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このは～生きもの好きの自然ガイド～<No.12> 散歩で出会うみちくさ入門 
このは編集部 編 
佐々木 知幸 著 
文一総合出版 
普段、何気なく見かけている道ばたの雑草(=みちくさ)たちの魅力をとことん追求

した究極のみちくさガイド。都市部にて高頻度で出会える植物 200 種を季節ごと

に紹介する。 

 
産経新聞 2016/08/06 

2016:7./ 127p 
978-4-8299-7391-2 

本体 ¥1,800+税

*9784829973912*

 

一投に賭ける～溝口和洋、最後の無頼派アスリート～ 
上原 善広 著 
KADOKAWA 
陸上界を貫き、競技を変えた漢を 18 年の歳月をかけて追った執念の取材!! 

 
産経新聞 2016/08/06、読売新聞 2016/08/28 

2016:6./ 232p 
978-4-04-102743-1 

本体 ¥1,600+税

*9784041027431*

 

希望荘(杉村三郎シリーズ) 
宮部 みゆき 著 
小学館 
探偵・杉村三郎シリーズ、待望の第 4 弾! 

 
産経新聞 2016/08/07 

2016:6./ 460p 
978-4-09-386443-5 

本体 ¥1,750+税

*9784093864435*

 

保守主義とは何か～反フランス革命から現代日本まで～(中公新書 2378) 
宇野 重規 著 
中央公論新社 
18 世紀から現代日本に至るまでの軌跡を辿り、思想的・歴史的に保守主義を明

らかにする。さらには、驕りや迷走が見られる今、再定義を行い、そのあり方を問

い直す。 

 
産経新聞 2016/08/07 

2016:6./ 6p,218p 
978-4-12-102378-0 

本体 ¥800+税

*9784121023780*

 

信長かく語りき 
島田 章 著 
幻冬舎メディアコンサルティング 
織田信長が自ら半生を振り返り、その人生哲学を語る「信長の自叙伝」と、タイム

スリップした新聞記者が信長の 期を取材する「天正十年夏記」を収録。英雄の

等身大の姿を描いた新感覚ストーリー。 

 
産経新聞 2016/08/07 

2016:6./ 387p 
978-4-344-99328-0 

本体 ¥1,400+税

*9784344993280*
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とらねことらたとなつのうみ(PHP にこにこえほん) 
あまん きみこ 著 
ＰＨＰ研究所 
海に行ったことがない、とら猫のとらたのために、海と船と魚の絵を画用紙に描

いてあげたチイばあちゃん。すると、とらたが絵の中に入ってしまった!チイばあ

ちゃんも、いつの間にか船の上に立っていて…。 

 
産経新聞 2016/08/07 

2016:6./ 32p 
978-4-569-78558-5 

本体 ¥1,300+税

*9784569785585*

 

韓流経営 LINE(扶桑社新書 216) 
NewsPicks 取材班 著 
扶桑社 
LINE はどのように開発されてきたのか?誰が本当の経営者で、どこが本当の本

社なのか?韓国大手ネイバーが生んだ“純和製アプリ”の真実を解き明かす。

『NewsPicks』掲載の特集企画を書籍化。 

 
産経新聞 2016/08/07 

2016:7./ 262p 
978-4-594-07514-9 

本体 ¥780+税

*9784594075149*

 

ONE PIECE 勝利学 
山田 吉彦 著 
集英社インターナショナル 
『ONE PIECE』を通して考える人生の意味、そして人生に勝利する方法とは?実
在の海賊に関する逸話、海洋政策の問題も盛り込みながら、海洋経済学者なら

ではの視点で世界的人気コミックを読み解く。 

 
産経新聞 2016/08/07 

2016:7./ 190p 
978-4-7976-7329-6 

本体 ¥1,300+税

*9784797673296*

 

コンビニ人間 
村田 沙耶香 著 
文藝春秋 
36 歳未婚女性、古倉恵子。大学卒業後も就職せず、コンビニのバイトは 18 年

目。これまで彼氏なし。ある日、婚活目的の新入り男性、白羽がやってきて、そ

んなコンビニ的生き方は恥ずかしいと突きつけられるが…。 

 
産経新聞 2016/08/07、朝日新聞 2016/08/07、読売新聞 2016/08/07、日本経

済新聞 2016/08/07、日本経済新聞 2016/08/21 

2016:7./ 151p 
978-4-16-390618-8 

本体 ¥1,300+税

*9784163906188*

 

美しい距離 
山崎 ナオコーラ 著 
文藝春秋 
限りある生のなかに発見する、永続していく命の形-。妻はまだ 40 歳代初めで不

治の病におかされたが、その生の息吹が夫を励まし続ける…。世の人の心に静

かに寄り添う中篇小説。『文學界』掲載を単行本化。 

 
産経新聞 2016/08/07、読売新聞 2016/08/28 

2016:7./ 165p 
978-4-16-390481-8 

本体 ¥1,350+税

*9784163904818*

 

紀元 2600 年のテレビドラマ～ブラウン管が映した時代の交差点～ 
森田 創 著 
講談社 
76 年前の幻の東京五輪を経て、実用化寸前だった戦前のテレビ放送に賭けた

男たち。初のドラマ番組に父が出演した岩下志麻さん推薦! 

 
産経新聞 2016/08/07、日本経済新聞 2016/08/14、毎日新聞 2016/08/21 

2016:7./ 262p 
978-4-06-220153-7 

本体 ¥1,600+税

*9784062201537*
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社会をちょっと変えてみた～ふつうの人が政治を動かした七つの物語～ 
駒崎 弘樹、秋山 訓子 著 
岩波書店 
選挙でもデモでもない、社会の変え方教えます! 身近に転がる不都合を自分で

解決する方法、ロビイング。「ふつうの人」が、ふつうに政治を動かしていった 7
つの実例と、思い立ったら今からやれる極意マニュアルを収録。 

 
産経新聞 2016/08/13 

2016:3./ 12p,226p 
978-4-00-061110-7 

本体 ¥1,800+税

*9784000611107*

 

えのでんタンコロ 
倉部 今日子 著 
偕成社 
藤沢から江ノ電に乗りにきた、しょうちゃん。おじいちゃんが子どもの頃に乗った

1 両編成の電車「タンコロ」の思い出を語ります。 

 
産経新聞 2016/08/14 

2016:7./ 32p 
978-4-03-221320-1 

本体 ¥1,300+税

*9784032213201*

 

西一番街ブラックバイト(池袋ウエストゲートパーク 12) 
石田 衣良 著 
文藝春秋 
黒く塗りつぶされるな。おまえはダメ人間なんかじゃない!過酷な労働を強いら

れ、辞めることもできない。若者を使い潰すブラック経営者に、G ボーイズが怒り

の声をあげる!『オール讀物』掲載を単行本化。 

 
産経新聞 2016/08/14 

2016:8./ 265p 
978-4-16-390499-3 

本体 ¥1,500+税

*9784163904993*

 

ヒトラー<上> 1889-1936 傲慢 
イアン・カーショー 著 
白水社 
「ヒトラー研究」の金字塔、評伝の決定版! 

 
産経新聞 2016/08/14 

2015:12./ 611p,190p 
図版 32p 
978-4-560-08448-9 

本体 ¥8,000+税

*9784560084489*

 

ヒトラー<下> 1936-1945 天罰 
イアン・カーショー 著 
白水社 
「ヒトラー研究」の金字塔、評伝の決定版! 

