-7584-3931-2 
680 円〔本体〕+税 

*9784758439312*

 

完全なるチェス～天才ボビー・フィッシャーの生涯～(文春文庫 フ 33-1) 
フランク・ブレイディー/ 佐藤 耕士 著 
文藝春秋 
冷戦下、ソ連世界チャンピオンを破り注目を浴びたアメリカの神童は、突然消息を

絶った。日本にも潜伏したチェスプレイヤー、ボビー・フィッシャーの悲劇の軌跡を

たどる。羽生善治の解説も収録。 
読売新聞 2015/09/06 

2015:08. / 615p 
978-4-16-790435-7 
1,140 円〔本体〕+税 

*9784167904357*

 

ヴィリー・ブラントの生涯 
グレゴーア・ショレゲン/ 岡田 浩平 著 
三元社 
この世界一級クラスの政治家を抜きにして、ドイツの戦後は語れない-。ドイツの戦後

処理に真摯な態度で臨み、東西対立のなか相互和解に奮闘したヴィリー・ブラン

ト。波瀾に富んだブラントの生涯をつづる。 
読売新聞 2015/09/06 

2015:07. / 307p,7p 
978-4-88303-386-7 
4,000 円〔本体〕+税 

*9784883033867*

 

神秘日本(角川ソフィア文庫 J111-2) 
岡本 太郎 著 
KADOKAWA 
人々が高度経済成長に沸くころ、太郎の眼差しは日本の奥地へと向けられていた。

恐山、津軽、出羽三山、広島、熊野、高野山を経て、京都の密教寺院へ――。現

代日本人を根底で動かす「神秘」の実像を探る旅。 
読売新聞 2015/09/06 

2015:07. / 260p 図版
24p 
978-4-04-409487-4 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784044094874*

 

日本再発見～芸術風土記～(角川ソフィア文庫 J111-1) 
岡本 太郎 著 
KADOKAWA 
人間の生活があるところ、どこでも第一級の芸術があり得る――。秋田、岩手、京

都、大阪、出雲、四国、長崎を歩き、その風土に失われた原始日本の面影を見いだ

していく太郎の旅。著者撮影の写真を完全収録。 
読売新聞 2015/09/06 

2015:07. / 293p 
978-4-04-409488-1 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784044094881*
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エクソダス症候群(創元日本 SF 叢書 05) 
宮内 悠介 著 
東京創元社 
亡くなった父親がかつて勤務した、火星で唯一の精神病院。青年医師カズキは、こ

の過酷な開拓地の、薬もベッドもスタッフも不足した病院へ着任する。そして彼の帰

郷と同時に、隠されていた不穏な歯車が動きはじめ…。 
読売新聞 2015/09/06 

2015:06. / 275p 
978-4-488-01818-4 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784488018184*

 

和田悟朗全句集 
和田 悟朗 著, 和田 悟朗/ 藤川 游子 編 
飯塚書店 
あらゆる世界を往還する自在のたましい。俳人であり物理化学者であった和田悟朗

の 70 年に及ぶ句業の集大成。既刊 11 句集に加え、「開眼した!」とする直近句集

「疾走」を収録する。自筆年譜、初句・季語索引付き。 
読売新聞 2015/09/06 

2015:06. / 613p 図版
10p 
978-4-7522-5005-0 
10,000 円〔本体〕+税 

*9784752250050*

 

プラトンとの哲学～対話篇をよむ～(岩波新書 新赤版 1556) 
納富 信留 著 
岩波書店 
ソクラテスを中心に、数々の登場人物がことばを交わし、思索を深めていくプラトン

の対話篇。「君はこの問いにどう答えるか?」作品の背後から、プラトンが語りかけてく

る。二千年の時を超え、今も息づく哲学の世界へ。 
読売新聞 2015/09/06 

2015:07. / 5p,243p 
978-4-00-431556-8 
800 円〔本体〕+税 

*9784004315568*

 

門戸開放政策と日本 
北岡 伸一 著 
東京大学出版会 
アメリカの東アジア政策、とくに中国政策の根底を貫く門戸開放政策を中心に、19
世紀末から 1930 年代、さらに戦後に至る日米関係を、様々な角度から考察。東ア

ジアを舞台とした日米両国の外交の特質と変容に迫る。 
読売新聞 2015/09/06 

2015:07. / 
11p,472p,10p 
978-4-13-030155-8 
6,400 円〔本体〕+税 

*9784130301558*

 

IQ は金で買えるのか～世界遺伝子研究最前線～ 
行方 史郎 著 
朝日新聞出版 
IQ1000 以上の人類が誕生する!? めまぐるしく発展する生命操作技術は人類を幸

福にするのか? 米国で遺伝子や遺伝情報をめぐる取材を行い、遺伝子研究を取り

巻く現実を追う。『朝日新聞』掲載記事を加筆・補足。 
読売新聞 2015/09/06 

2015:07. / 255p 
978-4-02-331294-4 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784023312944*

 

男の絆の比較文化史～桜と少年～(岩波現代全書 064) 
佐伯 順子 著 
岩波書店 
日本において、連綿と描き続けられてきた<男の絆>というモチーフ。海外文化から

の影響をも視野に入れて、男同士の絆の表象の系譜をたどり、その背後にある社会

的規範のメカニズム、ジェンダーの機能を鮮やかに読み解く。 
読売新聞 2015/09/06 

2015:06. / 10p,283p 
978-4-00-029164-4 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784000291644*
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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。 
読売新聞 2015/09/06 

2014:11. / 318p 
978-4-10-111501-6 
520 円〔本体〕+税 

*9784101115016*

 

古代文明アンデスと西アジア 神殿と権力の生成(朝日選書 935) 
関 雄二 編 
朝日新聞出版 
農耕や土器づくりよりも先に神殿を築いた古代アンデス文明と、同様にまず祭祀セ

ンターを築いたメソポタミア文明。文明の形成期に権力はどう発生し、社会階層が

形成されていったのかを、2 つの古代文明を比較しながら考える。 
読売新聞 2015/09/06 

2015:08. / 244p,10p 
978-4-02-263035-3 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784022630353*

 

アメリカのジレンマ～実験国家はどこへゆくのか～(NHK 出版新書 464) 
渡辺 靖 著 
ＮＨＫ出版 
貧困大国は本当か? オバマはどんな歴史を紡ごうとしているのか? アメリカ研究のト

ップランナーが、「歴史認識」「政治」「社会」「外交」からアメリカ社会が抱えるジレン

マもろとも、その実相とダイナミズムを描き出す。 
読売新聞 2015/09/06 

2015:07. / 238p 
978-4-14-088464-5 
780 円〔本体〕+税 

*9784140884645*

 

世界を読み解く経済思想の授業～スミス、ケインズからピケティまで～ 
田中 修 著 
日本実業出版社 
当代随一の中国経済のプロによる「資本主義」超入門。経済思想史・経済史の代表

的な著作の内容を紹介しながら、それを手掛かりに資本主義と倫理の関係、資本

主義の多様性について考える。『ファイナンス』連載を加筆・補正。 
読売新聞 2015/09/06 

2015:08. / 310p 
978-4-534-05303-9 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784534053039*

 

プロ野球「背番号」雑学読本～なぜエースナンバーは「18」なのか～(知的発

見!BOOKS 026) 
手束 仁 著 
イースト・プレス 
ドラフト取材歴 30 年、球界の表もウラも知り尽くした著者が教える、「プロ野球通」だ

けが知る「数字」の読み方。選手と背番号の関係性を、それにまつわるエピソード

や、球団別の特徴的な背番号などを紹介しながら追究する。 
読売新聞 2015/09/06 

2015:06. / 252p 
978-4-7816-1343-7 
926 円〔本体〕+税 

*9784781613437*

 

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。 
読売新聞 2015/09/06 

2015:06. / 191p 
978-4-10-610621-7 
700 円〔本体〕+税 

*9784106106217*
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現代語訳好色一代男(岩波現代文庫 B(文芸) 269) 
井原 西鶴 著 
岩波書店 
愛欲の追求に賭けた男、世之介の一代記。七歳で恋を知り、六〇歳で女護の島を

目指し出航、行方知れずとなる、源氏五四帖に見立てた五四年の物語。近世文学

の文豪井原西鶴の代表作。 
読売新聞 2015/09/06 

2015:08. / 8p,278p 
978-4-00-602269-3 
980 円〔本体〕+税 

*9784006022693*

 

オルフェオ 
リチャード・パワーズ/ 木原 善彦 著 
新潮社 
微生物の営みを音楽にしようと試みる作曲家のもとに捜査官がやってくる。容疑は

バイオテロ? 逃避行の途上、家族や盟友と再会した彼の中に新しい作品の形が見

えてくる…。現代米文学の旗手による危険で美しい音楽小説。 
読売新聞 2015/09/06、日本経済新聞 2015/09/06 

2015:07. / 428p 
978-4-10-505875-3 
2,900 円〔本体〕+税 

*9784105058753*

 

嘘つきアーニャの真っ赤な真実(角川文庫)  
米原 万里 著 
角川書店 
読売新聞 2015/09/13 

2004:06. / ３０１ｐ 
978-4-04-375601-8 
560 円〔本体〕+税 

*9784043756018*

 

水滸伝<１> 曙光の章(集英社文庫)  
北方 謙三 著 
集英社 
読売新聞 2015/09/13 

2006:10. / ３８８ｐ 
978-4-08-746086-5 
600 円〔本体〕+税 

*9784087460865*

 

水滸伝<１９> 旌旗の章(集英社文庫)  
北方 謙三 著 
集英社 
読売新聞 2015/09/13 

2008:04. / ３９５ｐ 
978-4-08-746282-1 
600 円〔本体〕+税 

*9784087462821*

 

水滸伝完結ＢＯＸ(集英社文庫)  
北方謙三 著 
集英社 
読売新聞 2015/09/13 

2008:04. / ２０冊 
978-4-08-746983-7 
12,000 円〔本体〕+税 

*9784087469837*

 

ワイルド・ソウル<上>(新潮文庫)  
垣根 涼介 著 
新潮社 
読売新聞 2015/09/13 

2009:10. / ４９８ｐ 
978-4-10-132973-4 
710 円〔本体〕+税 

*9784101329734*
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ワイルド・ソウル<下>(新潮文庫)  
垣根 涼介 著 
新潮社 
読売新聞 2015/09/13 

2009:10. / ５２０ｐ 
978-4-10-132974-1 
710 円〔本体〕+税 

*9784101329741*

 

アジアの文化遺産～過去・現在・未来～(東アジア研究所講座) 
鈴木 正崇 編 
慶應義塾大学出版会 
文化遺産がもたらす光と影を描き出す 
読売新聞 2015/09/13 

2015:08. / 23p,446p 
978-4-7664-2235-1 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784766422351*

 

第二次世界大戦 1939-45<上> 
アントニー・ビーヴァー/ 平賀 秀明 著 
白水社 
半藤一利氏推薦、大戦の全貌を網羅した通史 
読売新聞 2015/09/13 

2015:05. / 536p,3p 
978-4-560-08435-9 
3,300 円〔本体〕+税 

*9784560084359*

 

第二次世界大戦 1939-45<中> 
アントニー・ビーヴァー 著 
白水社 
半藤一利氏推薦、大戦の全貌を網羅した通史 
読売新聞 2015/09/13 

2015:07. / 524p,3p 
978-4-560-08436-6 
3,300 円〔本体〕+税 

*9784560084366*

 

第二次世界大戦 1939-45<下> 
アントニー・ビーヴァー 著 
白水社 
半藤一利氏推薦、「歴史認識」のための必読書 
読売新聞 2015/09/13 

2015:08. / 505p,26p 
図版 16p 
978-4-560-08437-3 
3,300 円〔本体〕+税 

*9784560084373*

 

アリストテレスの人生相談 
小林 正弥 著 
講談社 
アリストテレスと対話しながら学ぶ「幸福法」で、人生の達人に！現代人に必要な英

知は、すべて、アリストテレスが教えてくれる!! 
読売新聞 2015/09/13 

2015:07. / 382p 
978-4-06-219553-9 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784062195539*

 

英語化は愚民化～日本の国力が地に落ちる～(集英社新書 0795A) 
施 光恒 著 
集英社 
英語化推進政策で、日本の知的な中間層が社会の第一線から排除され、使い捨て

労働者となり、格差が拡大・固定化する！ グローバル資 
読売新聞 2015/09/13 

2015:07. / 254p 
978-4-08-720795-8 
760 円〔本体〕+税 

*9784087207958*
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常識の路上 
町田 康 著 
幻戯書房 
信じるべきものとは何か-。ニューヨーク、東ベルリン、上海、神田、長居、そして頭の

なかの道すがら戦慄いた「コモンセンス」への怨恨。3・11 を挾んだ単行本未収録原

稿を集成。 
読売新聞 2015/09/13 

2015:08. / 269p 
978-4-86488-078-7 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784864880787*

 

江ノ電 10km の奇跡～人々はなぜ引きつけられるのか?～ 
深谷 研二 著 
東洋経済新報社 
積極的に沿線地域の活気を呼びつつ、変わらない良さを失わないことで、観光地

のローカル鉄道として成功した「江ノ電」。長年鉄道屋として生きてきた江ノ電前社

長が、鉄道について語る。 
読売新聞 2015/09/13 

2015:06. / 190p 
978-4-492-50276-1 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784492502761*

 

「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 2015/09/13 

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

*9784799316856*

 

魯迅と日本文学～漱石・?外から清張・春樹まで～ 
藤井 省三 著 
東京大学出版会 
魯迅と日本作家たちの影響関係とは? 作品群を精緻に読み解き、近代日本文学が

魯迅に決定的な影響を与えた一方、1930 年代以降には魯迅が日本作家に影響を

与え始めた、複雑な日中関係の一面を繙く。 
読売新聞 2015/09/13 

2015:08. / 
10p,262p,11p 
978-4-13-083066-9 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784130830669*

 

文学の用語 
野中 涼 著 
松柏社 
厳選した文学用語 200 語を 4 つのグループにまとめ、具体的に分かりやすく解説

する。創作、鑑賞、研究に役立つ、引く辞典であると共に、言語芸術の魅力的な諸

相を知ることができる読む辞典でもある一冊。 
読売新聞 2015/09/13 

2015:09. / 5p,467p 
978-4-7754-0213-9 
4,500 円〔本体〕+税 

*9784775402139*

 

ワン・モア(角川文庫 さ 59-2) 
桜木 紫乃 著 
KADOKAWA 
どうしようもない淋しさにひりつく心。月明かりの晩よるべなさだけを持ち寄って躰を

重ねる男と女は、まるで夜の海に漂うくらげ――。切実に生きようともがく人々に温か

な眼差しを投げかける絆と再生の物語。 
読売新聞 2015/09/13 

2015:01. / 221p 
978-4-04-102384-6 
480 円〔本体〕+税 

*9784041023846*
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大林宣彦の体験的仕事論～人生を豊かに生き抜くための哲学と技術～(PHP 新

書 995) 
ＰＨＰ研究所 
いま も旬な日本人映画監督、大林宣彦がその半生と仕事論を語り尽くす。トラブ

ルや失敗をプラスに変える逆転の発想法、スタッフの力を引き出す秘訣など、実践

的ヒントも満載。巻末に中川右介との対談を掲載。 
読売新聞 2015/09/13 

2015:07. / 365p 
978-4-569-82593-9 
1,000 円〔本体〕+税 

*9784569825939*

 

騙されてたまるか～調査報道の裏側～(新潮新書 625) 
清水 潔 著 
新潮社 
桶川ストーカー殺人事件では、警察よりも先に犯人に辿り着き、足利事件では、冤

罪と“真犯人”の可能性を示唆。調査報道で社会を大きく動かしてきた一匹狼の事

件記者が、“真実”に迫るプロセスを初めて明かす。 
読売新聞 2015/09/13 

2015:07. / 254p 
978-4-10-610625-5 
780 円〔本体〕+税 

*9784106106255*

 

職業としての小説家(SWITCH LIBRARY) 
村上 春樹 著 
スイッチ・パブリッシング 
誰のために書くのか、どのように書くのか、なぜ小説を書き続けるのか、小説を書く

ための強い心とは…。村上春樹の自伝的エッセイ。『MONKEY』連載に書き下ろ

し、河合隼雄についての講演原稿を加えて単行本化。 
読売新聞 2015/09/13 

2015:09. / 313p 
978-4-88418-443-8 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784884184438*

 

遠くの声に耳を澄ませて(新潮文庫 み-50-1) 
宮下 奈都 著 
新潮社 
看護師、会社員、母親。その淡々とした日常に突然おとずれる、言葉を失うような、

背筋が凍るような瞬間。彼らが自分ひとりで人生に決断を下すとき、何を護り、どん

な一歩を踏み出すのか。12 編を収録する短編小説集。 
読売新聞 2015/09/13 

2012:03. / 278p 
978-4-10-138431-3 
490 円〔本体〕+税 

*9784101384313*

 

雑誌『第三帝国』の思想運動～茅原華山と大正地方青年～ 
水谷 悟 著 
ぺりかん社 
ジャーナリスト茅原華山率いる益進会同人が発行した雑誌『第三帝国』が、大正初

期の時代状況のなかで示した思想とは。益進会同人の唱えた「益進主義」の思想と

行動、そして地方青年読者との連関性に注目して解明する。 
読売新聞 2015/09/13 

2015:06. / 366p 
978-4-8315-1414-1 
7,000 円〔本体〕+税 

*9784831514141*

 

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。 
読売新聞 2015/09/13 

2015:07. / 302p 
978-4-7791-2137-1 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784779121371*
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自然と営み(遺したい日本の風景 10) 
日本風景協会会員 著 
光村推古書院 
日本風景写真協会会員による、失われつつある貴重な風景を記録した写真集。シ

リーズ第 10 弾( 終巻)は、弘前城内の桜、四谷の千枚田、四万十川など、撮影者

それぞれの思い入れが表現された 41 道府県・90 作品を収録。 
読売新聞 2015/09/13 

2015:07. / 95p 
978-4-8381-9815-3 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784838198153*

 

マッチ売りの少女/人魚姫～アンデルセン傑作集～(新潮文庫 ア-1-5) 
アンデルセン 著 
新潮社 
雪の降る大晦日の夜、あまりの寒さに少女はマッチをともして暖をとろうとすると…。

人間の王子を好きになった人魚姫が犠牲にしたものは? 世界中で親しまれている

アンデルセンの物語から、ヒロインが活躍する全 15 編を収録。 
読売新聞 2015/09/13 

2015:08. / 386p 
978-4-10-205505-2 
630 円〔本体〕+税 

*9784102055052*

 

オープンダイアローグとは何か 
医学書院 
精神医療を刷新するアプローチ「オープンダイアローグ」。その発展と普及に寄与し

てきたヤーコ・セイックラ教授の論文 3 本の翻訳をメインに、オープンダイアローグ

の概略、実践の背景にある考え方、思想、具体的な手法を解説。 
読売新聞 2015/09/13 

2015:06. / 205p 
978-4-260-02403-7 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784260024037*

 

デフ・ヴォイス～法廷の手話通訳士～(文春文庫 ま 34-1) 
丸山 正樹 著 
文藝春秋 
結婚に失敗し、職場でも挫折した荒井は、生活の為に手話通訳士となった。ある

日、荒井は刑事事件に問われたろう者の法廷通訳を引き受け、そこで運命の女性・

手塚瑠美に出会うが…。 
読売新聞 2015/09/13、日本経済新聞 2015/09/20 

2015:08. / 311p 
978-4-16-790420-3 
650 円〔本体〕+税 

*9784167904203*

 

第四の大陸～人類と世界地図の二千年史～ 
トビー・レスター/ 小林 力 著 
中央公論新社 
アメリカという名前が史上初めて作られ、使われた、「ヴァルトゼーミュラー世界図」。

その誕生秘話をはじめ、未知の大地に思いを馳せた人々の世界観の変遷と地図製

作術の発展を、貴重な図版を交えて描く。折り込み地図付き。 
読売新聞 2015/09/13、日本経済新聞 2015/09/27 

2015:08. / 6p,482p 図

版 5 枚 
978-4-12-004748-0 
3,700 円〔本体〕+税 

*9784120047480*

 

大いなる幻影(講談社文庫)  
戸川昌子 著 
講談社 
読売新聞 2015/09/20 

1978:08. / １９５ｐ 
978-4-06-136109-6 
320 円〔本体〕+税 

*9784061361096*
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孤独な夜のココア 改版(新潮文庫)  
田辺 聖子 著 
新潮社 
読売新聞 2015/09/20 

2010:03. / ２９７ｐ 
978-4-10-117511-9 
490 円〔本体〕+税 

*9784101175119*

 

笑う漱石 
夏目 漱石 著, 夏目 漱石/ 南 伸坊 編 
七つ森書館 
文豪・夏目漱石は生涯に 2600 余の俳句を残しました。句風は斬新にして洒脱。南

伸坊さんが 30 句選んで絵（俳画）をつけました。 
読売新聞 2015/09/20 

2015:03. / 1 冊(ページ

付なし) 
978-4-8228-1526-4 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784822815264*

 

猟人日記(講談社文庫 と 3-5) 
戸川 昌子 著 
講談社 
妻以外の女性を求め夜の街を彷徨う男。ところが仕留めた「獲物」が次々に殺され、

現場には彼の遺留品が発見される。イヤミスの原点！ 
読売新聞 2015/09/20 

2015:08. / 313p 
978-4-06-293180-9 
680 円〔本体〕+税 

*9784062931809*

 

東京零年 
赤川 次郎 著 
集英社 
死んだはずの男・湯浅道男が生きていることを知った亜紀と健司は、事件の真相を

解明するために動き出す。しかし、待ち受けていたのは 
読売新聞 2015/09/20 

2015:08. / 500p 
978-4-08-771613-9 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784087716139*

 

人口の世界史 
マッシモ・リヴィ�バッチ/ 速水 融/ 斎藤 修 著 
東洋経済新報社 
欧米でも版を重ねている標準テキスト。人口減少の生物学的基礎から始まって、人

口転換、発展途上国の人口問題など幅広い問題を展望。 
読売新聞 2015/09/20 

2014:02. / 16p,301p 
978-4-492-37116-9 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784492371169*

 

選択日記 
シーナ・アイエンガー 著 
文藝春秋 
コロンビア・ビジネススクールの盲目の美人教授の 20 年にわたる選択に対する研

究から生まれたメソッド。NHK 白熱教室でも話題に。書き込み式。 
読売新聞 2015/09/20 

2012:07. / 79p 
978-4-16-375600-4 
980 円〔本体〕+税 

*9784163756004*

 

仙厓 無法の禅 
玄侑 宗久 著 
ＰＨＰ研究所 
「峻厳な青年僧」から「洒脱な和尚さん」へ-。禅僧仙厓の人生と思想を、彼が残した

味わい深い絵と書から読み解く。『東京新聞』ほか連載をもとに単行本化。 
読売新聞 2015/09/20 

2015:06. / 127p 
978-4-569-82516-8 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784569825168*
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ごぼう(ものと人間の文化史 170) 
冨岡 典子 著 
法政大学出版局 
和食に不可欠な野菜ごぼうは、焼畑農耕から生まれ、各地の風土のなか固有の品

種や調理法が育まれた。そのルーツを稲作以前の神饌や祭り、儀礼に探る和食文

化誌。 
読売新聞 2015/09/20 

2015:06. / 
10p,247p,19p 
978-4-588-21701-2 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784588217012*

 

野球×統計は最強のバッテリーである～セイバーメトリクスとトラッキングの世界～

(中公新書ラクレ 533) 
データスタジアム株式会社 著 
中央公論新社 
打率や防御率だけで選手を評価する時代は終わった! セイバーメトリクスからトラッ

キングデータまで、野球の楽しみ方が無限に広がる「野球×データ活用」の世界を

紹介する。 
読売新聞 2015/09/20 

2015:08. / 254p 
978-4-12-150533-0 
820 円〔本体〕+税 

*9784121505330*

 

すてきなあなたに<04> パリの手袋 
大橋 鎭子 著 
暮しの手帖社 
おいしいもの、おしゃれ、旅先のできごとなど、とびきりすてきなお話を綴ったエッセ

イ集。1974?1982 年の 7 月から 12 月までの章を収録。女優・本上まなみの解説も

掲載。 
読売新聞 2015/09/20 

2015:04. / 317p 
978-4-7660-0192-1 
1,100 円〔本体〕+税 

*9784766001921*

 

頭の体操<第 10 集> 銀河アドベンチャー・ツアーへようこそ(光文社知恵の森文庫 
c た 2-10) 
多湖 輝 著 
光文社 
多くの発明や発見は、それまでの常識を打ち破ることで生み出されてきた。逆転の

発想をもたらす柔軟な頭脳を手に入れるための、想像力を銀河まで飛躍させるパズ

ル&クイズを多数収録。 
読売新聞 2015/09/20 

2014:11. / 198p 
978-4-334-78659-5 
600 円〔本体〕+税 

*9784334786595*

 

百歳の力(集英社新書 0743) 
篠田 桃紅 著 
集英社 
100 歳を過ぎた今も世界的に活動する美術家・篠田桃紅。長生きするにはどうすれ

ばいいか、いつまでも“現役"かつ“第一線"で活躍し続けるには何が必要か?など、

示唆に富むアドバイスが満載! 
読売新聞 2015/09/20 

2014:06. / 185p 
978-4-08-720743-9 
700 円〔本体〕+税 

*9784087207439*

 

マンホール～意匠があらわす日本の文化と歴史～(シリーズ・ニッポン再発見 1) 
石井 英俊 著 
ミネルヴァ書房 
日本全国に約 1400 万個もあるといわれるマンホール。日本全国をまわりながら、各

市町村のマンホールの蓋の写真を撮り続けている著者が、それらをテーマ別に取り

上げながら、各地の文化を垣間見る。 
読売新聞 2015/09/20 

2015:09. / 211p,11p 
978-4-623-07447-1 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784623074471*
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へんな生きもの へんな生きざま 
早川 いくを 著 
エクスナレッジ 
生きるのに必死すぎて、こんなにもへんてこになった生きものたち。ヨウカイカマキ

リ、コモリガエル、リュウグウノツカイ…。地球の奇妙な隣人たちの、おかしくも切ない

113 の生きざまを写真で紹介する。 
読売新聞 2015/09/20 

2015:08. / 239p 
978-4-7678-2035-4 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784767820354*

 

70 年代と 80 年代～テレビが輝いていた時代～ 
市川 哲夫 編 
毎日新聞出版 
戦争も、革命も、事件もドラマもテレビの中にすべてがあった-。戦後日本の黄金時

代とも言うべき 70 年代と 80 年代を、「テレビ」を切り口に検証する。『調査情報』掲

載の特集をもとに再構成し、加筆訂正。 
読売新聞 2015/09/20 

2015:08. / 446p 
978-4-620-32318-3 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784620323183*

 

李光洙～韓国近代文学の祖と「親日」の烙印～(中公新書 2324) 
波田野 節子 著 
中央公論新社 
韓国近代文学の祖、李光洙。3・1 独立運動に積極関与するが挫折、創氏改名し日

本語小説を発表。終戦後は「親日」と糾弾を受け、朝鮮戦争で北に連行され消息を

断つ…。過去の日本を見つめつつ、李光洙の生涯を辿る。 
読売新聞 2015/09/20 

2015:06. / 4p,234p 
978-4-12-102324-7 
820 円〔本体〕+税 

*9784121023247*

 

崩壊(光文社文庫 し 42-1) 
塩田 武士 著 
光文社 
地方都市で起きた市議会議長の殺害事件。刑事の本宮は県警本部の若手女性刑

事と組み、事件の足取りを追う。捜査を進めるうちに、奇しくも本宮自身が封印して

いた高校時代の苦い思い出と事件が絡み合い…。警察小説。 
読売新聞 2015/09/20 

2015:08. / 367p 
978-4-334-76949-9 
700 円〔本体〕+税 

*9784334769499*

 

新聞のある町～地域ジャーナリズムの研究～ 
四方 洋 著 
清水弘文堂書房 
「ブロック紙」「県紙」よりも狭いエリアに密着する「地域紙」は、新聞退潮の時代でも

堅実な需要をつかんでいる。ローカルメディアがこれから果たす役割を、全国各地

の現場で聞く。『リベラルタイム』掲載を書籍化。 
読売新聞 2015/09/20 

2015:07. / 223p 
978-4-87950-618-4 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784879506184*

 

イングランド炭鉱町の画家たち～<アシントン・グループ>1934-1984～ 
ウィリアム・フィーヴァー/ 乾 由紀子 著 
みすず書房 
イングランド北東部の炭鉱町に、働く男たちの画家集団「アシントン・グループ」があ

った。仕事や暮らしの情景をありのままに描き、いまなお光彩を放つ作品群と、彼ら

の歩みをたどる異色の美術史。カラー図版も多数収録。 
読売新聞 2015/09/20 

2015:07. / 199p,14p 
図版 32p 
978-4-622-07904-0 
5,800 円〔本体〕+税 

*9784622079040*
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ピュリツァー賞受賞写真全記録 第 2 版(NATIONAL GEOGRAPHIC) 
ハル・ビュエル/ 河野 純治 著 
日経ナショナルジオグラフィック 
写真部門が創設された 1942 年から 2015 年まで、ピュリツァー賞の全年度の受賞

作を収録。各作品の撮影時の状況、写真への反響、写真家自身の証言などをまと

めた解説、撮影データや同時代の出来事とともに紹介する。 
読売新聞 2015/09/20 

2015:09. / 351p 
978-4-86313-321-1 
3,900 円〔本体〕+税 

*9784863133211*

 

リストラ日和(ハルキ文庫 し 10-1) 
汐見 薫 著 
角川春樹事務所 
日本を代表するメガバンクのエリート、森山は、突然系列子会社への転出を命ぜら

れる。リストラの余波で家庭も崩壊寸前の中、銀行員時代に扱った案件で訴えら

れ、さらなる暗雲が…。すべての働く人々の心に沁みる長篇小説。 
読売新聞 2015/09/20 

2015:07. / 368p 
978-4-7584-3921-3 
780 円〔本体〕+税 

*9784758439213*

 

日本で 100 年、生きてきて(朝日新書 523) 
むの たけじ 著 
朝日新聞出版 
敗戦の日に新聞社を辞めて秋田で週刊新聞『たいまつ』を創刊。社会の矛盾や不

正を訴え続けてきた著者が、戦争、原発や差別などの問題を考えぬき、大切なこと

は何かを語りつくす。『朝日新聞』秋田県版等掲載をもとに書籍化。 
読売新聞 2015/09/20 

2015:07. / 254p 
978-4-02-273623-9 
780 円〔本体〕+税 

*9784022736239*

 

高校野球論～弱者のための勝負哲学～(角川新書 K-36) 
野村 克也 著 
KADOKAWA 
弱小高校野球部の捕手兼主将兼監督だった野村克也。甲子園というはるか彼方の

夢に近づくために、つねに知恵を絞る。それが野村 ID 野球の出発点であった。甲

子園への思い、歴代の名選手の記憶、高校野球への提言などを綴る。 
読売新聞 2015/09/20 

2015:07. / 206p 
978-4-04-102751-6 
800 円〔本体〕+税 

*9784041027516*

 