 
産経新聞 2016/08/14 

2016:4./ 870p,274p 図
版 48p 
978-4-560-08449-6 

本体 ¥11,000+税

*9784560084496*

 

金正日秘録～なぜ正恩体制は崩壊しないのか～ 
李 相哲 著 
産経新聞出版 
没後 5 年、いまなお日本と米中韓を振り回す「死せる金正日」。北朝鮮研究の

第一人者が、機密文書や独自インタビューをもとに、2 代目独裁者の「特異な人

格」と世襲王朝の実像を描く。『産経新聞』連載を大幅に加筆、再構成。 

 
産経新聞 2016/08/14 

2016:8./ 389p 
978-4-8191-1288-8 

本体 ¥1,700+税

*9784819112888*
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およばれのテーブルマナー～ポール・イテス先生とフィリップ・デュマによる～ 
フィリップ・デュマ、久保木 泰夫 著 
西村書店 
世界的ファッションブランド、エルメス家の食卓に受け継がれる子どものためのマ

ナーが絵本になりました。 

 
産経新聞 2016/08/14 

2016:7./ 39p 
978-4-89013-971-2 

本体 ¥1,300+税

*9784890139712*

 

流星ひとつ(新潮文庫 さ-7-22) 
沢木 耕太郎 著 
新潮社 
28 歳にして歌を捨てる決意をした歌姫・藤圭子。火酒のように澄み、烈しくも美

しいその精神に肉薄した、異形のノンフィクション。 

 
産経新聞 2016/08/14、読売新聞 2016/08/28 

2016:8./ 422p 
978-4-10-123522-6 

本体 ¥670+税

*9784101235226*

 

バカ田大学講義録なのだ!～赤塚不二夫生誕 80 年企画～ 
泉 麻人、みうら じゅん、久住 昌之、会田 誠、鴻上 尚史、坂田 明、茂木 健
一郎、三上 寛、宇川 直宏、養老 孟司、喰 始、浅葉 克己、河口 洋一郎、原

島 博 著 
文藝春秋 
2015 年 12 月?2016 年 3 月に東京大学で開講された「バカ田大学」の名講義を

書籍化。養老孟司、茂木健一郎、みうらじゅんなど、様々な分野で活躍する 12
組の講師が、“赤塚イズム”を独自の視点で解き明かす。 

 
産経新聞 2016/08/20 

2016:7./ 303p 
978-4-16-390487-0 

本体 ¥1,500+税

*9784163904870*

 

英雄の条件 
本城 雅人 著 
新潮社 
メジャーでも活躍したスラッガーはドーピング疑惑に無言を貫くが。薬に溺れる

者、潔白を信じる妻、不屈の記者。真実に辿りつくのは? 

 
産経新聞 2016/08/21 

2016:7./ 309p 
978-4-10-336052-0 

本体 ¥1,800+税

*9784103360520*

 

昭和芸人七人の最期(文春文庫 さ 67-1) 
笹山 敬輔 著 
文藝春秋 
笑いの裏側にある悲哀の晩年。「同情されたらおしまい」が口癖のエノケン、浴

びせられる悪口を日記に残すロッパ、コンビ再結成を夢みたエンタツなど、頂点

を極めた七人の晩年に迫った芸人列伝。伊東四朗インタビューも収録。 

 
産経新聞 2016/08/21 

2016:5./ 249p 
978-4-16-790625-2 

本体 ¥620+税

*9784167906252*

 

東京戦後地図ヤミ市跡を歩く 
藤木 TDC 著 
実業之日本社 
主に 1950 年代の貴重路面図と多くの図版を引用しながら戦後、都内、または

近郊都市に発生したヤミ市跡とその移転先を散策し、それらが現代にどのように

維持され、あるいは変容、消滅したかを観察するためのガイドブック。 

 
産経新聞 2016/08/21 

2016:6./ 190p 
978-4-408-11194-0 

本体 ¥2,400+税

*9784408111940*
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ファイナンスの哲学～資本主義の本質的な理解のための 10 大概念～ 
堀内 勉 著 
ダイヤモンド社 
ファイナンスのポイントをわかりやすく 3 つにまとめたうえで、「おカネ」「利子」「資

本/資本主義」など、ファイナンス技術の根底にある、重要な 10 の基本概念を解

説する。資本主義社会を考える新たな視点が身につく一冊。 

 
産経新聞 2016/08/21 

2016:7./ 7p,223p 
978-4-478-06623-2 

本体 ¥1,900+税

*9784478066232*

 

歴史が教えてくれる日本人の生き方 
白駒 妃登美 著 
育鵬社 
戦国武将の夢をすべてかなえた真田幸村、年を取るごとに成長していった伊能

忠敬…。「日本人の遺伝子とは何か」を、それぞれの時代に活躍した人物の生き

ざまと、その人物ゆかりの地のエピソードを通して考える。 

 
産経新聞 2016/08/21 

2016:8./ 245p 
978-4-594-07535-4 

本体 ¥1,500+税

*9784594075354*

 

「パパ」はどうしてパパなの? 
エムオン・エンタテインメント 
「たいせつ」ってどんなこと?「なかよし」ってどういうこと?「パパ」もはたらいている

の?「かぞく」ってなあに?イクメンパパ鈴木英敬三重県知事が、世界中の子ども

たちへ伝えたいメッセージを綴る。 

 
産経新聞 2016/08/21 

2016:5./ 1 冊(ページ付

なし) 
978-4-7897-3671-8 

本体 ¥1,300+税

*9784789736718*

 

おたからパン 
真珠 まりこ 著 
ひさかたチャイルド 
「おたからパン」というとっても美味しいパン屋に、宝物がたくさんあると思って侵

入した泥棒。でも、そこで泥棒が知ったことは。 

 
産経新聞 2016/08/21 

2016:7./ 32p 
978-4-86549-075-6 

本体 ¥1,200+税

*9784865490756*

 

トランプ現象とアメリカ保守思想～崩れ落ちる理想国家～ 
会田 弘継 著 
左右社 
アメリカ・ファースト!移民排斥!日米同盟廃棄!25 年前、トランプとまったく同じ政

策を掲げた大統領候補がいた。知られざるアメリカ保守思想の 深部から、トラ

ンプ現象の真の意味を探る。 

 
産経新聞 2016/08/21、日本経済新聞 2016/08/21 

2016:8./ 205p 
978-4-86528-152-1 

本体 ¥1,800+税

*9784865281521*

 

マッカーサーと日本占領 
半藤 一利 著 
ＰＨＰ研究所 
憲法、国防、沖縄の基地…日本のさまざまな難問は、マッカーサー統治下の 6
年足らずの間にもたらされた大変革にその根をもっている。国家目標を見失っ

た今、“あの時代”を見直す。1988 年の『オール讀物』連載を書籍化。 

 
産経新聞 2016/08/27 

2016:4./ 263p 
978-4-569-82581-6 

本体 ¥1,600+税

*9784569825816*
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総理の値打ち 新版(新潮新書 680) 
福田 和也 著 
新潮社 
日本の歴代首相を百点満点で採点した話題の書の 新版。これ 1 冊で日本近

現代史が丸わかり。 

 
産経新聞 2016/08/28 

2016:8./ 233p 
978-4-10-610680-4 

本体 ¥760+税

*9784106106804*

 

北一輝と萩原朔太郎～「近代日本」に対する異議申し立て者～ 
芝 正身 著 
御茶の水書房 
北一輝と萩原朔太郎こそ、近代の日本社会のあり方に対する、もっともラジカル