不動産裏物語～プロが明かすカモにならない鉄則～(文春文庫 さ 65-1) 
佐々木 亮 著 
文藝春秋 
「不動産は一生に一度の買い物」と力む人ほどバカを見る。東京五輪に向けて不動

産市場が活況を呈する中、ダマされないためには何に気をつければいいのか? 魑

魅魍魎の跋扈する不動産業界の内幕を、スゴ腕営業マンが暴露する。 
読売新聞 2015/09/20 

2015:08. / 191p 
978-4-16-790436-4 
590 円〔本体〕+税 

*9784167904364*

 

人生 90 年面白く生きるコツ 
多湖 輝 著 
幻冬舎 
「面白い人」になって「面白い人生」を送り、自分と周囲を幸せにしよう! 90 歳を迎え

た著者が、面白い人の典型と思う人たちや、面白い生き方のお手本になる面白い

人などを紹介しつつ、面白い人になるためのヒントを伝える。 
読売新聞 2015/09/20 

2015:08. / 215p 
978-4-344-02809-8 
1,100 円〔本体〕+税 

*9784344028098*



 45  

 

ナチュラル・ボーン・ヒーローズ～人類が失った“野生”のスキルをめぐる冒険～ 
クリストファー・マクドゥーガル/ 近藤 隆文 著 
ＮＨＫ出版 
レジスタンスのクレタの羊飼いたちは、なぜ一夜にしてウルトラランナーとなり、ゲシ

ュタポに追われながら伝令として険しい山々を駆け抜けられたのか? 第二次世界大

戦中の英国特殊作戦執行部のドイツ軍将軍誘拐作戦を描く。 
読売新聞 2015/09/20、産経新聞 2015/09/27 

2015:08. / 452p,9p 
978-4-14-081684-4 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784140816844*

 

ヒトはこうして増えてきた～20 万年の人口変遷史～(新潮選書) 
大塚 柳太郎 著 
新潮社 
アフリカで誕生した人類は、移住、農耕、定住、産業革命を経て 72 億まで激増し

た。長期にわたる人口の変化をヒトの生き方と関連づけて解き明かした、斬新なグロ

ーバルヒストリー。 
読売新聞 2015/09/20、朝日新聞 2015/09/27、日本経済新聞 2015/09/27 

2015:07. / 260p 
978-4-10-603773-3 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784106037733*

 

タモリと戦後ニッポン(講談社現代新書 2328) 
近藤 正高 著 
講談社 
タモリとは「日本の戦後」そのものだった！敗戦直後に生まれた稀代の司会者の半

生と戦後社会を重ね合わせて考察した、新感覚現代史。 
読売新聞 2015/09/21 

2015:08. / 346p 
978-4-06-288328-3 
920 円〔本体〕+税 

*9784062883283*

 

舵を弾く 
三角 みづ紀 著 
思潮社 
早朝の枝に ついばまれたままの 柿の実が垂れる いきうつしと きれいなまましん

でいる 他の実とはちがい やぶれた皮の 柿の実が垂れる(「水曜日、万有と」より) 
第 6 詩集。 
読売新聞 2015/09/22 

2015:07. / 106p 
978-4-7837-3483-3 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784783734833*

 

七番目の鉱石 
颯木 あやこ 著 
思潮社 
騎士のように迷いなく まっすぐな道を駆けてくる狼が 横たわる私の 見開いた瞳 
硝子体を破って 棄てがたく 奪っていく(「音の梯子」より) 生と死の不可分性をテー

マにした第 3 詩集。 
読売新聞 2015/09/22 

2015:08. / 93p 
978-4-7837-3485-7 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784783734857*

 

樹下 
安藤 元雄 著 
書肆山田 
風に葉先と視覚が揺らぎ、木漏れ日がころがる。樹があって、私がいて、その二つ

が実は同じことで…。『るしおる』及び『現代詩手帖』その他に 1996-2015 年に掲載

された断片より成る新詩集。 
読売新聞 2015/09/22 

2015:09. / 85p 
978-4-87995-922-5 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784879959225*
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石原吉郎～シベリア抑留詩人の生と詩～ 
細見 和之 著 
中央公論新社 
重労働と飢え、人間不信…。極寒の地シベリアで詩人・石原吉郎は何を体験し、日

本社会に何を見たのか。62 年の生涯をたどり、詩からエッセイ、短歌俳句まで精緻

に読み解き、戦中・戦後体験と透徹した作品世界を捉えなおす。 
読売新聞 2015/09/22 

2015:08. / 360p 
978-4-12-004750-3 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784120047503*

 

黒い家(角川ホラー文庫)  
貴志 祐介 著 
角川書店 
読売新聞 2015/09/27 

1998:12. / ３９２ｐ 
978-4-04-197902-0 
680 円〔本体〕+税 

*9784041979020*

 

８００(角川文庫)  
川島 誠 著 
角川書店 
読売新聞 2015/09/27 

2002:06. / ２８６ｐ 
978-4-04-364801-6 
590 円〔本体〕+税 

*9784043648016*

 

ダイブ！！<上>(角川文庫)  
森 絵都 著 
角川書店 
読売新聞 2015/09/27 

2006:06. / ３６７ｐ 
978-4-04-379103-3 
552 円〔本体〕+税 

*9784043791033*

 

ダイブ！！<下>(角川文庫)  
森 絵都 著 
角川書店 
読売新聞 2015/09/27 

2006:06. / ３８１ｐ 
978-4-04-379104-0 
552 円〔本体〕+税 

*9784043791040*

 

一瞬の風になれ<第１部> イチニツイテ(講談社文庫)  
佐藤 多佳子 著 
講談社 
読売新聞 2015/09/27 

2009:07. / ２５４ｐ 
978-4-06-276406-3 
500 円〔本体〕+税 

*9784062764063*

 

一瞬の風になれ<第２部> ヨウイ(講談社文庫)  
佐藤 多佳子 著 
講談社 
読売新聞 2015/09/27 

2009:07. / ３０１ｐ 
978-4-06-276407-0 
560 円〔本体〕+税 

*9784062764070*
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一瞬の風になれ<第３部> ドン(講談社文庫)  
佐藤 多佳子 著 
講談社 
読売新聞 2015/09/27 

2009:07. / ４５６ｐ 
978-4-06-276408-7 
750 円〔本体〕+税 

*9784062764087*

 

風が強く吹いている(新潮文庫)  
三浦 しをん 著 
新潮社 
読売新聞 2015/09/27 

2009:06. / ６７０ｐ 
978-4-10-116758-9 
840 円〔本体〕+税 

*9784101167589*

 

虚航船団(新潮文庫)  
筒井康隆 著 
新潮社 
読売新聞 2015/09/27 

1992:08. / ５７７ｐ 
978-4-10-117127-2 
790 円〔本体〕+税 

*9784101171272*

 

地球の長い午後(ハヤカワ文庫)  
ブライアン・Ｗ．オ－ルディス/ 伊藤典夫 著 
早川書房 
読売新聞 2015/09/27 

1977:01. / ３３５ｐ 
978-4-15-010224-1 
840 円〔本体〕+税 

*9784150102241*

 

武士道シックスティーン(文春文庫)  
誉田 哲也 著 
文芸春秋 
読売新聞 2015/09/27 

2010:02. / ４１４ｐ 
978-4-16-778001-2 
640 円〔本体〕+税 

*9784167780012*

 

武士道セブンティーン(文春文庫 ほ 15-3） 
誉田 哲也 著 
文藝春秋 
読売新聞 2015/09/27 

2011:02. / 415p 
978-4-16-778003-6 
630 円〔本体〕+税 

*9784167780036*

 

七帝柔道記 
増田 俊也 著 
角川書店 
青春小説の金字塔！ 
読売新聞 2015/09/27 

2013:02. / 580p 
978-4-04-110342-5 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784041103425*
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情熱のブラジルサッカー～華麗・独創・興奮～(平凡社新書)  
沢田 啓明 著 
平凡社 
この 1 冊でサッカー大国の全てがわかる 
読売新聞 2015/09/27 

2002:03. / ２２２ｐ 
978-4-582-85131-1 
760 円〔本体〕+税 

*9784582851311*

 

現代語古語類語辞典 
芹生 公男 編 
三省堂 
現代語から古語まで初めての総合類語辞典 
読売新聞 2015/09/27 

2015:08. / 12p,2147p 
978-4-385-13994-4 
5,800 円〔本体〕+税 

*9784385139944*

 

生きものの持ちかた～その道のプロに聞く～ 
松橋 利光 著 
大和書房 
ミミズから大型犬までプロが持ち方を伝授！ 
読売新聞 2015/09/27 

2015:08. / 127p 
978-4-479-39281-1 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784479392811*

 

天国までの百マイル(講談社文庫 あ 70-23) 
浅田 次郎 著 
講談社 
事業に失敗し 愛の妻子とも別れたダメ中年の城所安男。極貧の中で育ててくれ

た母の命を救うため天才心臓外科医のいる病院へひた走る 
読売新聞 2015/09/27 

2015:08. / 333p 
978-4-06-293165-6 
620 円〔本体〕+税 

*9784062931656*

 

あと少し、もう少し(新潮文庫 せ-12-3) 
瀬尾 まいこ 著 
新潮社 
あの手に襷をつないで、力を振りしぼって、ゴールまであと少し。寄せ集めメンバー

と頼りない先生の元で、 後の駅伝にのぞむ中学生たちの夏を描く青春小説。 
読売新聞 2015/09/27 

2015:03. / 361p 
978-4-10-129773-6 
590 円〔本体〕+税 

*9784101297736*

 

スローカーブを、もう一球 改版(角川文庫 や 10-1) 
山際 淳司 著 
角川書店 
ホームランを打ったことのない選手が、甲子園で打った 16 回目の一球。九回裏、

後の攻撃で江夏が投げた 21 球。スポーツの燦めく一瞬を切りとった八篇を収録。 
読売新聞 2015/09/27 

2012:06. / 285p 
978-4-04-100327-5 
560 円〔本体〕+税 

*9784041003275*

 

悪の教典<上>(文春文庫 き 35-1） 
貴志 祐介 著 
文藝春秋 
衝撃の映画化で話題沸騰！   有能な教師の仮面をかぶった学園に潜むモンスタ

ー、蓮見聖司ことハスミン。モリタートの口笛とともに完璧な犯罪が重ねられていく 
読売新聞 2015/09/27 

2012:08. / 467p 
978-4-16-783901-7 
700 円〔本体〕+税 

*9784167839017*
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火花 
又吉 直樹 著 
文藝春秋 
奇想の天才である一方で人間味溢れる神谷、彼を師と慕う後輩徳永。芸人の 2 人

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

のか。『文學界』掲載を書籍化。 
読売新聞 2015/09/27 

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

*9784163902302*

 

冬の喝采～運命の箱根駅伝～<上>(幻冬舎文庫 く-16-8) 
黒木 亮 著 
幻冬舎 
北海道の雪深い町に生まれ育った少年が、ふと手にした陸上競技誌。その時から

走る歓びに魅せられた彼は、北海道中学選手権で優勝するまでに成長するが…。

箱根駅伝選手だった著者の自伝的長編小説。 
読売新聞 2015/09/27 

2013:12. / 411p 
978-4-344-42117-2 
724 円〔本体〕+税 

*9784344421172*

 

木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか<下>(新潮文庫 ま-41-2) 
増田 俊也 著 
新潮社 
「昭和の巌流島」と呼ばれた木村 vs 力道山の一戦。視聴率 100%、全国民注視の

なか、木村は一方的に潰され、血を流し、表舞台から姿を消す。木村はなぜ負けた

のか。戦後スポーツ史 大の謎に迫る。 
読売新聞 2015/09/27 

2014:03. / 616p 
978-4-10-127812-4 
840 円〔本体〕+税 

*9784101278124*

 

武士道エイティーン(文春文庫 ほ 15-4) 
誉田 哲也 著 
文藝春秋 
福岡と神奈川で武士道を極めた早苗と香織が、 後のインターハイで戦う。その後

に立ち塞がる進路問題。彼女たちの 18 歳の決断とは-。剣道少女たちの青春エン

ターテインメント。武士道シリーズ第 3 弾。 
読売新聞 2015/09/27 

2012:02. / 428p 
978-4-16-778004-3 
640 円〔本体〕+税 

*9784167780043*

 

建築家、走る(新潮文庫 く-50-1)  
隈 研吾 著 
新潮社 
「弱い日本」に生まれざるを得なかったがゆえの悩み、迷いこそがぼくの本領なので

す-。世界中から依頼が殺到する建築家・隈研吾が、「制約を自由に変える」仕事術

と、ユニークな自伝的建築論を紹介する。 
読売新聞 2015/09/27 

2015:09. / 249p 
978-4-10-120036-1 
490 円〔本体〕+税 

*9784101200361*

 

青の炎(角川文庫)  
貴志 祐介 著 
角川書店 
秀一は湘南の高校に通う 17 歳。女手一つで家計を担う母と素直で明るい妹の三

人暮らし。その平和な生活を乱す闖入者がいた。警察も法律も及ばず話し合いも成

立しない相手を秀一は自ら殺害することを決意する。 
読売新聞 2015/09/27 

2002:10. / 495p 
978-4-04-197906-8 
680 円〔本体〕+税 

*9784041979068*
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エンタテインメントの作り方 
貴志 祐介 著 
KADOKAWA 
読者を魅了する物語はどのようにして作られるのか？ ホラー、ミステリ、SF で文芸

賞を受賞し、『黒い家』『青の炎』『悪の教典』と年代を超えてミリオンセラーを出し続

けるエンタメ・キングが手の内を明かす！ 
読売新聞 2015/09/27 

2015:08. / 217p 
978-4-04-653349-4 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784046533494*

 

闇市(紙礫 1) 
マイク・モラスキー 編 
皓星社 
太宰治「貨幣」、耕治人「軍事法廷」、鄭承博「裸の捕虜」、平林たい子「桜の下に

て」など全 11 編を収録した戦争末期および終戦直後の闇市をめぐる短編小説集。

闇市に対する試論(私論)を提示する解説も掲載。 
読売新聞 2015/09/27 

2015:09. / 335p 
978-4-7744-0605-3 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784774406053*

 

植物はすごい<七不思議篇> 知ってびっくり、緑の秘密(中公新書 2328) 
田中 修 著 
中央公論新社 
アサガオの花はなぜ夕方になると赤紫になるの? どうしてゴーヤの実は熟すと爆発

するの? トマトのタネはなぜぬるぬるに包まれているの? 7 つの身近な植物に秘めら

れた「すごさ」から学ぶ、生き方の工夫と知恵。 
読売新聞 2015/09/27 

2015:07. / 5p,231p 
978-4-12-102328-5 
820 円〔本体〕+税 

*9784121023285*

 

ウィンブルドン(創元推理文庫 M フ 30-1) 
ラッセル・ブラッドン/ 池 央耿 著 
東京創元社 
若きテニス世界ランカーのキングとツァラプキンは、試合を通じて親友となり、互いに

高め合って、ウィンブルドン選手権への出場を果たす。だが、その世界一の大舞台

では、ある大胆な犯罪計画が実行されつつあった…。 
読売新聞 2015/09/27 

2014:10. / 381p 
978-4-488-20408-2 
1,100 円〔本体〕+税 

*9784488204082*

 

武士道ジェネレーション 
誉田 哲也 著 
文藝春秋 
大学を卒業した早苗は結婚。香織は、道場で指導しながら変わらぬ日々を過ごす

が、玄明先生が倒れ、桐谷道場に後継者問題が…。剣道女子を描く武士道シリー

ズ第 4 弾。『別冊文藝春秋』掲載に書き下ろしを加えて単行本化。 
読売新聞 2015/09/27 

2015:07. / 347p 
978-4-16-390300-2 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784163903002*

 

冬の喝采～運命の箱根駅伝～<下>(幻冬舎文庫 く-16-9) 
黒木 亮 著 
幻冬舎 
早稲田大学競走部に入部した金山を待っていたのは中村監督の厳しい指導だっ

た。狂気にも似た情熱がついに金山を箱根路へと導く。ラストランの果てに待ち受け

る運命の奇跡とは…。箱根駅伝選手だった著者の自伝的長編小説。 
読売新聞 2015/09/27 

2013:12. / 354p 
978-4-344-42118-9 
686 円〔本体〕+税 

*9784344421189*
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ダメなやつほどダメじゃない(私の履歴書) 
萩本 欽一 著 
日本経済新聞出版社 
視聴率男として一世を風靡した欽ちゃんが、半世紀以上のコメディアン人生と家族

のこと、つらかったこと、うれしかったことを、ちょっぴり照れながら振り返る。滝大作と

の対談も収録。『日本経済新聞』連載に加筆し書籍化。 
読売新聞 2015/09/27 

2015:08. / 254p 
978-4-532-16971-8 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784532169718*

 

ロマネスク美術革命(新潮選書) 
金沢 百枝 著 
新潮社 
知識より感情を、写実よりかたちの自由を優先する新たな表現…。11?12 世紀のロ

マネスクこそは、ヨーロッパ美術を大きく塗り替える「革命」だった。モダン・アートにも

通じる美の多様性を、豊富な図版を例に解きあかす。 
読売新聞 2015/09/27 

2015:08. / 270p 
978-4-10-603775-7 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784106037757*

 

木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか<上>(新潮文庫 ま-41-1) 
増田 俊也 著 
新潮社 
伝説の柔道王・木村政彦。戦前のスーパースター牛島辰熊に才能を見出され、半

死半生の猛練習の結果、師弟悲願の天覧試合を制する。しかし戦争を境に運命の

歯車は軋み始めた。GHQ は柔道を禁じ、牛島はプロ柔道を試みるが…。 
読売新聞 2015/09/27 

2014:03. / 563p 
978-4-10-127811-7 
790 円〔本体〕+税 

*9784101278117*

 

悪の教典<下>(文春文庫 き 35-2） 
貴志 祐介 著 
文藝春秋 
圧倒的人気を誇る高校教師の蓮実は、問題解決のために巧妙な細工と犯罪を重

ねていく。3 人の生徒が彼の真の貌に気づくが時すでに遅く…。ピカレスクロマンの

輝きを秘めた戦慄のサイコホラー。2012 年 11 月公開映画の原作。 
読売新聞 2015/09/27 

2012:08. / 459p 
978-4-16-783902-4 
700 円〔本体〕+税 

*9784167839024*

 

VTJ 前夜の中井祐樹 
増田 俊也 著 
イースト・プレス 
人間の生きる意味を問い続ける作家のノンフィクション集。格闘技史に残る伝説の

大会を軸に北大柔道部の濃密な人間関係を詩情豊かに謳いあげた表題作など全

3 編を収録。北大柔道部対談も併録。『ゴング格闘技』等掲載を書籍化。 
読売新聞 2015/09/27 

2014:12. / 189p 
978-4-7816-1270-6 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784781612706*

 

旅を楽しむ!トリビア大百科～ロンリープラネット～ 
ナイジェル・ホームズ/ 八幡谷 真弓 著 
日経ナショナルジオグラフィック 
ワニに捕まってしまったら? 砂漠で道に迷ったら? バッキンガム宮殿に招待された

ら? サバイバル術から異国でのエチケット、応急処置まで、どこかで役立つトラベル

TIPS を 新インフォグラフィック技法を駆使して紹介。 
読売新聞 2015/09/27 

2014:02. / 203p 
978-4-86313-242-9 
1,850 円〔本体〕+税 

*9784863132429*
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全集黒沢明<第４巻>(全集 黒澤明)  
黒沢明 著 
岩波書店 
日本経済新聞 2015/09/06 

1988:02. / ４３５ｐ 
978-4-00-091324-9 
3,600 円〔本体〕+税 

*9784000913249*

 

日本文壇史～回想の文学～<１> 開化期の人々(講談社文芸文庫)  
伊藤整 著 
講談社 
日本経済新聞 2015/09/06 

1994:12. / ３３３，ｐ 
978-4-06-196300-9 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784061963009*

 

昭和文学盛衰史(文春文庫)  
高見順 著 
文藝春秋 
日本経済新聞 2015/09/06 

1987:08. / ６１４ｐ 
978-4-16-724904-5 
641 円〔本体〕+税 

*9784167249045*

 

人間の魅力～壁を破るものは何か～  
田辺昇一 著 
ダイヤモンド社 
日本経済新聞 2015/09/06 

1970:12. / 248 
978-4-478-70001-3 
1,204 円〔本体〕+税 

*9784478700013*

 

たそがれの人間～佐藤春夫怪異小品集～(平凡社ライブラリー 830) 
佐藤 春夫 著, 東 雅夫 編 
平凡社 
『田園の憂鬱』で知られる作家の怪異集 
日本経済新聞 2015/09/06 

2015:07. / 383p 
978-4-582-76830-5 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784582768305*

 

何処へ行くのか、この国は～元駐米大使、若人への遺言～  
村田 良平 著 
ミネルヴァ書房 
日本外交の真実と日本人への願いを語る 
日本経済新聞 2015/09/06 

2010:04. / ２３３，１４ｐ 
978-4-623-05722-1 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784623057221*

 

ヤフーとその仲間たちのすごい研修～リーダーをつくれ!前代未聞の 31 人の冒険

～ 
篠原 匡 著 
日経ＢＰ社 
2014 年 5～10 月に北海道・美瑛町で繰り広げられた、前代未聞のリーダー育成研

修を追った一冊。 
日本経済新聞 2015/09/06 

2015:07. / 215p 
978-4-8222-7911-0 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784822279110*
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太閤の巨いなる遺命 
岩井 三四二 著 
講談社 
行方知れずとなった関ヶ原の盟友を探すため、海を渡る彦九郎。たどりついたアユ

タヤの地で彼が見たものとは？歴史海洋冒険大作。 
日本経済新聞 2015/09/06 

2015:07. / 355p 
978-4-06-219636-9 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784062196369*

 

光と重力 ニュートンとアインシュタインが考えたこと～一般相対性理論とは何か～

(ブルーバックス B-1930) 
小山 慶太 著 
講談社 
歴史上もっとも有名な二人の科学者の生い立ちと業績を比べながら現代物理学が

到達した究極の理論である一般相対論の考え方にせまる！ 
日本経済新聞 2015/09/06 

2015:08. / 294p 
978-4-06-257930-8 
1,080 円〔本体〕+税 

*9784062579308*

 

パラノイア合衆国～陰謀論で読み解く《アメリカ史》～ 
ジェシー・ウォーカー/ 鍛原 多惠子 著 
河出書房新社 
悪魔崇拝、異星人、イルミナティ、ＫＫＫ、ケネディ暗殺、９１１、ＦＥＭＡ…建国から

現在までアメリカが囚われてきた陰謀の精神史。 
日本経済新聞 2015/09/06 

2015:08. / 491p 
978-4-309-22636-1 
2,700 円〔本体〕+税 

*9784309226361*

 

日本近代史(ちくま新書 948） 
坂野 潤治 著 
筑摩書房 
1857 年から 1937 年まで、80 年間の近代日本の劇的な歩みを、史料を精緻に読み

解き、「改革」「革命」「建設」「運用」「再編」「危機」の 6 つに区分して通観する。 
日本経済新聞 2015/09/06 

2012:03. / 461p 
978-4-480-06642-8 
1,100 円〔本体〕+税 

*9784480066428*

 

経営者になる経営者を育てる～ＢＣＧ戦略リーダーシップ～  
菅野 寛 著 
ダイヤモンド社 
リーダーシップ・スキルを「形式知化」して、戦略的に「経営者になる・経営者を育て

る」方法を提示。ソニー、京セラなど優れた経営者との議論から、経営者に必須のス

キルセットを抽出する。 
日本経済新聞 2015/09/06 

2005:06. / 256p 
978-4-478-37484-9 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784478374849*

 

仮説思考～ＢＣＧ流問題発見・解決の発想法～  
内田 和成 著 
東洋経済新報社 
徹底的に調べてから答えを出すという仕事のやり方には無理がある。仕事の質とス

ピードを決めるのは仮説だ！ 著者が２０年間のコンサルティング経験の中で培っ

てきた「仮説思考」について解説。 
日本経済新聞 2015/09/06 

2006:03. / ２３６ｐ 
978-4-492-55555-2 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784492555552*
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源頼政と木曽義仲～勝者になれなかった源氏～(中公新書 2336) 
永井 晋 著 
中央公論新社 
保元・平治の乱、宇治合戦、倶利伽羅峠の戦い、そして都落ちと敗死…。源平合戦

の幕開きを象徴する源頼政・木曽義仲の実像と動乱の時代を、皇位継承をめぐる

政治的背景も織り交ぜつつ、描きだす。 
日本経済新聞 2015/09/06 

2015:08. / 7p,210p 
978-4-12-102336-0 
760 円〔本体〕+税 

*9784121023360*

 

ドルへの挑戦～G ゼロ時代の通貨興亡～ 
岡部 直明 著 
日本経済新聞出版社 
圧倒的だったドル覇権はなぜ揺らいだか? そして「通貨 G ゼロ時代」はやって来る

のか? 戦後 70 年の歴史を、国際通貨と国際政治の接点に照準を合わせて掘り下

げ、新時代の通貨体制を展望する。 
日本経済新聞 2015/09/06 

2015:07. / 292p 
978-4-532-35659-0 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784532356590*

 

秀吉研究の最前線～ここまでわかった「天下人」の実像～(歴史新書 y 055) 
日本史史料研究会 編 
洋泉社 
人生前半はプラス、人生後半はマイナス、こうした秀吉像は正しいのか? 多様な人

材を登用し、臨機応変に混乱を収めていく秀吉。 新の研究によって、後世に歪め

られた秀吉像に大幅な変更を迫る。 
日本経済新聞 2015/09/06 

2015:08. / 318p 
978-4-8003-0710-1 
950 円〔本体〕+税 

*9784800307101*

 

ヴァイマル憲法とヒトラー～戦後民主主義からファシズムへ～(岩波現代全書 
068) 
池田 浩士 著 
岩波書店 
第一次世界大戦後の戦後民主主義を体現するヴァイマル憲法下で、ヒトラーは人

心を掌握し、合法的に政権を獲得した。ドイツ国民を魅了したナチズムの本質を抉

り出し、新たなファシズムの到来に警鐘を鳴らす。 
日本経済新聞 2015/09/06 

2015:06. / 7p,286p 
978-4-00-029168-2 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784000291682*

 

ワーク・ルールズ!～君の生き方とリーダーシップを変える～ 
ラズロ・ボック/ 鬼澤 忍/ 矢羽野 薫 著 
東洋経済新報社 
自分より優秀な人だけを採用する。カネを使うときは惜しみなく使う-。世界 高の職

場を設計した男、グーグルの人事トップが、採用・育成・評価のすべてを公開する。

ベストチームをつくるアドバイスが満載。 
日本経済新聞 2015/09/06 

2015:07. / 558p 
978-4-492-53365-9 
1,980 円〔本体〕+税 

*9784492533659*

 

文学の空気のあるところ 
荒川 洋治 著 
中央公論新社 
読書は人を変え、風景を変え、空気まで変えるのかもしれない。豊かな陰影をもつ

作品と作家、印刷のこと、造本のこと-。現代詩作家がおくる、古くて新しい文学のは

なし。よみうりホール他での講演をもとに書籍化。 
日本経済新聞 2015/09/06 

2015:06. / 237p 
978-4-12-004731-2 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784120047312*
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中国「新常態」の経済 
関 志雄 著 
日本経済新聞出版社 
「新常態」経済への移行はリスクに満ちている。中国は改革開放以来の大転換を乗

り切れるのか? 綿密なデータの分析、経済学の論理をもとに公式見解と実態とのギ

ャップを明らかにし、歴史的な大調整の内実を捉える。 
日本経済新聞 2015/09/06 

2015:07. / 309p 
978-4-532-35651-4 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784532356514*

 

中居正広という生き方 
太田 省一 著 
青弓社 
アイドル・アーティスト・MC・俳優など、各分野の第一線で活躍する SMAP の中居

正広。「一流の素人でありたい」という彼の多彩な魅力に、「本」「ヤンキー」「結婚」と

いった視点から迫り、その真摯な生き方を描き出す。 
日本経済新聞 2015/09/06 

2015:07. / 196p 
978-4-7872-7379-6 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784787273796*

 

ロンドン日本人村を作った男～謎の興行師タナカー・ブヒクロサン 1839-94～ 
小山 騰 著 
藤原書店 
幕末の日本に来航後、軽業見世物の興行師に転身し、日本人一座を率いて世界

各地で公演、ついに 1885 年ロンドン「日本人村」を仕掛けた謎のオランダ人の正体

とは? 軽業見世物興行を通じ、19 世紀後半の日英関係史に迫る。 
日本経済新聞 2015/09/06 

2015:08. / 360p 図版
16p 
978-4-86578-038-3 
3,600 円〔本体〕+税 

*9784865780383*

 

統計はウソをつく～アフリカ開発統計に隠された真実と現実～ 
モルテン・イェルウェン/ 渡辺 景子 著 
青土社 
アフリカ諸国の経済統計の問題、歴史的な事情、各国統計局の状況などを、現地

調査や関係者へのインタビューを含めた綿密な調査によって解説。アフリカの経済

開発統計がいかにずさんに作成されているか明らかにする。 
日本経済新聞 2015/09/06 

2015:07. / 283p,19p 
978-4-7917-6874-5 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784791768745*

 

鏡映反転～紀元前からの難問を解く～ 
高野 陽太郎 著 
岩波書店 
なぜ鏡の中では〈左右〉が反対に見えるのか?――かんたんな問題のようで、実はプ

ラトンの昔から、数多くの哲学者や物理学者の挑戦を退けてきた。二〇〇〇年以上

も謎でありつづけた難問を、科学的な分析と実験によって解決する。 
日本経済新聞 2015/09/06、読売新聞 2015/09/20 

2015:07. / 14p,233p,5p
978-4-00-005248-1 
2,700 円〔本体〕+税 

*9784000052481*

 

世界の辺境とハードボイルド室町時代 
高野 秀行/ 清水 克行 著 
集英社インターナショナル 
現代ソマリランドと室町日本は驚くほど似ていた！ 世界観が覆される快感が味わ

える、人気ノンフィクション作家と歴史家による“超時空“対談。世界の辺境を知れ

ば、日本史の謎が解けてくる。 
日本経済新聞 2015/09/06、毎日新聞 2015/09/13 

2015:08. / 314p 
978-4-7976-7303-6 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784797673036*
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池袋ウエストゲートパーク(文春文庫)  
石田 衣良 著 
文芸春秋 
日本経済新聞 2015/09/13 

2001:07. / ３６７ｐ 
978-4-16-717403-3 
590 円〔本体〕+税 

*9784167174033*

 

戦没者合祀と靖国神社 
赤澤 史朗 著 
吉川弘文館 
誰が祀られ、誰が祀られなかったのか 
日本経済新聞 2015/09/13 

2015:07. / 7p,220p 
978-4-642-08282-2 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784642082822*

 

中国グローバル市場に生きる村 
トニー・サイチ/ 胡 必亮/ 谷村 光浩 著 
鹿島出版会 
珠江デルタの一農村がとげた大変貌の実態 
日本経済新聞 2015/09/13 

2015:08. / 286p 
978-4-306-07317-3 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784306073173*

 

海外戦没者の戦後史～遺骨帰還と慰霊～(歴史文化ライブラリー 377) 
浜井 和史 著 
吉川弘文館 
今も続く遺骨収容と戦没者慰霊の現実に迫る 
日本経済新聞 2015/09/13 