な、異議の提出者ではなかったか。もうひとつの近代国家のあり方を呈示した革

命思想家と、「病者」のビジョンを描き出した詩人を比較検討する。 

 
産経新聞 2016/08/28 

2016:8./ 9p,336p,5p 
978-4-275-02050-5 

本体 ¥3,000+税

*9784275020505*

 

滅びゆく日本へ～福田恆存の言葉～ 
福田 恆存、佐藤 松男 編 
福田 恆存 著 
河出書房新社 
戦後を代表する思想家・福田恆存。人間や国家について深く考え抜いた福田

が、日本と日本人に訴えた珠玉の名言を集成。 

 
産経新聞 2016/08/28 

2016:6./ 204p 
978-4-309-02477-6 

本体 ¥1,800+税

*9784309024776*

 

はじめからその話をすればよかった(実業之日本社文庫 み 2-3) 
宮下 奈都 著 
実業之日本社 
大好きな本や音楽、愛おしい 3 人の子どもたちと共にある暮らしを紡いだ身辺

雑記。やさしくも鋭い眼差しで読み解く書評。創作の背景を披瀝した自著解説。

瑞々しい掌編小説…。「宮下ワールド」の原風景が詰まったエッセイ集。 

 
産経新聞 2016/08/28 

2016:4./ 395p 
978-4-408-55293-4 

本体 ¥630+税

*9784408552934*

 

外資系運用会社が明かす投資信託の舞台裏 
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社資産運用研究所 著 
ダイヤモンド社 
お金を殖やす工場見学へようこそ!投資にかかる安心感や信頼が向上するよう、

運用会社におけるお金の流れや運用会社の仕事を、「工場見学」という体裁で

わかりやすく解説する。スタッフの声やコラムも収録。 

 
産経新聞 2016/08/28 

2016:7./ 268p 
978-4-478-08397-0 

本体 ¥1,500+税

*9784478083970*

 

泣いた赤おに 
浜田 広介 著 
あすなろ書房 
青おにのおかげで、人間と仲良くなれた赤おに。そのかげで青おには…。見返

りを求めることなく、ただ、友の幸せを願う青おにの姿が胸をうつ、悲しくもあたた

かいひろすけ童話の傑作。 

 
産経新聞 2016/08/28 

2016:7./ 46p 
978-4-7515-2811-2 

本体 ¥1,500+税

*9784751528112*
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冤罪～田中角栄とロッキード事件の真相～ 
石井 一 著 
産経新聞出版 
アメリカは田中角栄の何が目障りだったか。側近としてロッキード裁判に深くかか

わった著者が、アメリカの真意、ロッキード事件の真相、間近で見た「角栄」という

人物について明らかにする。 

 
産経新聞 2016/08/28 

2016:7./ 275p 
978-4-8191-1287-1 

本体 ¥1,400+税

*9784819112871*

 

路上のジャズ(中公文庫 な 29-2) 
中上 健次 著 
中央公論新社 
1960 年代、新宿、ジャズ喫茶。デビスに涙し、アイラーに共鳴し、コルトレーンに

文学を見た中上健次。エッセイを中心に詩、短篇小説などを収めた、ジャズと青

春の日々をめぐる作品集。ロングインタビューも併録。 

 
産経新聞 2016/08/28、読売新聞 2016/08/28 

2016:7./ 299p 
978-4-12-206270-2 

本体 ¥900+税

*9784122062702*

 

尊厳と身分～憲法的思惟と「日本」という問題～ 
蟻川 恒正 著 
岩波書店 
「個人の尊厳」に含まれるパラドクスを原理的に考察し、九条論・憲法上の権利・

憲法判例を再構成する。高い身分の普遍化として「個人の尊厳」を捉える表題

論攷の他、憲法的思惟にとって「日本」とはいかなる問題かを分析する諸論攷を

集めた待望の論集。 

 
朝日新聞 2016/08/07 

2016:5./ 8p,318p 
978-4-00-023731-4 

本体 ¥3,600+税

*9784000237314*

 

オリンピック(角川文庫 あ 210-3) 
千野 帽子 編 
アイリアノス 著 
KADOKAWA 
読んで楽しむオリンピック文学アンソロジー! 

 
朝日新聞 2016/08/07 

2016:6./ 270p 
978-4-04-101471-4 

本体 ¥640+税

*9784041014714*

 

青春の門<筑豊篇> 改訂新版(講談社文庫) 
五木 寛之 著 
講談社 
青春のあり方を雄大な構想で描く大河小説。荒々しい気風の中にも、人間味が

息づく筑豊に生を享けた伊吹信介。躍動する民衆の侠気の中に目覚めゆく少

年の愛と性、そして人生への希望を描く大河小説第一巻。 

 
朝日新聞 2016/08/07 

1989:12./ 559p 
978-4-06-184595-4 

本体 ¥850+税

*9784061845954*

 

ジニのパズル 
崔 実 著 
講談社 
二つの言語の間で必死に生き抜いた少女の革命。全選考委員の絶賛により第

59 回群像新人文学賞を受賞、若き才能の圧倒的デビュー作! 

 
朝日新聞 2016/08/07 

2016:7./ 185p 
978-4-06-220152-0 

本体 ¥1,300+税

*9784062201520*
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ルポニッポン絶望工場(講談社+α 新書 737-1C) 
出井 康博 著 
講談社 
新聞・テレビが決して報じない外国人留学生、実習生の真実。こうしてコンビニ

弁当、新聞宅配、宅配便…便利な現代生活は崩壊する! 

 
朝日新聞 2016/08/07 

2016:7./ 189p 
978-4-06-272956-7 

本体 ¥840+税

*9784062729567*

 

世界地図の下書き(集英社文庫 あ 69-4) 
朝井 リョウ 著 
集英社 
児童養護施設「青葉おひさまの家」で暮らす子どもたち。夏祭り、運動会、クリス

マス。そして迎える、大切な人との別れ。さよならの日に向けて、4 人の小学生が

計画した「作戦」とは…。 

 
朝日新聞 2016/08/07 

2016:6./ 365p 
978-4-08-745452-9 

本体 ¥600+税

*9784087454529*

 

さらばモスクワ愚連隊(新潮文庫) 
五木寛之 著 
新潮社 
青春の輝きと挫折を鮮烈に描き、「青春の作家」五木寛之の誕生を告げた 60 年

代の傑作が、若山弦藏を得て待望の朗読化。 

 
朝日新聞 2016/08/07 

1982:6./ 265p 
978-4-10-114716-1 

本体 ¥438+税

*9784101147161*

 

ビル・クリントン～停滞するアメリカをいかに建て直したか～(中公新書 2383) 
西川 賢 著 
中央公論新社 
46 歳の若さで、戦後生まれ初の米国大統領に就任したビル・クリントン。次々と

カネとセックスのスキャンダルにまみれ、弾劾裁判を受けながらも、多くの実績を

残し、今なお絶大な人気を誇る彼の半生を追う。 

 
朝日新聞 2016/08/07 

2016:7./ 6p,262p 
978-4-12-102383-4 

本体 ¥840+税

*9784121023834*

 

タクマとハナコ～ある日、夫がヅカヲタに!?～<1> 
はるな 檸檬 著 
文藝春秋 
宝塚オタクのハナコは、電撃結婚した夫タクマがいつの間にか立派なヅカヲタに

育っていることに驚愕!オッカケ夫婦愛コミック。『CREA WEB』内「コミックエッセ

イルーム」掲載を加筆・修正。 

 
朝日新聞 2016/08/07 

2016:7./ 125p 
978-4-16-390496-2 

本体 ¥1,000+税

*9784163904962*

 

ビリジアン(河出文庫 し 6-8) 
柴崎 友香 著 
河出書房新社 
十歳から十九歳の日々を自由に時を往き来しながら描く、不思議な魅力に満ち

た、芥川賞作家の代表作。有栖川有栖氏、柴田元幸氏絶賛! 