2014:05. / 6p,231p 
978-4-642-05777-6 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784642057776*

 

ぼくが遺骨を掘る人「ガマフヤー」になったわけ。～サトウキビの島は戦場だった～ 
具志堅 隆松 著 
合同出版 
遺骨は沖縄戦の証言者―。30 年間、沖縄戦の遺骨と戦争遺物を収集・記録してき

た著者が語る沖縄戦の真実。平和教育に必携の 1 冊。 
日本経済新聞 2015/09/13 

2012:09. / 171p 
978-4-7726-1063-6 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784772610636*

 

江戸城のインテリア～本丸御殿を歩く～(河出ブックス 086) 
小粥 祐子 著 
河出書房新社 
謎につつまれている徳川幕府の城・江戸城本丸御殿。当時の図面や資料から、御

殿のインテリアと、将軍たちの暮らしに迫る。図版多数。 
日本経済新聞 2015/09/13 

2015:08. / 216p 
978-4-309-62486-0 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784309624860*

 

欧州解体～ドイツ一極支配の恐怖～ 
ロジャー・ブートル/ 町田 敦夫 著 
東洋経済新報社 
英国、ギリシャ離脱でＥＵ崩壊か。ドイツが覇権を握るのか。英国シティのナンバー

ワン・エコノミストがこれからの欧州情勢を徹底予測 
日本経済新聞 2015/09/13 

2015:08. / 385p,12p 
978-4-492-44417-7 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784492444177*
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奄美の奇跡～「祖国復帰」若者たちの無血革命～ 
永田 浩三 著 
ＷＡＶＥ出版 
戦後 70 年記念企画。占領下の 8 年間、島民 20 万人が祖国復帰闘争を繰り広

げ、実現させた「奄美の奇跡」を描いたノンフィクション！ 
日本経済新聞 2015/09/13 

2015:07. / 335p 
978-4-87290-752-0 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784872907520*

 

減反廃止～農政大転換の誤解と真実～ 
荒幡 克己 著 
日本経済新聞出版社 
減反を実施した 40 数年で、日本農業はどのように変貌したのか。これまで減反政

策が歩んできた道を振り返りつつ、その経済的帰結を分析し、減反廃止の経路と廃

止後の展望を深く考える。 
日本経済新聞 2015/09/13 

2015:07. / 5p,345p 
978-4-532-13462-4 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784532134624*

 

戦国武将(中公文庫 お 85-1) 
小和田 哲男 著 
中央公論新社 
下剋上はどうして起こるのか? 争乱はなぜ百年間も続いたのか? 戦国武将をとりま

く状況、組織を確かな史料から読みとり、身分と出自、謀叛の論理、文武の実際、生

死の観念などを具体的に検証する。 
日本経済新聞 2015/09/13 

2015:08. / 237p 
978-4-12-206158-3 
800 円〔本体〕+税 

*9784122061583*

 

ヴァイオリニストの領分 
堀米 ゆず子 著 
春秋社 
演奏家としての本懐と研鑽の日々、普段の練習や心身のメンテナンス…。世界一流

のオーケストラ、指揮者と共演してきたヴァイオリニストが、自身のホームページで綴

ってきた約 10 年分の文章をまとめる。 
日本経済新聞 2015/09/13 

2015:07. / 274p 
978-4-393-93590-3 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784393935903*

 

死者の花嫁～葬送と追想の列島史～ 
佐藤 弘夫 著 
幻戯書房 
自然葬・樹木葬など葬送のあり方が多様化する現在。日本列島に定着していた仏

教式の葬送文化の成立と、それを支えた死生観を辿り、未来に向けて生者と死者

の関係を再構築していくための素材を提示する。 
日本経済新聞 2015/09/13 

2015:08. / 205p 
978-4-86488-079-4 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784864880794*

 

芸人と俳人 
又吉 直樹/ 堀本 裕樹 著 
集英社 
作家としても注目を集める芸人・又吉直樹が、気鋭の俳人・堀本裕樹に弟子入り。

ひそやかな 2 年の学びをまとめる。書き下ろしエッセイや実作俳句 20 句も収録。

『すばる』連載「ササる俳句 笑う俳句」を単行本化。 
日本経済新聞 2015/09/13 

2015:05. / 349p 
978-4-08-771612-2 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784087716122*
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戦犯を救え～BC 級「横浜裁判」秘録～(新潮新書 631) 
清永 聡 著 
新潮社 
国に見放された戦犯を救え-。「勝者の横暴」に立ち上がった横浜の弁護士たちは

何を求め、何に敗れたか。隠された膨大な BC 級戦犯裁判文書と元被告の貴重な

証言から、知られざる献身の物語を描き出した戦後史秘録。 
日本経済新聞 2015/09/13 

2015:08. / 237p 
978-4-10-610631-6 
760 円〔本体〕+税 

*9784106106316*

 

ルポ過激派組織 IS～ジハーディストを追う～ 
別府 正一郎/ 小山 大祐 著 
ＮＨＫ出版 
国家樹立宣言、シャルリ・エブド襲撃事件、日本人人質事件…。長期にわたって中

東・アフリカ・ヨーロッパで過激派組織 IS を追跡してきた NHK の著者 2 人が、この

組織、この出来事の中にいる当事者のリアルをあぶり出す。 
日本経済新聞 2015/09/13 

2015:07. / 205p 
978-4-14-081664-6 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784140816646*

 

生きがいについて(神谷美恵子コレクション)  
神谷 美恵子 著 
みすず書房 
ひとたび生きがいを失ったらどう生きるか。ハンセン病患者との出会いから生まれた

永遠のテーマ「生きがい」を考える。病や愛する人の死など苦難に見舞われた人の

生きる喜びとは？ ６６年初版の名著に執筆当時の日記を付す。 
日本経済新聞 2015/09/13 

2004:10. / ３５３，１６ｐ 
978-4-622-08181-4 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784622081814*

 

兵士はどこへ行った～軍用墓地と国民国家～ 
原田 敬一 著 
有志舎 
「公」の名の下に国家が占有してきた「軍人の墓地」というテーマに接近する試み。

世界各地の軍用墓地等を調査し、その来歴と現状を見つめながら、現代国家とそこ

に生きる人びとを今も拘束し続ける戦死者追悼の問題を考え直す。 
日本経済新聞 2015/09/13 

2013:01. / 4p,316p,7p 
978-4-903426-68-6 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784903426686*

 

ピンポン外交の陰にいたスパイ 
ニコラス・グリフィン 著 
柏書房 
卓球の真の歴史とは、スパイ活動、世界情勢の悪化、巧みな外交などがからむ、奇

想天外な物語-。卓球のルールを定めた、イギリス名門貴族出身のアイヴァー・モン

タギューの活躍と、卓球を巧みに取り入れてゆく中国の姿を描く。 
日本経済新聞 2015/09/13、朝日新聞 2015/09/27 

2015:08. / 422p 図版
12p 
978-4-7601-4620-8 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784760146208*

 

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。 
日本経済新聞 2015/09/13、毎日新聞 2015/09/13 

2015:05. / 6p,203p,2p 
978-4-00-431545-2 
740 円〔本体〕+税 

*9784004315452*
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日本鉄道歌謡史<2> 戦後復興?東日本大震災 
松村 洋 著 
みすず書房 
鉄道は庶民の意識や暮らしをどう近代化したのか。人びとの暮らしの近代化は、鉄

道をどう変えたのか。鉄道の歌を通して、人びとが体験した近代化のさまざまな側面

を考える。2 は、1947 年?2012 年の歌を取り上げる。 
日本経済新聞 2015/09/13、毎日新聞 2015/09/13、朝日新聞 2015/09/20、東京・

中日新聞 2015/09/27 

2015:08. / 6p,p280?604
978-4-622-07935-4 
4,200 円〔本体〕+税 

*9784622079354*

 

日本鉄道歌謡史<1> 鉄道開業?第二次世界大戦 
松村 洋 著 
みすず書房 
鉄道は庶民の意識や暮らしをどう近代化したのか。人びとの暮らしの近代化は、鉄

道をどう変えたのか。鉄道の歌を通して、人びとが体験した近代化のさまざまな側面

を考える。1 は、1872 年頃?1943 年の歌を取り上げる。 
日本経済新聞 2015/09/13、毎日新聞 2015/09/13、朝日新聞 2015/09/20、東京・

中日新聞 2015/09/27 

2015:08. / 6p,277p 
978-4-622-07934-7 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784622079347*

 

つゆのあとさき 改版(岩波文庫)  
永井荷風 著 
岩波書店 
日本経済新聞 2015/09/20 

1987:03. / １５７ｐ 
978-4-00-310414-9 
460 円〔本体〕+税 

*9784003104149*

 

?東綺譚 改版 改版(岩波文庫 
永井 荷風 著 
岩波書店 
日本経済新聞 2015/09/20 

1991:07. / １９６ｐ 
978-4-00-310415-6 
500 円〔本体〕+税 

*9784003104156*

 

日和下駄～一名東京散策記～(講談社文芸文庫)  
永井 荷風 著 
講談社 
日本経済新聞 2015/09/20 

1999:10. / ２１７ｐ 
978-4-06-197685-6 
980 円〔本体〕+税 

*9784061976856*

 

蟹工船・党生活者 改版(新潮文庫)  
小林 多喜二 著 
新潮社 
日本経済新聞 2015/09/20 

2003:06. / ２８１ｐ 
978-4-10-108401-5 
400 円〔本体〕+税 

*9784101084015*
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阿片王～満州の夜と霧～(新潮文庫)  
佐野 真一 著 
新潮社 
日本経済新聞 2015/09/20 

2008:07. / ５７５，４ｐ 
978-4-10-131638-3 
790 円〔本体〕+税 

*9784101316383*

 

楽想のひととき  
アルフレ－ト・ブレンデル/ 岡崎昭子 著 
音楽之友社 
日本経済新聞 2015/09/20 

1978:06. / ２７４ｐ 
978-4-276-20362-4 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784276203624*

 

音楽のなかの言葉  
アルフレ－ト・ブレンデル/ 木村博江 著 
音楽之友社 
日本経済新聞 2015/09/20 

1992:03. / ３２９， 
978-4-276-20363-1 
2,524 円〔本体〕+税 

*9784276203631*

 

東京残影(河出文庫)  
川本 三郎 著 
河出書房新社 
日本経済新聞 2015/09/20 

2001:08. / ２７８ｐ 
978-4-309-40633-6 
780 円〔本体〕+税 

*9784309406336*

 

薔薇の名前<上>  
ウンベルト・エ－コ/ 河島英昭 著 
東京創元社 
日本経済新聞 2015/09/20 

1990:01. / ４１３ｐ 
978-4-488-01351-6 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784488013516*

 

薔薇の名前<下>  
ウンベルト・エ－コ/ 河島英昭 著 
東京創元社 
日本経済新聞 2015/09/20 

1990:01. / ４２６ｐ 
978-4-488-01352-3 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784488013523*

 

断腸亭日乗<第７巻> 新版  
永井 荷風 著 
岩波書店 

晩年の文豪の姿を伝える 
日本経済新聞 2015/09/20 

2002:03. / ２７４， 
978-4-00-026687-1 
5,400 円〔本体〕+税 

*9784000266871*
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断腸亭日乗<第２巻> 新版  
永井 荷風 著 
岩波書店 
荷風文学の到達点．日記文学の名品 
日本経済新聞 2015/09/20 

2001:10. / ４３２ｐ 
978-4-00-026682-6 
5,000 円〔本体〕+税 

*9784000266826*

 

断腸亭日乗<第１巻> 新版  
永井 荷風 著 
岩波書店 
荷風文学の到達点．大正 6-15 年を収録 
日本経済新聞 2015/09/20 

2001:09. / ４９０ｐ 
978-4-00-026681-9 
5,000 円〔本体〕+税 

*9784000266819*

 

断腸亭日乗<第６巻> 新版  
永井 荷風 著 
岩波書店 
偏奇なまでの生き方を通す戦後の荷風の姿 
日本経済新聞 2015/09/20 

2002:02. / ４２６ｐ 
978-4-00-026686-4 
5,000 円〔本体〕+税 

*9784000266864*

 

世界の迷路<2> 北の古文書 
マルグリット・ユルスナール/ 小倉 孝誠 著 
白水社 
母・父・私をめぐる自伝的三部作、第二巻 
日本経済新聞 2015/09/20 

2011:11. / 349p 
978-4-560-08178-5 
3,400 円〔本体〕+税 

*9784560081785*

 

世界の迷路<3> なにが?永遠が 
マルグリット・ユルスナール 著 
白水社 
母・父・私をめぐる自伝的三部作、 終巻 
日本経済新聞 2015/09/20 

2015:08. / 374p 
978-4-560-08407-6 
3,400 円〔本体〕+税 

*9784560084076*

 

断腸亭日乗<第３巻> 新版  
永井 荷風 著 
岩波書店 
荷風文学の到達点．昭和七年-十年分を収録 
日本経済新聞 2015/09/20 

2001:11. / ４９２ｐ 
978-4-00-026683-3 
5,000 円〔本体〕+税 

*9784000266833*

 

ふらんす物語 改版(岩波文庫)  
永井 荷風 著 
岩波書店 
憧れの地フランスでの恋，夢，日本への絶望 
日本経済新聞 2015/09/20 

2002:11. / ４４６ｐ 
978-4-00-310429-3 
900 円〔本体〕+税 

*9784003104293*
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ハドリアヌス帝の回想  
マルグリット・ユルスナール/ 多田 智満子 著 
白水社 
命の終焉で語られる、一人の男の精神の遍歴 
日本経済新聞 2015/09/20 

2008:12. / ３７９ｐ 
978-4-560-09219-4 
3,200 円〔本体〕+税 

*9784560092194*

 

黒の過程  
マルグリット・ユルスナール/ 岩崎 力 著 
白水社 
ルネサンス時代の陰を生きた錬金術師の物語 
日本経済新聞 2015/09/20 

2008:12. / ４２８ｐ 
978-4-560-09220-0 
4,400 円〔本体〕+税 

*9784560092200*

 

キャリアデザイン支援ハンドブック 
日本キャリアデザイン学会/ 伊藤 文男 著 
ナカニシヤ出版 
キャリア形成に参画支援するための方途満載 
日本経済新聞 2015/09/20 

2014:10. / 7p,250p 
978-4-7795-0886-8 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784779508868*

 

断腸亭日乗<第５巻> 新版  
永井 荷風 著 
岩波書店 
戦後ますます深化する昭和 15 年-19 年の記 
日本経済新聞 2015/09/20 

2002:01. / ５４０ｐ 
978-4-00-026685-7 
5,400 円〔本体〕+税 

*9784000266857*

 

断腸亭日乗<第４巻> 新版  
永井 荷風 著 
岩波書店 
文豪荷風の到達点．昭和 11 年-14 年分を収録 
日本経済新聞 2015/09/20 

2001:12. / ４５４ｐ 
978-4-00-026684-0 
5,000 円〔本体〕+税 

*9784000266840*

 

世界の迷路<1> 追悼のしおり 373p '11 全 3 巻 1 配 
マルグリット・ユルスナール/ 岩崎 力 著 
白水社 
「私が私と呼ぶ存在は、一体どこから来たのか？」著者のライフワークとなった母・

父・私をめぐる自伝的三部作第一巻。 
日本経済新聞 2015/09/20 

2011:06. / 373p 
978-4-560-08135-8 
3,600 円〔本体〕+税 

*9784560081358*

 

言論統制～情報官・鈴木庫三と教育の国防国家～(中公新書)  
佐藤 卓己 著 
中央公論新社 
言論弾圧の中心人物としても悪名高い情報官・鈴木庫三。教育と軍隊は彼の国防

国家理論の中どのように出会ったのか。情報戦への新たな照明。 
日本経済新聞 2015/09/20 

2004:08. / ４３７ｐ 
978-4-12-101759-8 
980 円〔本体〕+税 

*9784121017598*
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原子力支援～「原子力の平和利用」がなぜ世界に核兵器を拡散させたか～ 
マシュー・ファーマン/ 藤井 留美 著 
太田出版 
原子力技術を持つ国の多くが「民生用」という名目のもと、この技術を他国に提供し

てきた。国際社会における原子力技術の輸出の実態と外交目的を、豊富なデー

タ、資料によって明らかにする。 
日本経済新聞 2015/09/20 

2015:07. / 409p 
978-4-7783-1480-4 
3,500 円〔本体〕+税 

*9784778314804*

 

ザ・セカンド・マシン・エイジ 
エリック・ブリニョルフソン/ アンドリュー・マカフィー 著 
日経ＢＰ社 
さあ、マシン(人工知能)と分業する時代をどう生きる? 「機械との競争」のマサチュー

セッツ工科大学のコンビが贈る近未来経済学。膨大な調査・研究に基づき、テクノロ

ジーと未来を描く。 
日本経済新聞 2015/09/20 

2015:08. / 434p 
978-4-8222-5099-7 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784822250997*

 

奇食珍食糞便録(集英社新書 0798) 
椎名 誠 著 
集英社 
世界には「トイレがない」環境で生きる人々が２６億人存在すると言われている。世

界の辺境を長年めぐってきた著者ならではの視点で、「人間が何を食べ、どう排泄

してきたか」をテーマにルポする。 
日本経済新聞 2015/09/20 

2015:08. / 254p 
978-4-08-720798-9 
760 円〔本体〕+税 

*9784087207989*

 

荷風と東京～『断腸亭日乗』私註～  
川本 三郎 著 
都市出版 
墨東の陋巷とモダン東京を愛した東京の散歩者、永井荷風。寂しさのなかに美しさ

を見た、風景の詩人に捧げる、川本三郎のライフワーク。『東京人』連載時の原稿に

大幅加筆、書き下ろしを加えての力作。 
日本経済新聞 2015/09/20 

1996:09. / ６０６ｐ 
978-4-924831-38-4 
3,107 円〔本体〕+税 

*9784924831384*

 

貧困を救うテクノロジー 
イアン・スマイリー/ 千葉 敏生 著 
イースト・プレス 
持続可能な開発支援とは? 発展途上国の実状と、約 50 年にわたる貧困との戦い

の具体的な実績、技術の関わりを広くカバー。真に有効で持続可能な開発援助の

方法を明らかにし、これからのあるべき姿を問う。 
日本経済新聞 2015/09/20 

2015:08. / 427p 
978-4-7816-1352-9 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784781613529*

 

明治国家をつくる～地方経営と首都計画～  
御厨 貴 著 
藤原書店 
国家とは何か。「地方経営」と「首都計画」とを焦点とした諸主体の競合のなかで、内

閣・議会など統治機構や、「政府」対「言論人」の対立など、近代国家の必須要素が

生みだされる過程をダイナミックに描く。 
日本経済新聞 2015/09/20 

2007:10. / ６７８ｐ 
978-4-89434-597-3 
9,500 円〔本体〕+税 

*9784894345973*



 64  

 

水曜日の凱歌 
乃南 アサ 著 
新潮社 
昭和 20 年 8 月 15 日、男たちは負け、今度は女たちの戦争が始まった。<慰安婦>
として進駐軍へ差し出された彼女たちの苛烈な運命を、14 歳の少女・鈴子は間近

で見つめていく-。『小説新潮』連載を単行本化。 
日本経済新聞 2015/09/20 

2015:07. / 525p 
978-4-10-371015-8 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784103710158*

 

感じる言葉オノマトペ(角川選書 561) 
小野 正弘 著 
KADOKAWA 
わくわく、どきどき、ふわふわ――。感覚を伝える擬音語・擬態語「オノマトペ」。その

古典から現代に渡るまでの使用例を挙げながら、言葉の意味の変遷をたどり、曖昧

な意味の根本にある共通点を解き明かしていく。 
日本経済新聞 2015/09/20 

2015:08. / 254p 
978-4-04-703561-4 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784047035614*

 

地方消滅<創生戦略篇>(中公新書 2333) 
増田 寛也/ 冨山 和彦 著 
中央公論新社 
地方消滅を避け、真の地方創生へ進むシナリオとは? 増田寛也と冨山和彦が、移

民受け入れ、大学が職業訓練を行うべき理由、東北地方がもつ可能性、自動運転

やドローンといった新技術と地方の関係などについて語り合う。 
日本経済新聞 2015/09/20 

2015:08. / 7p,183p 
978-4-12-102333-9 
740 円〔本体〕+税 

*9784121023339*

 

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 2015/09/20 

2014:12. / 
15p,608p,98p 
978-4-622-07876-0 
5,500 円〔本体〕+税 

*9784622078760*

 

シノワズリーか、ジャポニスムか～西洋世界に与えた衝撃～(中公叢書) 
東田 雅博 著 
中央公論新社 
19 世紀後半から 20 世紀初頭の欧米で盛行したジャポニスムと、これに先行したシ

ノワズリー。西洋世界により大きな影響を与えたのはどちらか? 学界の新しい潮流を

踏まえ、二つの現象をめぐるこれまでの評価を再検討する。 
日本経済新聞 2015/09/20 

2015:08. / 242p 
978-4-12-004754-1 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784120047541*

 

習近平の権力闘争 
中澤 克二 著 
日本経済新聞出版社 
苛烈な「院政」の封じ込め、「反腐敗」で政敵を次々に摘発…。地方政府の目立た

なかった男は、いかにして大国の権力を掌握し独裁体制を築き上げたのか。中国

高指導者・習近平の知られざる実像と、秘めたる野望の核心に迫る。 
日本経済新聞 2015/09/20 

2015:09. / 309p 
978-4-532-35656-9 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784532356569*
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自分の中に毒を持て～あなたは“常識人間”を捨てられるか～(青春文庫)  
岡本太郎 著 
青春出版社 
「楽しくて楽しくてしようがない自分のとらえ方」「本当の相手をつかむ愛しかた愛さ

れかた」など、“常識人間”をすて、いつも興奮と喜びに満ちた自分でいるための生

き方を説いた一冊。「芸術は爆発だ！」という名言どおり、超個性派人間として精力

的に活動された著者ならではの、力強い人生論です。 
日本経済新聞 2015/09/20 

1993:08. / ２１８ｐ 
978-4-413-09010-0 
467 円〔本体〕+税 

*9784413090100*

 

フランシス・クリック～遺伝暗号を発見した男～ 
マット・リドレー/ 田村 浩二 著 
勁草書房 
DNA 構造の発見、遺伝暗号の解読、分子生物学の樹立、そして意識研究へ-。稀

代の生命科学者フランシス・クリックの生涯と、科学という知の営みの尊さを描く。 
日本経済新聞 2015/09/20、毎日新聞 2015/09/20 

2015:08. / 6p,236p,8p 
978-4-326-75055-9 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784326750559*

 

志賀直哉全集<第１巻> 或る朝 網走まで  
志賀 直哉 著 
岩波書店 
日本経済新聞 2015/09/27 

1998:12. / ３９６ｐ 
978-4-00-092211-1 
3,800 円〔本体〕+税 

*9784000922111*

 

志賀直哉全集<第３巻> 城の崎にて 和解  
志賀 直哉 著 
岩波書店 
日本経済新聞 2015/09/27 

1999:02. / ５０４ｐ 
978-4-00-092213-5 
4,200 円〔本体〕+税 

*9784000922135*

 

志賀直哉全集<第２２巻> 年譜 著作年表 書誌  
志賀 直哉 著 
岩波書店 
日本経済新聞 2015/09/27 

2001:03. / ４０６，１０３ｐ
978-4-00-092232-6 
5,200 円〔本体〕+税 

*9784000922326*

 

暗夜行路 改版(新潮文庫)  
志賀 直哉 著 
新潮社 
日本経済新聞 2015/09/27 

2007:08. / ６４６ｐ 
978-4-10-103007-4 
890 円〔本体〕+税 

*9784101030074*

 

滅びゆく日本の方言 
佐藤 亮一 著 
新日本出版社 
昭和初期まで使われた貴重な方言を紹介する 
日本経済新聞 2015/09/27 

2015:09. / 200p 
978-4-406-05930-5 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784406059305*
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世界のなかの日本経済～不確実性を超えて～<1> 「失われた 20 年」を超えて 
福田 慎一 著 
ＮＴＴ出版 
日本経済に希望はあるのか？ 長期停滞からの復活のカギはどこに？ 
日本経済新聞 2015/09/27 

2015:07. / 274p 
978-4-7571-2315-1 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784757123151*

 

ニッポンの貧困～必要なのは「慈善」より「投資」～ 
中川 雅之 著 
日経ＢＰ社 
社会問題化する日本人の「貧困」。「福祉」の観点で語られがちな問題を、日本の経

済活動への影響などから分析。 
日本経済新聞 2015/09/27 

2015:08. / 242p 
978-4-8222-7921-9 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784822279219*

 

欧州統合、ギリシャに死す 
竹森 俊平 著 
講談社 
ドイツ一極支配の衝撃！ギリシャ危機の正体は何か？これから何が起きるのか？国

際経済学の第一人者による緊急出版！ 
日本経済新聞 2015/09/27 

2015:08. / 205p 
978-4-06-272908-6 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784062729086*

 

希望のかたわれ 
メヒティルト・ボルマン/ 赤坂 桃子 著 
河出書房新社 
チェルノブイリの立入禁止区域に住む女性と行方不明の娘。戦争と原発の暗い記

憶を描く人間ミステリ。独語圏推理作家協会賞 終候補。 
日本経済新聞 2015/09/27 

2015:08. / 314p 
978-4-309-20681-3 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784309206813*

 

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。 
日本経済新聞 2015/09/27 

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

*9784326750535*

 

京都ぎらい(朝日新書 531)  
井上 章一 著 
朝日新聞出版 
中華思想、姫と坊主、東京“外資系”、寺と花柳界、古都税、怨霊鎮め、町屋の闇

…。さげすまれてきた「洛外人」が、京都人のえらそうな腹のうちを暴露する。洛中千

年の「花」「毒」を見定める新・京都論。 
日本経済新聞 2015/09/27 

2015:09. / 221p 
978-4-02-273631-4 
760 円〔本体〕+税 

*9784022736314*

 

日中関係史～「政冷経熱」の千五百年～(PHP 新書 1001) 
岡本 隆司 著 
ＰＨＰ研究所 
遣唐使の時代、日本は東アジアで「隔絶」していた-。朝貢一元体制からの逸脱、漢

語化する日本社会、日清戦争への道、立憲と日本化する中国…。気鋭の歴史学者

が、ずっと疎遠だった日中関係の内実を描く。 
日本経済新聞 2015/09/27 

2015:09. / 259p 
978-4-569-82652-3 
820 円〔本体〕+税 

*9784569826523*
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エニグマ アラン・チューリング伝<下> 
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・チューリングの評伝。ドイツ軍の暗号機エニグマを破ったチ

ューリングはコンピュータ開発戦争にも関わっていく。しかし時代は彼を翻弄し…。

映画「イミテーション・ゲーム」の原作。 
日本経済新聞 2015/09/27 

2015:08. / 4p,520p,13p
978-4-326-75054-2 
2,700 円〔本体〕+税 

*9784326750542*

 

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。 
日本経済新聞 2015/09/27 

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

*9784492396179*

 

外務官僚たちの太平洋戦争(NHK ブックス 1232) 
佐藤 元英 著 
ＮＨＫ出版 
外務省内において、対米開戦はいかに決定されたのか。数多の終戦工作は、なぜ

実を結ばなかったのか。外務官僚たちの動向を中心に据えて、数々の史資料を精

緻に読み解きながら、太平洋戦争の諸相を捉えなおす。 
日本経済新聞 2015/09/27 

2015:07. / 366p 
978-4-14-091232-4 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784140912324*

 

江戸の経済事件簿～地獄の沙汰も金次第～(集英社新書 0800) 
赤坂 治績 著 
集英社 
江戸時代に日本各地で起きた様々な金銭がらみの事件や出来事。江戸文化研究

家が、それらが描かれた歌舞伎、文楽、落語、浮世絵などを取り上げながら近代資

本主義以前の江戸の経済について多角的な視点でわかりやすく解説する。 
日本経済新聞 2015/09/27 

2015:09. / 220p 
978-4-08-720800-9 
740 円〔本体〕+税 

*9784087208009*

 

CFO の挑戦～最高財務責任者が担うコーポレートガバナンスと企業価値創造～ 
藤田 純孝 著 
ダイヤモンド社 
主に 2015 年のコーポレートガバナンス改革を解説し、日本のコーポレートガバナン

スの論点等を考察。さらに、CFO の役割を企業の事例を通じて紹介し、様々な経営

実践手法における CFO のリーダーシップについて詳説する。 
日本経済新聞 2015/09/27 

2015:09. / 229p 
978-4-478-06510-5 
2,300 円〔本体〕+税 

*9784478065105*

 

日本外交への直言～回想と提言～ 
河野 洋平 著 
岩波書店 
冷戦終結以降の激動期に官房長官や外務大臣を歴任するなか、日本国憲法にも

とづく政治姿勢を貫いてきたリベラリストは、戦後 70 年を迎えた現在の政治と外交

をどう見るか。湾岸戦争、核軍縮…。戦後政治の焦点への回想と総括。 
日本経済新聞 2015/09/27 

2015:08. / 12p,216p 
978-4-00-061056-8 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784000610568*
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花鳥茶屋せせらぎ 
志川 節子 著 
祥伝社 
初恋、友情、夢、仕事…。上野不忍池にある花鳥茶屋に集う幼馴染みの若者たち

が、それぞれの巣立ちに向かって懸命に生きる、瑞々しくて豊潤な傑作時代小説。

『小説 NON』掲載に加筆・修正して単行本化。 
毎日新聞 2015/09/05 

2015:09. / 333p 
978-4-396-63476-6 
1,700 円〔本体〕+税 

*9784396634766*

 

新選組颯爽録 
門井 慶喜 著 
光文社 
剣ではなく人を自在に操った土方歳三。生真面目な能吏、尾形俊太郎。若き天才

剣士、沖田総司。若き隊士たちを、時に爽やかに、時に怜悧に、そして時に凄惨に

描いた「新選組銘々伝」。『小説宝石』掲載を書籍化。 
毎日新聞 2015/09/05 

2015:08. / 332p 
978-4-334-91035-8 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784334910358*

 

オ－・ヘンリ－傑作選(岩波文庫)  
Ｏ．ヘンリ/ 大津栄一郎 著 
岩波書店 
毎日新聞 2015/09/06 

1979:11. / ２６０ｐ 
978-4-00-323301-6 
660 円〔本体〕+税 

*9784003233016*

 

俺の妹がこんなに可愛いわけがない(電撃文庫)  
伏見 つかさ 著 
アスキー・メディアワークス 
毎日新聞 2015/09/06 

2008:08. / ２７１ｐ 
978-4-04-867180-4 
570 円〔本体〕+税 

*9784048671804*

 

進撃の巨人<1>(講談社コミックスマガジン KCM4276) 
諫山 創 著 
講談社 
毎日新聞 2015/09/06 

2010:03. / [191p] 
978-4-06-384276-0 
429 円〔本体〕+税 

*9784063842760*

 

Ｏｎｅ ｐｉｅｃｅ<巻１> Ｒｏｍａｎｃｅ ｄａｗｎ(ジャンプ・コミックス)  
尾田 栄一郎 著 
集英社 
毎日新聞 2015/09/06 

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

*9784088725093*

 