 
朝日新聞 2016/08/07 

2016:7./ 198p 
978-4-309-41464-5 

本体 ¥680+税

*9784309414645*
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イギリスとヨーロッパ～孤立と統合の二百年～ 
細谷 雄一 著 
勁草書房 
ヨーロッパであってヨーロッパでない島国のジレンマ。そこには、日本の針路と国

際政治の本質への示唆が満ち満ちている。 

 
朝日新聞 2016/08/07 

2009:1./ 350p,16p 
978-4-326-35144-2 

本体 ¥2,800+税

*9784326351442*

 

子育て支援が日本を救う～政策効果の統計分析～ 
柴田 悠 著 
勁草書房 
子どもと子育てへの投資は経済成長をもたらす!経済成長率・労働生産性・出生

率等の重要な社会指標に対して、子育て支援などのさまざまな社会保障政策が

どう影響するのかを統計的に分析。子育て支援の重要性を実証する。 

 
朝日新聞 2016/08/07 

2016:6./ 10p,261p,13p 
978-4-326-65400-0 

本体 ¥2,500+税

*9784326654000*

 

近現代イギリス移民の歴史～寛容と排除に揺れた二〇〇年の歩み～ 
パニコス・パナイー 著 
人文書院 
200 年にわたるイギリスへの移民とその子孫の歴史を詳細にたどりながら、移民

経験の複雑さと矛盾とを長期的視点からよみとく。 

 
朝日新聞 2016/08/07 

2016:5./ 514p 
978-4-409-51073-5 

本体 ¥6,800+税

*9784409510735*

 

18 歳からの格差論～日本に本当に必要なもの～ 
井手 英策 著 
東洋経済新報社 
日本人は格差是正に消極的?中間層が貧困層を罵倒する分断社会を変える方

法とは?大胆政策をイラスト満載でわかりやすく提唱。 

 
朝日新聞 2016/08/07 

2016:6./ 112p 
978-4-492-22371-0 

本体 ¥1,000+税

*9784492223710*

 

欧州解体～ドイツ一極支配の恐怖～ 
ロジャー・ブートル 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。 

 
朝日新聞 2016/08/07 

2015:8./ 385p,12p 
978-4-492-44417-7 

本体 ¥1,800+税

*9784492444177*

 

古代ローマの女性たち(文庫クセジュ 1005) 
ギイ・アシャール 著 
白水社 
古代ローマの女性のあり方とは。史書・法・詩・医書・思想書・碑文・図像などさま

ざまな資料から証言を集め、王政期から帝政前期までの女性像、とくに従属から

解放に向かう時期の女性たちに重点をおいて描きだす。 

 
朝日新聞 2016/08/07 

2016:5./ 167p,3p 
978-4-560-51005-6 

本体 ¥1,200+税

*9784560510056*
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iPS 細胞が医療をここまで変える～実用化への熾烈な世界競争～(PHP 新書 
1053) 
京都大学 iPS 細胞研究所 著 
ＰＨＰ研究所 
各国で iPS 細胞関連の研究をしている著名な研究者を訪ね、研究 前線をレ

ポート。また、代表的な疾患について iPS 細胞を用いた 先端研究の進捗状況

を紹介し、iPS 医療実現への道のりを探る。 

 
朝日新聞 2016/08/07 

2016:7./ 236p 
978-4-569-83095-7 

本体 ¥820+税

*9784569830957*

 

戦後イギリス外交と対ヨーロッパ政策～「世界大国」の将来と地域統合の進

展，1945～1957 年～(国際政治・日本外交叢書) 
益田 実 著 
ミネルヴァ書房 
第 2 次世界大戦に辛勝したイギリスは、「大国」の地位をいかに維持しようとし、

ヨーロッパ統合運動との関係を構築したか。コモンウェルス、アメリカ、ヨーロッパ

からなる「3 つの環」という発想の誕生と変容の過程を解明する。 

 
朝日新聞 2016/08/07 

2008:11./ 275p,25p 
978-4-623-05242-4 

本体 ¥5,000+税

*9784623052424*

 

金持ちは、なぜ高いところに住むのか～近代都市はエレベーターが作った～ 
アンドレアス・ベルナルト 著 
柏書房 
ヨーロッパの都市を作ったのは、政治家でも車でもなく、エレベーターだった! 

 
朝日新聞 2016/08/07 

2016:6./ 405p 
978-4-7601-4711-3 

本体 ¥2,800+税

*9784760147113*

 

アキバと手の思考 
粉川 哲夫 著 
せりか書房 
IT や AI に追いつめられた人間はどこへ行くのか?必要なのは“手の思考”だ-。
幼年期からアキバに通いつめ DIY 工作に入れ込んだ著者が、世界の各地で試

みたラジオアート実験を回想しながら“手の思考”について記す。 

 
朝日新聞 2016/08/07 

2016:5./ 370p 
978-4-7967-0352-9 

本体 ¥3,600+税

*9784796703529*

 

イギリス帝国からヨーロッパ統合へ～戦後イギリス対外政策の転換と EEC 加

盟申請～ 
小川 浩之 著 
名古屋大学出版会 
EU の今日の発展を決定づけた戦後イギリス 大の外交転換を、帝国=コモンウ

ェルス、英米特殊関係、対ヨーロッパ関係の困難に満ちた再編過程を軸に、徹

底的な資料の博捜により解明、EFTA 設立など経済的要因も踏まえ、現在に続

くイギリスとヨーロッパ関係の特質を浮彫りにした画期的成果。 

 
朝日新聞 2016/08/07 

2008:9./ 310p,94p 
978-4-8158-0595-1 

本体 ¥6,200+税

*9784815805951*

 

ニューヨークタイムズの数学～数と式にまつわる、110 の物語～ 
ジーナ・コラータ 編 
ＷＡＶＥ出版 
118 年の歴史を誇る新聞、ニューヨーク・タイムスに掲載された、数学にまつわる

記事を 110 本を収録した、数学エッセイ本。 

 
朝日新聞 2016/08/07 

2016:5./ 661p 
978-4-87290-788-9 

本体 ¥4,630+税

*9784872907889*
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読まずに死ねない哲学名著 50 冊(Forest 2545 Shinsyo 116) 
平原 卓 著 
フォレスト出版 
人類の叡智を一気に読める唯一の本。横槍メンゴ先生が装画を描きおろし! 

 
朝日新聞 2016/08/07 

2016:3./ 471p 
978-4-89451-964-0 

本体 ¥1,200+税

*9784894519640*

 

映画を撮りながら考えたこと 
是枝 裕和 著 
ミシマ社 
「誰も知らない」「そして父になる」「海街 diary」「海よりもまだ深く」…。映画監督、

テレビディレクターの是枝裕和が、これまでの作品を振り返り、「この時代に表現

しつづける」方法と技術、困難、可能性を探る。 

 
朝日新聞 2016/08/07、産経新聞 2016/08/28 

2016:6./ 414p 
978-4-903908-76-2 

本体 ¥2,400+税

*9784903908762*

 

「イスラム国」の内部へ～悪夢の 10 日間～ 
ユルゲン・トーデンヘーファー、津村 正樹、カスヤン、アンドレアス 著 
白水社 
西側ジャーナリストとして初めて IS 領内を取材。戦闘員や警官、医師へのインタ

ビュー、民衆の生活の記録など第一級のルポ。写真多数。 

 
朝日新聞 2016/08/07、日本経済新聞 2016/08/28 

2016:6./ 323p 
978-4-560-09247-7 

本体 ¥2,400+税

*9784560092477*

 

須賀敦子の手紙～1975-1997 年友人への 55 通～ 
須賀 敦子 著 
つるとはな 
夫と死別し、1971 年に帰国した須賀敦子は、こころを許す友人、コーン夫妻に

出会った。22 年の長きにわたって書かれた 55 通の書簡すべてと、全集未収録

のエッセイ、須賀敦子の妹・北村良子へのインタビューなどを収録。 

 
朝日新聞 2016/08/07、毎日新聞 2016/08/07 

2016:5./ 248p 
978-4-908155-03-1 

本体 ¥2,850+税

*9784908155031*

 

九州大学生体解剖事件～七〇年目の真実～ 
熊野 以素 著 
岩波書店 
終戦直前の 1945 年春、名門大学医学部で行われた「実験手術」により、米軍

捕虜 8 人が殺された。首謀者の一人として死刑判決を受けた鳥巣太郎の姪で

ある著者が、戦犯裁判記録や親族の証言等を基に、その真実を明らかにする。 

 
朝日新聞 2016/08/14 

2015:4./ 12p,205p 
978-4-00-061039-1 

本体 ¥1,900+税

*9784000610391*

 

ルポ看護の質～患者の命は守られるのか～(岩波新書 新赤版 1614) 
小林 美希 著 
岩波書店 
看護の 前線で、いま何が起こっているのか。深刻さを増す人手不足の問題、

また入院期間短縮化と在宅化が急速に政策的に推進される中で、ひずみをもろ

にかぶっている看護の現場、ひいては患者の置かれた実態に鋭く切り込む。 

 
朝日新聞 2016/08/14 

2016:7./ 17p,248p 
978-4-00-431614-5 

本体 ¥840+税

*9784004316145*
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綾瀬はるか「戦争」を聞く(岩波ジュニア新書 741) 
TBS テレビ『NEWS23』取材班 編 
岩波書店 
広島出身の女優・綾瀬はるかが、広島、長崎の被爆者や、沖縄戦の関係者らの

もとを訪ねて聞いた戦争の記憶。TBS テレビ「ヒロシマ」および「NEWS23 クロス」

シリーズを書籍化。 

 
朝日新聞 2016/08/14 

2013:4./ 18p,191p 
978-4-00-500741-7 

本体 ¥880+税

*9784005007417*

 

ゼロから始める都市型狩猟採集生活(角川文庫 さ 69-1) 
坂口 恭平 著 
KADOKAWA 
何も持たない人間でも生きていく方法がある。 

 
朝日新聞 2016/08/14 

2016:7./ 201p 
978-4-04-104627-2 

本体 ¥680+税

*9784041046272*

 

大津絵～民衆的諷刺の世界～(角川ソフィア文庫 J116-1) 
クリストフ・マルケ 著 
KADOKAWA 
鬼が念仏?神さまが相撲?!かわいい江戸民画の奥深き世界に迫る。 

 
朝日新聞 2016/08/14 

2016:7./ 285p,18p 
978-4-04-400041-7 

本体 ¥1,400+税

*9784044000417*

 

キリンビール高知支店の奇跡～勝利の法則は現場で拾え!～(講談社+α 新書 
725-1C) 
田村 潤 著 
講談社 
キリンビールを再生させたのは、地方のダメ支店のチームワークだった。営業の

極意がここに! 

 
朝日新聞 2016/08/14 

2016:4./ 188p 
978-4-06-272924-6 

本体 ¥780+税

*9784062729246*

 

超人間要塞 ヒロシ戦記<1>(イブニング KC) 
まつだ こうた、大間 九郎 著 
講談社 
新進気鋭タッグが贈る期待大の新連載、ついに単行本化!!この宇宙には解明さ

れていない謎が多くある。私たちは何も知らず日々を生きており、その無知が時

として大きな危機を生む…。 

 
朝日新聞 2016/08/14 

2016:7./ 192p 
978-4-06-354627-9 

本体 ¥1,300+税

*9784063546279*

 

感情で釣られる人々～なぜ理性は負け続けるのか～(集英社新書 0841) 
堀内 進之介 著 
集英社 
近年、国家や企業、共同体などが、巧妙に感情的な共感を引き出し、献身や購

買といった形で人々を動員している。そこで、感情で釣られないための方策を提

示。注目の政治社会学者による革新的論考! 

 
朝日新聞 2016/08/14 

2016:7./ 234p 
978-4-08-720841-2 

本体 ¥760+税

*9784087208412*
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マザコン(集英社文庫) 
角田 光代 著 
集英社 
胸を揺さぶられる、母と子の物語。突然海外に移住した母親に苛立ちを覚える

娘。20 年以上会わない母に詐欺まがいの電話をかける息子－。疎ましくも慕わ

しい母と子の関係を巧みに描く、ビターで切ない小説集。 

 
朝日新聞 2016/08/14 

2010:11./ 235p 
978-4-08-746630-0 

本体 ¥480+税

*9784087466300*

 

帰郷 
浅田 次郎 著 
集英社 
みんな、普通の人だった──。作家・浅田次郎のライフワークである「戦争」をテ

ーマにした短編集。名もなき一般市民の目線から、戦中戦後の東京の風景を描

き出す。人情ドラマが光る全 6 編。 

 
朝日新聞 2016/08/14 

2016:6./ 252p 
978-4-08-771664-1 

本体 ¥1,400+税

*9784087716641*

 

沈黙 改版(新潮文庫) 
遠藤 周作 著 
新潮社 
島原の乱が鎮圧されて間もないころ、キリシタン禁制の厳しい日本に潜入したポ

ルトガル人司祭ロドリゴは、日本人信徒たちに加えられる残忍な拷問と悲惨な殉

教のうめき声に接して苦悩し、ついに背教の淵に立たされる……。 

 
朝日新聞 2016/08/14 

2003:5./ 312p 
978-4-10-112315-8 

本体 ¥550+税

*9784101123158*

 

それでも、日本人は「戦争」を選んだ(新潮文庫 か-77-1) 
加藤 陽子 著 
新潮社 
日清戦争から太平洋戦争まで多大な犠牲を払い列強に挑んだ日本。開戦の論

理を繰り返し正当化したものは何か。白熱の近現代史講義。 

 
朝日新聞 2016/08/14 

2016:7./ 497p 
978-4-10-120496-3 

本体 ¥750+税

*9784101204963*

 

認知の母にキッスされ 
ねじめ 正一 著 
中央公論新社 
おふくろ米寿、おれ六十四。今日も明日も、介護の日々。そして、母の認知症の

妄想は加速していく…。生きることのおかしみやユーモアが溢れる介護小説。

『中央公論』連載を改稿して単行本化。 

 
朝日新聞 2016/08/14 

2014:11./ 298p 
978-4-12-004673-5 

本体 ¥1,750+税

*9784120046735*

 

シェイクスピア～人生劇場の達人～(中公新書 2382) 
河合 祥一郎 著 
中央公論新社 
世界各国で読み継がれているシェイクスピア。彼が生きた動乱の時代を踏まえ

て、その人生や作風、そして作品の奥底に流れる思想を読み解き、今に通じる

人生哲学を汲み取る。 

 
朝日新聞 2016/08/14 

2016:6./ 4p,242p 
978-4-12-102382-7 

本体 ¥820+税

*9784121023827*
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民主主義は止まらない 
SEALDs 著 
河出書房新社 
今「選挙」が市民の手で変わろうとしている。その方法とは?もう一度問いたい「民