１ドルの価値／賢者の贈り物～他２１編～(光文社古典新訳文庫)  
Ｏ．ヘンリー/ 芹沢 恵 著 
光文社 
毎日新聞 2015/09/06 

2007:10. / ３９７ｐ 
978-4-334-75141-8 
720 円〔本体〕+税 

*9784334751418*
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魔法少女まどか☆マギカ<１>(まんがタイムＫＲコミックス) 
ハノカゲ／Ｍａｇｉｃａ Ｑｕａｒｔｅｔ 著 
芳文社 
毎日新聞 2015/09/06 

2011:02. / 1 冊 
978-4-8322-7990-2 
657 円〔本体〕+税 

*9784832279902*

 

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。 
毎日新聞 2015/09/06 

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

*9784038508202*

 

白鳥評論(講談社文芸文庫 ま C6) 
正宗 白鳥/ 坪内 祐三 著 
講談社 
文学について、批評について、文壇について、作家について―独自のシニシズムと

ニヒリズムに貫かれた、白鳥評論の白眉。 
毎日新聞 2015/09/06 

2015:08. / 283p 
978-4-06-290270-0 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784062902700*

 

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

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

のことを語る。 
毎日新聞 2015/09/06 

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

*9784591145241*

 

骨のうたう～“芸術の子”竹内浩三～ 
小林 察 著 
藤原書店 
「戦争は美しくない。地獄である」「戦争は悪の豪華版」と書き遺して、1945 年 4 月

にフィリピンで戦死した竹内浩三。詩を書き、映画監督を志した彼の生涯を辿り、作

品を紹介する。 
毎日新聞 2015/09/06 

2015:07. / 247p 
978-4-86578-034-5 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784865780345*

 

マシュマロ・テスト～成功する子・しない子～ 
ウォルター・ミシェル/ 柴田 裕之 著 
早川書房 
美味しいお菓子を食べるのを先のばしできる子は何が違う? 自制心に関する「マシ

ュマロ・テスト」の考案者が、被験者のその後を半世紀にわたって追跡調査し、人間

の本質の不思議を語る。 
毎日新聞 2015/09/06 

2015:05. / 342p 
978-4-15-209541-1 
1,900 円〔本体〕+税 

*9784152095411*
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大田堯・寺脇研が戦後教育を語り合う～この国の教育はどこへ向かうのか～ 
大田 堯/ 寺脇 研 著 
学事出版 
教育学研究のレジェンド大田堯と、ミスター文部省の寺脇研。2 人がそれぞれに見

てきた「戦後教育」を語り尽くし、現在進行中の「教育再生」諸改革に警鐘を鳴ら

す。そして、2 人が描く教育の未来図とは…。 
毎日新聞 2015/09/06 

2015:07. / 220p 
978-4-7619-2041-8 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784761920418*

 

靖国戦後秘史～A 級戦犯を合祀した男～(角川ソフィア文庫 M116-1) 
毎日新聞「靖国」取材班 編 
KADOKAWA 
戦後 32 年間 A 級戦犯を合祀しなかった宮司の死後すぐ、合祀を秘密裏に決行し

た宮司がいた。2 人の宮司それぞれの思想、時代背景に着目し、事実を裏付ける

多くの証言とともに綴る第一級のノンフィクション。 
毎日新聞 2015/09/06 

2015:08. / 269p 
978-4-04-405807-4 
880 円〔本体〕+税 

*9784044058074*

 

子宮頸がんワクチン、副反応と闘う少女とその母たち 
黒川 祥子 著 
集英社 
不随意運動、全身疼痛、運動障害、失神、脱力、記憶障害…。少女たちを襲ったも

のは、それらだけではなかった。子宮頸がんワクチンの副反応の深刻な実態と、被

害者とその家族の壮絶な日常に迫った衝撃の書。 
毎日新聞 2015/09/06 

2015:06. / 317p 
978-4-08-781568-9 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784087815689*

 

ロジ・コミックス～ラッセルとめぐる論理哲学入門～ 
アポストロス・ドクシアディス/ クリストス・パパディミトリウ/ アレコス・パパダトス/ アニ

ー・ディ・ドンナ/ 松本 剛史/ 高村 夏輝 著 
筑摩書房 
ウィトゲンシュタイン、ゲーデル、フレーゲ、ホワイトヘッド、チューリング、フォン・ノイ

マン…。真理探究へ情熱をそそいだ 20 世紀の天才たちによる、知の格闘を描くオ

ールカラー・グラフィック・ノベル。 
毎日新聞 2015/09/06 

2015:07. / 347p 
978-4-480-84306-7 
2,700 円〔本体〕+税 

*9784480843067*

 

現代語訳でよむ日本の憲法～憲法の英文版を「今の言葉」に訳してみたら～ 
柴田 元幸/ 木村 草太 著 
アルク 
こんなことが書いてあったのか! GHQ 草案の英文を踏まえつつ、日本側が作成した

日本国憲法の英文版を、現代語日本語に訳して紹介。現代語訳の音声を収録した

CD、英文版の音声のダウンロード特典付き。 
毎日新聞 2015/09/06 

2015:08. / 163p 
978-4-7574-2645-0 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784757426450*

 

モンテッソーリ流「自分でできる子」の育て方～知る、見守る、ときどき助ける～ 
神成 美輝/ 百枝 義雄 著 
日本実業出版社 
イヤイヤも、こだわりも、同じことを繰り返すのも、実はちゃんと意味があります。ママ

たちが「なんで?」「どうして?」と思う子どもの不思議な行動とその対処法を、モンテッ

ソーリ教育の観点から解き明かします。 
毎日新聞 2015/09/06 

2015:08. / 190p 
978-4-534-05302-2 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784534053022*
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O・ヘンリー傑作選<1> 賢者の贈りもの(新潮文庫 オ-2-4)  
O.ヘンリー 著 
新潮社 
愛する夫ジムにクリスマスの贈りものをするお金がないデラは、苦肉の策を思いつき

実行するが…。夫婦のすれ違いが招いた奇跡を描く表題作ほか、「赤い酋長の身

代金」「千ドル」など、O・ヘンリーの傑作を集めた新訳版。 
毎日新聞 2015/09/06 

2014:12. / 268p 
978-4-10-207204-2 
460 円〔本体〕+税 

*9784102072042*

 

誕生日を知らない女の子～虐待-その後の子どもたち～ 
黒川 祥子 著 
集英社 
“お化けの声”が聞こえてくる美由。家族を知らず、周囲はすべて敵だった拓海…。

心の傷と闘う子どもたちと、彼らに寄り添い、再生へと導く医師や里親たち。家族と

は、生きるとは何か。人間の可能性を見つめた感動の記録。 
毎日新聞 2015/09/06 

2013:11. / 293p 
978-4-08-781541-2 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784087815412*

 

日本が見えない～竹内浩三全作品集～  
竹内 浩三/ 小林 察 著 
藤原書店 
「戦死やあわれ／兵隊の死ぬるやあわれ…」で知られる竹内浩三。太平洋戦争のさ

中にあって時代の不安を率直に綴り、２３歳で比島山中に消えた天才詩人の全作

品を、活字と写真版で収めた完全版。新発見の詩２篇と日記も収録。 
毎日新聞 2015/09/06 

2001:11. / ７０４ｐ 
978-4-89434-261-3 
8,800 円〔本体〕+税 

*9784894342613*

 

暗渠マニアック! 
吉村 生/ 高山 英男 著 
柏書房 
もともと川や水路(あるいはドブ)があった場所「暗渠」には、“水でない何か”がいまだ

残っており、何かを訴えている-。暗渠を知ると街の見え方が変わる。ふたりの「暗渠

マニア」が散歩で読み解く、見えない街のものがたり。 
毎日新聞 2015/09/06、朝日新聞 2015/09/20 

2015:06. / 223p 
978-4-7601-4609-3 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784760146093*

 

ひげよ、さらば～猫たちのバラ－ド～<上巻>(新潮文庫)  
上野瞭 著 
新潮社 
毎日新聞 2015/09/13 

1987:01. / ４８２ｐ 
978-4-10-100331-3 
544 円〔本体〕+税 

*9784101003313*

 

ひげよ、さらば～猫たちのバラ－ド～<下巻>(新潮文庫)  
上野瞭 著 
新潮社 
毎日新聞 2015/09/13 

1987:01. / ４６５ｐ 
978-4-10-100332-0 
544 円〔本体〕+税 

*9784101003320*
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新潮世界文学<４９> カミュ(２)  
新潮社 
毎日新聞 2015/09/13 

1969:01. / ７２０ｐ 
978-4-10-660149-1 
4,500 円〔本体〕+税 

*9784106601491*

 

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」 
毎日新聞 2015/09/13 

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

*9784062194785*

 

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。 
毎日新聞 2015/09/13 

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

*9784121023254*

 

鬼酣房先生かく語りき 
鬼酣房山人 著, 鬼酣房山人/ 品田 悦一 編 
青磁社 
金を積まれても同僚にしたくない帝都大教授。勝手に失踪するとは何事だ? 破天

荒にして独創的、国文学者にして帝都大教授・鬼酣房先生の、凡人の理解をはる

かに超えた奇譚・珍説を品田悦一が編集。 
毎日新聞 2015/09/13 

2015:07. / 231p 
978-4-86198-307-8 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784861983078*

 

テロリズムと戦争  
ハワード・ジン/ 田中 利幸 著 
大月書店 
９・１１事件以後のアメリカによるアフガン攻撃、イラクに対する瀬戸際政策が理解で

きる。豊かな歴史知識に裏打ちされた説得力をもって、アメリカ政府とアメリカ国民

の政治的ビヘイビアの力学を読み解く。 
毎日新聞 2015/09/13 

2003:02. / １４７，３ｐ 
978-4-272-21075-6 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784272210756*

 

人工知能～人類最悪にして最後の発明～ 
ジェイムズ・バラット/ 水谷 淳 著 
ダイヤモンド社 
近年爆発的に進化している人工知能(AI)。しかし、その「進化」がもたらすのは、果

たして明るい未来なのか? 「AI」の危険性について、あらゆる角度から徹底的に取

材・検証し、問題の本質をえぐり出す。 
毎日新聞 2015/09/13 

2015:06. / 6p,391p 
978-4-478-06575-4 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784478065754*
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インフラ・ストック効果～新時代の社会資本整備の指針～ 
インフラ政策研究会 著 
中央公論新社 
海外の社会資本整備政策を紹介し、我が国における高度経済成長期以降の社会

資本整備の歴史を振り返りながら、インフラ整備の本来的意味やこれからの社会資

本のあり方を経済面から考える。太田昭宏と冨山和彦の対談も収録。 
毎日新聞 2015/09/13 

2015:08. / 260p 
978-4-12-004753-4 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784120047534*

 

無電柱革命～街の景観が一新し、安全性が高まる～(PHP 新書 997) 
小池 百合子/ 松原 隆一郎 著 
ＰＨＰ研究所 
電柱は日本の美しい景観に悪影響を及ぼしている。電柱の害はそれだけではなく、

震災時には倒れた電柱が人命救助の妨げになる。無電柱化を推進する衆議院議

員と理論面で支える社会経済学者が、「脱・電柱大国」への道を語る。 
毎日新聞 2015/09/13 

2015:07. / 241p 
978-4-569-82512-0 
800 円〔本体〕+税 

*9784569825120*

 

ジミ・ヘンドリクス・エクスペリエンス 
滝口 悠生 著 
新潮社 
初めての恋。バイク旅行。そしてジミヘンのギター。愛おしい日々の記憶は、呼び起

こすたびにその姿を変える。人と世界へのあたたかいまなざしと、緻密で大胆な語り

が融合した、記憶と時間をめぐる小説。『新潮』掲載を書籍化。 
毎日新聞 2015/09/13 

2015:08. / 119p 
978-4-10-335312-6 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784103353126*

 

ゴリラ 第 2 版 
山極 寿一 著 
東京大学出版会 
フィールドワークが拓く「人類を超えた動物たち」の世界。なぜアフリカまで出かけて

野生のゴリラを調査するのか。霊長類学の世界的なリーダーがゴリラから得た感動と

不思議を伝える、情熱の動物記。新しい知見を加えた第 2 版。 
毎日新聞 2015/09/13 

2015:08. / 248p,38p 
978-4-13-063344-4 
2,900 円〔本体〕+税 

*9784130633444*

 

呪文 
星野 智幸 著 
河出書房新社 
それは、希望という名の恐怖――寂れゆく松保商店街に現れた若きリーダー図領。

実行力ある彼の言葉に街の人々は熱狂したのだが……。 
毎日新聞 2015/09/13、読売新聞 2015/09/27 

2015:09. / 242p 
978-4-309-02397-7 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784309023977*

 

習得への情熱～チェスから武術へ～ 
ジョッシュ・ウェイツキン/ 吉田 俊太郎 著 
みすず書房 
ハイレベルの競技者たちが心理的に取り組んでいる課題とは? かつてチェスの神

童と呼ばれ、長じて卓抜した武術家となった著者が、トップクラスの競技者となるた

めの「超」能動的な学習術を伝える。 
毎日新聞 2015/09/13、日本経済新聞 2015/09/27 

2015:08. / 301p 
978-4-622-07922-4 
3,000 円〔本体〕+税 

*9784622079224*
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横しぐれ(講談社文芸文庫)  
丸谷 才一 著 
講談社 
毎日新聞 2015/09/20 

1990:01. / ３１２ｐ 
978-4-06-196065-7 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784061960657*

 

戦中派不戦日記(講談社文庫)  
山田 風太郎 著 
講談社 
毎日新聞 2015/09/20 

2002:12. / ６９７ｐ 
978-4-06-273632-9 
980 円〔本体〕+税 

*9784062736329*

 

異邦人 改版(新潮文庫)  
カミュ/ 窪田 啓作 著 
新潮社 
毎日新聞 2015/09/20 

1995:01. / １４６ｐ 
978-4-10-211401-8 
460 円〔本体〕+税 

*9784102114018*

 

白い犬とワルツを(新潮文庫)  
テリー・ケイ/ 兼武 進 著 
新潮社 
毎日新聞 2015/09/20 

1998:03. / ２７２ｐ 
978-4-10-249702-9 
590 円〔本体〕+税 

*9784102497029*

 

肉体の学校(ちくま文庫)  
三島由紀夫 著 
筑摩書房 
毎日新聞 2015/09/20 

1992:06. / ２６５ｐ 
978-4-480-02630-9 
620 円〔本体〕+税 

*9784480026309*

 

戦中派虫けら日記～滅失への青春～(ちくま文庫)  
山田 風太郎 著 
筑摩書房 
毎日新聞 2015/09/20 

1998:06. / ６０２ｐ 
978-4-480-03409-0 
1,200 円〔本体〕+税 

*9784480034090*

 

哲学 はじめの一歩（全 4 巻・函入り） 
立正大学文学部哲学科 編 
春風社 
高校生・大学新入生を哲学の世界へ誘う 
毎日新聞 2015/09/20 

2015:09. / 400p 
978-4-86110-459-6 
3,241 円〔本体〕+税 

*9784861104596*
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集団的自衛権はなぜ違憲なのか(犀の教室) 
木村 草太 著 
晶文社 
若き憲法学者がその専門知をもとに、安倍政権が進めようとしている安保法制、集

団的自衛権行使に対して行う根源的な批判の書。 
毎日新聞 2015/09/20 

2015:08. / 277p 
978-4-7949-6820-3 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784794968203*

 

安倍首相の「歴史観」を問う 
保阪 正康 著 
講談社 
昭和史研究の第一人者が安倍首相にいだく危惧。戦後 70 年の談話に歴史の教

訓は活かされるか？あえて異をたてざるを得ない私の決意。 
毎日新聞 2015/09/20 

2015:07. / 270p 
978-4-06-219608-6 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784062196086*

 