主主義ってなんだ?」対談：小熊英二/内田樹 

 
朝日新聞 2016/08/14 

2016:6./ 253p 
978-4-309-24763-2 

本体 ¥900+税

*9784309247632*

 

鉄幹と文壇照魔鏡事件～山川登美子及び「明星」異史～ 
木村 勲 著 
国書刊行会 
偽名で出された「明星」の与謝野鉄幹を誹謗する書物――『文壇照魔鏡』の著

者は誰か。明治の文壇を揺るがした著名な事件を、その動機・背景から究明す

る。メディア時代の幕開けに起こり、現代にも通ずる課題の一世紀越しの解明。 

 
朝日新聞 2016/08/14 

2016:6./ 326p 
978-4-336-06025-9 

本体 ¥2,200+税

*9784336060259*

 

サバイバル!～人はズルなしで生きられるのか～ 増補(ちくま文庫 は 47-1) 
服部 文祥 著 
筑摩書房 
岩魚を釣り、焚き火で調理し、月の下で眠る－。異能の登山家は極限の状況で

何を考えるのか?生きることを命がけで問う山岳ノンフィクション。 

 
朝日新聞 2016/08/14 

2016:7./ 318p 
978-4-480-43369-5 

本体 ¥800+税

*9784480433695*

 

デジタル・ジャーナリズムは稼げるか～メディアの未来戦略～ 
ジェフ・ジャービス 著 
東洋経済新報社 
「マス」が消えた後で、マスメディアはどうすれば生き残れるのか?米国の著名評

論家がメディアの未来を展望した、関係者必読の書。 

 
朝日新聞 2016/08/14 

2016:5./ 37p,432p 
978-4-492-76225-7 

本体 ¥2,200+税

*9784492762257*

 

平田篤胤～交響する死者・生者・神々～(平凡社新書 819) 
吉田 麻子 著 
平凡社 
新資料から、現代にも通ずる日本独自の豊かな死生観を探求した、江戸後期を

代表する思想家としての新たな篤胤像を描き出す意欲作。 

 
朝日新聞 2016/08/14 

2016:7./ 255p 
978-4-582-85819-8 

本体 ¥820+税

*9784582858198*

 

恋するハンバーグ～佃はじめ食堂～ 
山口 恵以子 著 
角川春樹事務所 
帝都ホテルで副料理長をしていた孝蔵は、愛妻一子と、実家のある佃で洋食屋

「はじめ食堂」をオープンさせた。色々事件はありながらも、真面目な従業員と温

かな常連客に囲まれて、今日もはじめ食堂は大にぎわい!レシピ付き。 

 
朝日新聞 2016/08/14 

2016:7./ 282p 
978-4-7584-1288-9 

本体 ¥1,400+税

*9784758412889*
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日本×香港×台湾 若者はあきらめない 
SEALDs 編 
太田出版 
国境を越えた「学生運動」の連帯は可能か?香港のデモ事情、ソーシャル・メディ

アと社会運動、台湾ナショナリズム…。香港・台湾の若者と、SEALDs メンバーと

の対話を収録。 

 
朝日新聞 2016/08/14 

2016:6./ 230p 
978-4-7783-1524-5 

本体 ¥1,200+税

*9784778315245*

 

河野裕子歌集<続>(現代短歌文庫) 
河野 裕子 著 
砂子屋書房 
朝日新聞 2016/08/14 

2008:11./ 176p 
978-4-7904-1129-1 

本体 ¥1,700+税

*9784790411291*

 

「非正規労働」を考える～戦後労働史の視角から～ 
小池 和男 著 
名古屋大学出版会 
終身雇用崩壊が叫ばれる以前から幅広く存在してきた非正規労働。「低賃金・

使い捨て」では捉えきれないその合理性とは。 

 
朝日新聞 2016/08/14 

2016:5./ 11p,215p,8p 
978-4-8158-0838-9 

本体 ¥3,200+税

*9784815808389*

 

世界の不思議な音～奇妙な音の謎を科学で解き明かす～ 
トレヴァー・コックス、田沢 恭子 著 
白揚社 
さえずるピラミッド、歌う砂漠、ささやく回廊、世界一音の響く場所…。室内音響

学を専門とする著者が、“音の驚異”の収集家として、視覚に頼りがちな人間が

聞き逃してきた豊かな世界を案内する。 

 
朝日新聞 2016/08/14 

2016:6./ 349p 
978-4-8269-0189-5 

本体 ¥2,600+税

*9784826901895*

 

兵士のアイドル～幻の慰問雑誌に見るもうひとつの戦争～ 
押田 信子 著 
旬報社 
アイドルを動員せよ!陸海軍慰問雑誌のグラビアには、美貌のアイドルたちの輝

く笑顔が写し出されていた。原節子、高峰秀子、李香蘭らが結んだ戦地と銃後

の絆とは。今、明かされる戦争のもうひとつの真実。 

 
朝日新聞 2016/08/14 

2016:6./ 383p 図 版
16p 
978-4-8451-1466-5 

本体 ¥2,200+税

*9784845114665*

 

三池炭鉱宮原社宅の少年 
農中 茂徳 著 
石風社 
三池炭鉱宮原社宅での日々を、遊び盛りの少年の眼を通して生き生きと描く。

三池争議をはさむ激動の社会史の側面をもつ、貴重な記録。福岡県人権・同和

教育研究協議会の季刊誌『ウィンズ・風』連載をもとに書籍化。 

 
朝日新聞 2016/08/14 

2016:6./ 249p 
978-4-88344-265-2 

本体 ¥1,800+税

*9784883442652*
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ピエールとリュース(鉄筆文庫 ろ 1-1) 
ロマン・ロラン 著 
鉄筆 
戦時下のパリ、悲恋の物語。若い男女の清純な恋愛が、醜く恐ろしい戦争の現

現実とあざやかなコントラストをもって描かれる。 

 
朝日新聞 2016/08/14 

2015:12./ 197p 
978-4-907580-06-3 

本体 ¥600+税

*9784907580063*

 

沖縄若夏の記憶(岩波現代文庫) 
大石 芳野 著 
岩波書店 
戦争の傷跡や基地の悲劇を背負いながらも、おおらかに生きる沖縄の人びと。

復帰直後から多面的な魅力を撮りつづけてきた著者が、沖縄への熱い想いを

綴ったフォトエッセイ。新たに写真を追加した文庫版。 

 
朝日新聞 2016/08/14、読売新聞 2016/08/14、日本経済新聞 2016/08/14 

2016:7./ 6p,228p 
978-4-00-603301-9 

本体 ¥1,220+税

*9784006033019*

 

綾瀬はるか「戦争」を聞く<2>(岩波ジュニア新書 835) 
TBS テレビ『NEWS23』取材班 編 
岩波書店 
広島出身の女優・綾瀬はるかが、広島、長崎の被爆者のもとを訪ねて聞いた戦

争の記憶。戦争体験者の言葉を通して平和の意味を考える。「NEWS23」のシリ

ーズを書籍化。 

 
朝日新聞 2016/08/14、読売新聞 2016/08/28 

2016:7./ 12p,202p 
978-4-00-500835-3 

本体 ¥920+税

*9784005008353*

 

煉瓦を運ぶ(CREST BOOKS) 
アレクサンダー・マクラウド、小竹 由美子 著 
新潮社 
その後の人生を一変させる決定的瞬間を、瑞々しい筆致で描き出す。故アリス

テア・マクラウドの血を引く新鋭の鮮烈なデビュー短篇集。 

 
朝日新聞 2016/08/14、毎日新聞 2016/08/14 

2016:5./ 281p 
978-4-10-590127-1 

本体 ¥1,900+税

*9784105901271*

 

光と物質のふしぎな理論～私の量子電磁力学～(岩波現代文庫) 
R.P.ファインマン、釜江 常好、大貫 昌子 著 
岩波書店 
「ねえ、リチャード、あなたは何を研究しているの?」友達の奥さんが尋ねてきた。

はてさて、どうする、ファインマンさん。物理が全然わからない人に、自分の研究

を理解してもらえるか。それも、超難解で鳴る量子電磁力学を。 

 
朝日新聞 2016/08/21 

2007:6./ 221p 
978-4-00-600177-3 

本体 ¥1,000+税

*9784006001773*

 

武器輸出と日本企業(角川新書 K-93) 
望月 衣塑子 著 
KADOKAWA 
前のめりな防衛省、とまどう企業…「新三原則」後の知られざる現状。 

 
朝日新聞 2016/08/21 

2016:7./ 223p 
978-4-04-082086-6 

本体 ¥800+税

*9784040820866*
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拝み屋怪談 禁忌を書く(角川ホラー文庫 H こ 7-2) 
郷内 心瞳 著 
KADOKAWA 
現役の拝み屋を営む著者が語る、恐怖の実体験。 

 
朝日新聞 2016/08/21 

2016:7./ 293p 
978-4-04-104465-0 

本体 ¥680+税

*9784041044650*

 

ビビビ・ビ・バップ 
奥泉 光 著 
講談社 
芥川賞作家によるエンタテインメント近未来小説!AI 技術による人間観の変容を

通奏低音に、壮大なスケールで軽やかに語る傑作長篇。 

 
朝日新聞 2016/08/21 

2016:6./ 661p 
978-4-06-220062-2 

本体 ¥2,600+税

*9784062200622*

 

日本海その深層で起こっていること(ブルーバックス B-1957) 
蒲生 俊敬 著 
講談社 
世界中の海洋学者が注目する「ミニ海洋」=日本海。かつて“死の海”だった日本

海を、生命の宝庫にした 8000 年前の出来事とは? 

 
朝日新聞 2016/08/21 

2016:2./ 204p 
978-4-06-257957-5 

本体 ¥860+税

*9784062579575*

 

殺人出産(講談社文庫 む 31-4) 
村田 沙耶香 著 
講談社 
10 人産んだら、1 人殺せる。そんな「殺人出産」システムによって人口が支えら

れる日本。自らの人生、命をかけてまでの切実さとは。 

 
朝日新聞 2016/08/21 

2016:8./ 197p 
978-4-06-293477-0 

本体 ¥520+税

*9784062934770*

 

tell your story<1>(マガジンエッジ KC) 
赤井 聖雪 著 
講談社 
本にしか興味をもたなかった少年を変えていくのは、一冊の『グリム童話』…。物

語が物語を紡ぐビブリオ・ファンタジー、開幕! 

 
朝日新聞 2016/08/21 

2016:7./ 192p 
978-4-06-391022-3 

本体 ¥620+税

*9784063910223*

 

3.11 後の叛乱～反原連・しばき隊・SEALDs～(集英社新書 0840) 
笠井 潔、野間 易通 著 
集英社 
新左翼運動の熱狂と悪夢を極限まで考察した『テロルの現象学』の作者・笠井

潔と、3.11 後の叛乱の”台風の眼”と目される野間易通によるネット上の往復書

簡。現代の蜂起に託された、時代精神を問う! 

 
朝日新聞 2016/08/21 

2016:7./ 236p 
978-4-08-720840-5 

本体 ¥760+税

*9784087208405*
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夜を乗り越える(小学館よしもと新書 501) 
又吉 直樹 著 
小学館 
芸人で、芥川賞作家の又吉直樹が、少年期からこれまで読んできた数々の小説

を通して、「なぜ本を読むのか」「文学の何がおもしろいのか」「人間とは何か」を

考える。芥川賞受賞作「火花」の創作秘話や、自著への想いも明かす。 

 
朝日新聞 2016/08/21 

2016:6./ 270p 
978-4-09-823501-8 

本体 ¥820+税

*9784098235018*

 

三の隣は五号室 
長嶋 有 著 
中央公論新社 
傷心の OL が、秘密を抱えた男が、異国の者が、苦学生が、ここにいた。そして

全員が去った。それぞれの跡形を残して…。すべての賃貸物件居住者に捧ぐ、

心を優しく揺さぶる群像劇。『アンデル小さな文芸誌』連載を加筆修正。 

 
朝日新聞 2016/08/21 

2016:6./ 220p 
978-4-12-004855-5 

本体 ¥1,400+税

*9784120048555*

 

革新自治体～熱狂と挫折に何を学ぶか～(中公新書 2385) 
岡田 一郎 著 
中央公論新社 
1960?70 年代に美濃部亮吉や飛鳥田一雄など個性的な首長を擁し、脚光を浴

びた革新自治体。地方の“左翼政権”は何を残したのか。革新自治体の台頭の

背景から政治的取り組みまでを詳述し、その功罪も描く。 

 
朝日新聞 2016/08/21 

2016:7./ 7p,211p 
978-4-12-102385-8 

本体 ¥780+税

*9784121023858*

 

秀吉と利休 改版(中公文庫) 
野上弥生子 著 
中央公論新社 
朝日新聞 2016/08/21 

1996:1./ 608p 
978-4-12-202511-0 

本体 ¥1,262+税

*9784122025110*

 

暗殺者の反撃<上>(ハヤカワ文庫 NV 1389) 
マーク・グリーニー 著 
早川書房 
“グレイマン(人目につかない男)”と呼ばれる暗殺者ジェントリーは、かつて CIA
特殊活動部で極秘任務を遂行していたが、突然解雇され、命を狙われ始めた。

それ以来彼は刺客と死闘を繰り広げてきたが、ついに反撃に転じる。 

 
朝日新聞 2016/08/21 

2016:7./ 424p 
978-4-15-041389-7 

本体 ¥920+税

*9784150413897*

 

暗殺者の反撃<下>(ハヤカワ文庫 NV 1390) 
マーク・グリーニー 著 
早川書房 
グレイマンは麻薬密売所を襲撃して資金と武器を手に入れ、情報収集を始め

る。一方、カーマイケルは、特殊部隊を召集、密かに外国人の暗殺部隊も投入

し、グレイマンのかつての指揮官も狩りに加えた。やがて判明する真相とは? 

 
朝日新聞 2016/08/21 

2016:7./ 430p 
978-4-15-041390-3 

本体 ¥920+税

*9784150413903*
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あなたの体は 9 割が細菌～微生物の生態系が崩れはじめた～ 
アランナ・コリン 著 
河出書房新社 
体内微生物の生態系が破壊され、さまざまな問題を引き起こしている!微生物生

態系のしくみと健康との関係を科学的に解き明かす! 