杉浦明平を読む～“地域”から“世界”へ-行動する作家の全軌跡～ 
別所 興一/ 鳥羽 耕史/ 若杉 美智子 著 
風媒社 
ルポルタージュ文学の創始にして、イタリア・ルネサンス文学研究の第一人者・杉浦

明平。地域から日本、世界と切り結んだ、強靱なる文学の全貌を解き明かす。 
毎日新聞 2015/09/20 

2011:07. / 273p 
978-4-8331-2074-6 
2,500 円〔本体〕+税 

*9784833120746*

 

PUNK 
沖 潤子 著 
文藝春秋 
おびただしい数の針目が、ページを埋め尽くす! 世界中から注文が殺到する沖潤

子の刺?作品をオールカラーで紹介。巻末には本人による 115 の作品解説を収録

する。 
毎日新聞 2015/09/20 

2014:12. / 255p 
978-4-16-390182-4 
6,800 円〔本体〕+税 

*9784163901824*

 

平岡敏夫詩集(現代詩文庫 216) 
平岡 敏夫 著 
思潮社 
文学史家でもある詩人の、歴史の無惨と交差する生の歩み。代表作「浜辺のうた」

「蒼空」全篇のほか、評論、インタビューなどを収録。佐藤泰正、山本哲也らによる

作品論・詩人論も掲載。 
毎日新聞 2015/09/20 

2015:08. / 158p 
978-4-7837-0994-7 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784783709947*

 

せんそうごっこ 
谷川 俊太郎/ 三輪 滋 著 
いそっぷ社 
せんそうだあ! かったほうがいいほう、まけたほうはわるいほう。せんそうってべんり

だね、ひとをころしてもだれにもしかられない-。戦争という<悪>を見つめた谷川俊太

郎の静かなメッセージ。 
毎日新聞 2015/09/20 

2015:09. / 1 冊(ページ

付なし) 
978-4-900963-67-2 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784900963672*
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古代ローマの生活(角川ソフィア文庫 I401-1) 
樋脇 博敏 著 
KADOKAWA 
現代人にも身近な 28 のテーマで、古代ローマの日常生活を紹介。衣食住、娯楽や

医療や老後、冠婚葬祭、性愛事情まで。一読すれば 2000 年前にタイムスリップ！ 

知的興味をかきたてる、極上の歴史案内。 
毎日新聞 2015/09/20 

2015:07. / 314p 
978-4-04-409222-1 
880 円〔本体〕+税 

*9784044092221*

 

コーチングとは「信じること」～ラグビー日本代表ヘッドコーチ エディー・ジョーンズ

との対話～(Sports Graphic Number Books) 
生島 淳 著 
文藝春秋 
弱かったラグビー日本代表は、なぜ世界の強豪に勝てるようになったのか。世界的

名将エディー・ジョーンズが組織と個人を育てるための哲学を語り尽くす。「エディー

さんの参考書-必読の 15 冊-」も収録。 
毎日新聞 2015/09/20 

2015:08. / 220p 
978-4-16-390323-1 
1,100 円〔本体〕+税 

*9784163903231*

 

杉浦明平暗夜日記 1941-45～戦時下の東京と渥美半島の日常～ 
杉浦 明平 著, 杉浦 明平/ 鳥羽 耕史 編 
一葉社 
リアリストの眼が見つめた戦時下の実相-。評論、小説、ルポルタージュ、エッセイ、

イタリア文学・芸術の翻訳など多面的で旺盛な文学活動を行った杉浦明平の、1941
年から 1945 年までの日記を活字化する。 
毎日新聞 2015/09/20 

2015:07. / 575p 
978-4-87196-057-1 
5,000 円〔本体〕+税 

*9784871960571*

 

ひろしま  
石内 都 著 
集英社 
花柄のワンピース、水玉のブラウス、テーラーメイドの背広、壊れたメガネ?。写真家・

石内都が、広島平和記念資料館に収蔵されている被爆遺品を撮影。美しいから辛

い、可憐だからむごい。広島の心模様が残る写真集。 
毎日新聞 2015/09/20 

2008:04. / ７８ｐ 
978-4-08-780482-9 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784087804829*

 

融氷の旅～日中秘話～ 
浅野 勝人 著 
青灯社 
中国との 40 年余の交流の間に著者が日中双方で体験した折々の出来事を集めた

ノンフィクション。お互いにわかり合うことの大切さに気付ける、未公開のエピソード

や裏話が満載。「日中反目の連鎖を断とう」の姉妹本。 
毎日新聞 2015/09/20 

2015:07. / 281p 
978-4-86228-082-4 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784862280824*

 

トイレ学大事典 
日本トイレ協会 編 
柏書房 
家庭用から学校、病院、コンビニ、高速道路、駅、列車、仮設トイレまで、あらゆるト

イレを学問する総合事典。生存に欠かせぬ身近なトイレ空間を、多角的な視座から

徹底解剖し、平易な表現で解説する。資料や写真も多数収録。 
毎日新聞 2015/09/20 

2015:08. / 415p 
978-4-7601-4608-6 
12,000 円〔本体〕+税 

*9784760146086*
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二重らせん～DNA の構造を発見した科学者の記録～(ブルーバックス B-1792) 
ジェームス・D.ワトソン 著 
講談社 
DNA のらせん構造はどのように発見されたか。共同発見者のクリック、ウィルキンス

らとの出会いから、「多才な巨人」ポーリングの猛追をかわして二重らせん構造の発

見にいたるまで、その舞台裏をワトソン博士が赤裸々に綴る。 
毎日新聞 2015/09/20 

2012:11. / 245p 
978-4-06-257792-2 
900 円〔本体〕+税 

*9784062577922*

 

湯川博士、原爆投下を知っていたのですか～“最後の弟子”森一久の被爆と原子

力人生～ 
藤原 章生 著 
新潮社 
湯川博士の弟子・森一久は、ひとつの謎に苛まれていた。父母係累を喪った昭和

20 年夏の広島。“特殊爆弾”が落とされることを恩師は知っていたと聞かされたのだ

-。半世紀を越えた謎を追う。『毎日新聞』掲載をもとに書籍化。 
毎日新聞 2015/09/20 

2015:07. / 205p 
978-4-10-339431-0 
1,400 円〔本体〕+税 

*9784103394310*

 

ヴィクトリア(岩波文庫 赤版 744-1) 
クヌート・ハムスン 著 
岩波書店 
城の令嬢と粉屋の息子、幼なじみのふたり。世紀末ノルウェーの森と海を舞台に、

秘められた思いと詩人の幻想が火花を散らす-。モダニズム文学の先駆者となった

ハムスンの、もっとも美しい愛の物語。 
毎日新聞 2015/09/20 

2015:08. / 217p 
978-4-00-327441-5 
600 円〔本体〕+税 

*9784003274415*

 

Y の木 
辻原 登 著 
文藝春秋 
親しい人間たちを失った男が、自らの死を思ったとき、Y の形をした木に目をとめ

る。彼はこの木を見て、奇妙な方法で自死した作家のことを思い出す-。表題作をは

じめ、人生の重要な瞬間を描き出す短編 4 作を収録。 
毎日新聞 2015/09/20、朝日新聞 2015/09/27、読売新聞 2015/09/27 

2015:08. / 183p 
978-4-16-390320-0 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784163903200*

 

星のなまへ～小林すみれ句集～(ふらんす堂俳句叢書) 
小林 すみれ 著 
ふらんす堂 
風去りて牡丹大きく立ち上がる たもを持つ転がりさうな夏帽子 針に糸とほして母や

萩の風 眠りからさめて降りたる春の駅 2005 年から 2014 年以降までの作品を収録

した第 1 句集。 
毎日新聞 2015/09/21 

2015:07. / 194p 
978-4-7814-0782-1 
2,800 円〔本体〕+税 

*9784781407821*

 

草の王～石田郷子句集～(ふらんす堂俳句叢書) 
石田 郷子 著 
ふらんす堂 
一月の海原といふ目を上ぐる 狼のたどる稜線かもしれぬ 原始的(プリミティブ)であ

り続けること。東京・立川から、奥武蔵・旧名栗村へ転居した著者の、野性の目差し

と躍動する誌魂が伝わる第 3 句集。 
毎日新聞 2015/09/21、朝日新聞 2015/09/28 

2015:09. / 184p 
978-4-7814-0776-0 
2,700 円〔本体〕+税 

*9784781407760*
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遠野物語 新版(角川ソフィア文庫)  
柳田 国男 著 
角川書店 
毎日新聞 2015/09/27 

2004:05. / ２６８ｐ 
978-4-04-308320-6 
476 円〔本体〕+税 

*9784043083206*

 

一族再会(講談社文芸文庫)  
江藤淳 著 
講談社 
毎日新聞 2015/09/27 

1988:09. / ３８７ｐ 
978-4-06-196024-4 
1,300 円〔本体〕+税 

*9784061960244*

 

ピアノの音(講談社文芸文庫)  
庄野 潤三 著 
講談社 
毎日新聞 2015/09/27 

2004:05. / ３５２ｐ 
978-4-06-198369-4 
1,350 円〔本体〕+税 

*9784061983694*

 

貝がらと海の音(新潮文庫)  
庄野 潤三 著 
新潮社 
毎日新聞 2015/09/27 

2001:06. / ４２４ｐ 
978-4-10-113903-6 
590 円〔本体〕+税 

*9784101139036*

 

監督(文春文庫)  
海老沢 泰久 著 
文芸春秋 
毎日新聞 2015/09/27 

1995:01. / ３７３ｐ 
978-4-16-741406-1 
515 円〔本体〕+税 

*9784167414061*

 

下中彌三郎～アジア主義から世界連邦運動へ～ 
中島 岳志 著 
平凡社 
平凡社創業者の思想に迫る本格評伝 
毎日新聞 2015/09/27 

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

*9784582824742*

 

東京ジャイアンツ北米大陸遠征記  
永田 陽一 著 
東方出版 
１９３５年，海を渡った日本プロ野球の全試合 
毎日新聞 2015/09/27 

2007:07. / ４８６ｐ 
978-4-86249-076-6 
5,000 円〔本体〕+税 

*9784862490766*
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ラーメンの語られざる歴史～世界的なラーメンブームは日本の政治危機から生ま

れた～ 
ジョージ・ソルト/ 野下 祥子 著 
国書刊行会 
米国人歴史学者が、機密扱いだった占領軍の文書や多くの日本の資料を駆使し

て、真実のラーメン歴史を明らかにする。 
毎日新聞 2015/09/27 

2015:09. / 269p 
978-4-336-05940-6 
2,200 円〔本体〕+税 

*9784336059406*

 

剣闘士に薔薇を 
ダニーラ・コマストリ=モンタナーリ/ 天野 泰明 著 
国書刊行会 
癖のある魅力的なキャラクター、歴史上の人物を巧みに交えた設定で人気を博す、

イタリア発ミステリの傑作を、本邦初訳！ 
毎日新聞 2015/09/27 

2015:06. / 358p 
978-4-336-05895-9 
2,600 円〔本体〕+税 

*9784336058959*

 

服従 
ミシェル・ウエルベック 著 
河出書房新社 
2022 年仏大統領選。極右・国民戦線党首を破り、イスラーム政権が誕生する。シャ

ルリー・エブド事件当日に発売された予言の書。 
毎日新聞 2015/09/27 

2015:09. / 299p 
978-4-309-20678-3 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784309206783*

 

琥珀のまたたき 
小川 洋子 著 
講談社 
閉ざされた家で暮らす、オパール、琥珀、瑪瑙の三きょうだい。密やかな世界に隠さ

れた美しく切ない家族の物語を描く小川文学の神髄！ 
毎日新聞 2015/09/27 

2015:09. / 317p 
978-4-06-219665-9 
1,500 円〔本体〕+税 

*9784062196659*

 

人類のためだ。～ラグビーエッセー選集～ 
藤島 大 著 
鉄筆 
9 月、ラグビーW 杯が開幕。本書はナンバー、ラグビーマガジン、日経、東京新聞

などで執筆してきた著者のラグビーエッセーの集大成。 
毎日新聞 2015/09/27 

2015:07. / 250p 
978-4-907580-04-9 
1,600 円〔本体〕+税 

*9784907580049*

 

地図と領土 
ミシェル・ウエルベック/ 野崎 歓 著 
筑摩書房 
孤独な天才芸術家ジェドは一種獰猛な世捨て人の作家ウエルベックと出会い、ほ

のかな友愛を抱くが、作家は何者かに惨殺される。目眩くイメージが炸裂する衝撃

作。 
毎日新聞 2015/09/27 

2013:11. / 402p 
978-4-480-83206-1 
2,700 円〔本体〕+税 

*9784480832061*

 

狂気の科学～真面目な科学者たちの奇態な実験～ 
レト U.シュナイダー/ 石浦 章一/ 宮下 悦子 著 
東京化学同人 
監獄実験でわかった人の心に潜む邪悪な本性とは? 心の重量を実験で測定? モ

ルモットの精巣由来の不老不死薬? 中世から現代までの科学者たちの奇態な実験

100 を紹介する。 
毎日新聞 2015/09/27 

2015:05. / 14p,273p,6p
978-4-8079-0862-2 
2,100 円〔本体〕+税 

*9784807908622*
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海上の道(角川ソフィア文庫 SP J-102-6) 
柳田 国男 著 
角川学芸出版 
日本民族の祖先たちは、どのような経路をたどってこの列島に移り住んだのか。表

題作のほか、海や琉球にまつわる論考 8 篇を収載。大胆ともいえる仮説を展開す

る、柳田国男 晩年の名著。 
毎日新聞 2015/09/27 

2013:01. / 345p 
978-4-04-408311-3 
743 円〔本体〕+税 

*9784044083113*

 

イスラーム国 
アブドルバーリ・アトワーン/ 春日 雄宇/ 中田 考 著 
集英社インターナショナル 
この「国」と「イスラーム」をたったいま、正しく理解しなければ、この先、われわれ日

本も日本人も生き延びる道はない。ついに明らかになる２１世紀 大の脅威、「イス

ラーム国」の全貌！ 
毎日新聞 2015/09/27 

2015:08. / 399p 
978-4-7976-7298-5 
2,400 円〔本体〕+税 

*9784797672985*

 

東京路地裏横丁 
山口 昌弘 著 
ＣＣＣメディアハウス 
新宿ゴールデン街、渋谷のんべい横丁…。昭和の面影を残す、東京の路地裏の風

景を詰め込んだ一冊。2014 年から 2015 年にかけて撮影したモノクロ写真約 200
点に、菊池裕の短歌を添える。 
毎日新聞 2015/09/27 

2015:09. / 1 冊(ページ

付なし) 
978-4-484-15215-8 
1,800 円〔本体〕+税 

*9784484152158*

 

水の葬送(創元推理文庫 M ク 13-5) 
アン・クリーヴス/ 玉木 亨 著 
東京創元社 
シェトランド諸島の地方検察官ローナは、小船にのせられ外海へ出ようとしていた、

地元出身新聞記者の死体を発見する。病気休暇中だったペレス警部も捜査にくわ

わり、島特有の人間関係とエネルギー産業問題が絡む難事件に挑む。 
毎日新聞 2015/09/27 

2015:07. / 491p 
978-4-488-24509-2 
1,320 円〔本体〕+税 

*9784488245092*

 

はじめまして!アフリカ音楽 
ムクナ・チャカトゥンバ/ 今井田 博 著 
ヤマハミュージックメディア 
「アフリカ音楽っていったい何?」という素朴な疑問から、その魅力、聴き方、コンガの

叩き方まで-。コンゴ民主共和国出身の名パーカッショニストが、アフリカ音楽の世界

を楽しく案内。アフリカン・リズムが楽しめる CD 付き。 
毎日新聞 2015/09/27 

2015:09. / 183p 
978-4-636-91500-6 
2,000 円〔本体〕+税 

*9784636915006*

 