 
朝日新聞 2016/08/21 

2016:8./ 343p 図 版
16p 
978-4-309-25352-7 

本体 ¥2,000+税

*9784309253527*

 

グーグルマップの社会学～ググられる地図の正体～(光文社新書 825) 
松岡 慧祐 著 
光文社 
「見たいものしか見ない」地図－グーグルマップによって、わたしたちの世界は

本当に広がったのか?社会はよく見えるようになったのか?新進気鋭の社会学者

による、新しい地図論。 

 
朝日新聞 2016/08/21 

2016:6./ 237p 
978-4-334-03928-8 

本体 ¥740+税

*9784334039288*

 

東北の古代史<4> 三十八年戦争と蝦夷政策の転換 
鈴木 拓也 編 
吉川弘文館 
「敗れし者」ではない蝦夷の姿と東北を描く。 

 
朝日新聞 2016/08/21 

2016:6./ 10p,281p 
978-4-642-06490-3 

本体 ¥2,400+税

*9784642064903*

 

「原因」と「結果」の法則 
ジェームズ・アレン、坂本 貢一 著 
サンマーク出版 
ナポレオン・ヒル、デール・カーネギー、オグ・マンディーノなど、現代成功哲学

の祖たちがもっとも影響を受けた伝説のバイブル。聖書に次いで一世紀以上も

の間多くの人々に読まれつづけている驚異的なベストセラー、初の完訳。 

 
朝日新聞 2016/08/21 

2003:4./ 95p 
978-4-7631-9509-8 

本体 ¥1,200+税

*9784763195098*

 

人類進化の謎を解き明かす 
ロビン・ダンバー 著 
合同出版 
ヒトの心や社会ネットワークはいかに進化したか?ダンバー数で知られる著者が、

「私たちが人間になった理由」を明かす。 

 
朝日新聞 2016/08/21 

2016:6./ 337p 
978-4-7726-9551-0 

本体 ¥2,300+税

*9784772695510*

 

TED TALKS～スーパープレゼンを学ぶ TED 公式ガイド～ 
クリス・アンダーソン、関 美和 著 
日経ＢＰ社 
世界中が注目するカンファレンス「TED」の公式ガイド。暗記するのか、何を着れ

ばいいのかなど、TED の基本からツール、準備、本番、考察まで、具体的な 21
のノウハウを解説する。4 つの NG も教える。 

 
朝日新聞 2016/08/21 

2016:7./ 347p 
978-4-8222-5165-9 

本体 ¥1,800+税

*9784822251659*
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鉄道は誰のものか 
上岡 直見 著 
緑風出版 
日本の鉄道の混雑は、異常である。混雑の本質的な原因を指摘すると共に、鉄

道が本来持っている存在価値、特にローカル線の存在価値を再確認。リニア新

幹線の負の側面についても言及する。 

 
朝日新聞 2016/08/21 

2016:7./ 225p 
978-4-8461-1610-1 

本体 ¥2,500+税

*9784846116101*

 

集団的自衛権の思想史～憲法九条と日米安保～(選書<風のビブリオ> 3) 
篠田 英朗 著 
風行社 
平和構築を専門とする著者は、安保法制をめぐる議論の中で「日本国憲法の国

際協調主義が瀕死の重傷を負っている」ことを憂慮、日本の憲法学の歴史にそ

の淵源を探りつつ、(集団的)自衛権がわが国でどのように語られてきたかを詳細

に追う。 

 
朝日新聞 2016/08/21 

2016:7./ 214p,2p 
978-4-86258-104-4 

本体 ¥1,900+税

*9784862581044*

 

すばらしい黄金の暗闇世界(NATIONAL GEOGRAPHIC) 
椎名 誠 著 
日経ナショナルジオグラフィック社 
毒、奇妙な生物、地下世界、肥満、辺境の暮らし、宇宙開発などマニアックな博

物学を、自らの体験をまじえて紹介する面白エッセイ。 

 
朝日新聞 2016/08/21 

2016:6./ 269p 
978-4-86313-353-2 

本体 ¥1,800+税

*9784863133532*

 

マスターの教え～「富と知恵と成功」をもたらす秘訣～ 
ジョン・マクドナルド 著 
飛鳥新社 
あなたの本当の望みは何ですか?あなたにとって、成功とは何ですか?あなたは

仕事に何をもとめているのですか?あなたが思い通りに生きるためのたった 1 つ

の法則を紹介します。世界中で読み継がれている成功哲学の古典。 

 
朝日新聞 2016/08/21 

2014:12./ 142p 
978-4-86410-387-9 

本体 ¥509+税

*9784864103879*

 

川原慶賀の「日本」画帳～シーボルトの絵師が描く歳時記～ 
下妻 みどり 編 
弦書房 
シーボルトが情報収集の目的で、専属絵師・川原慶賀に描かせた日本の風物と

日本人についての絵を歳時記を軸に編集。慶賀作品 200 点余と関連図版 150
点を、同時代に書かれた野口文龍の「長崎歳時記」とともに収録する。 

 
朝日新聞 2016/08/21、毎日新聞 2016/08/21 

2016:6./ 245p 
978-4-86329-136-2 

本体 ¥2,700+税

*9784863291362*

 

詩の点滅～詩と短歌のあひだ～ 
岡井 隆 著 
KADOKAWA 
短歌、俳句、川柳、現代詩――浸食する詩歌の境界線。 

 
朝日新聞 2016/08/22 

2016:7./ 239p 
978-4-04-876371-4 

本体 ¥1,800+税

*9784048763714*
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レイさんといた夏(講談社・文学の扉) 
安田 夏菜 著 
講談社 
引きこもり少女の部屋に現れた幽霊になったヤンキー少女。レイさんを成仏させ

る身元探しの旅が、ヒッキー少女の心の扉を開け放つ! 

 
朝日新聞 2016/08/27 

2016:7./ 239p 
978-4-06-283239-7 

本体 ¥1,400+税

*9784062832397*

 

ファーブル先生の昆虫教室～本能のかしこさとおろかさ～ 
奥本 大三郎、やました こうへい 著 
ポプラ社 
スカラベの食べっぷり、世界のクワガタムシ、アリの通り道…。やさしい文章とた

のしいイラストで昆虫の本能の「かしこさ」と「おろかさ」を紹介する、抄訳版「ファ

ーブル昆虫記」。『朝日小学生新聞』連載をもとに書籍化。 

 
朝日新聞 2016/08/27 

2016:6./ 175p 
978-4-591-15031-3 

本体 ¥1,800+税

*9784591150313*

 

ソーニャのめんどり 
フィービー・ウォール 著 
くもん出版 
3 羽のひよこを大切に育て始めたソーニャ。ひよこたちはやがて立派なめんどり

になりました。ところが、ある寒い夜、とり小屋からおそろしい物音がして…。 

 
朝日新聞 2016/08/27 

2016:6./ 32p 
978-4-7743-2502-6 

本体 ¥1,400+税

*9784774325026*

 

ベーグル・チームの作戦 新版(岩波少年文庫) 
E.L.カニグズバーグ 著 
岩波書店 
ママがぼくらの野球チームの監督に、兄さんがコーチになったおかげで、ぼくの

プライバシーはすっかり侵害されてしまった…。思春期をむかえた 12 歳の少年

マークの目を通して、家族や友人たちとの日常をユーモラスに描く。 

 
朝日新聞 2016/08/28 

2006:9./ 227p 
978-4-00-114140-5 

本体 ¥640+税

*9784001141405*

 

ステージ・オブ・ザ・グラウンド(電撃文庫 3143) 
蒼山 サグ 著 
KADOKAWA 
全力じゃなきゃ始まらない、復活をかけた野球少年たちの夏!! 

 
朝日新聞 2016/08/28 

2016:8./ 255p 
978-4-04-892248-7 

本体 ¥570+税

*9784048922487*

 

陸王 
池井戸 潤 著 
集英社 
老舗足袋業者「こはぜ屋」の四代目社長は、会社存続のために足袋製造の技

術を生かしたランニングシューズの開発を思い立つ。従業員 20 名の地方零細

企業が一世一代の大勝負に打って出る!『小説すばる』連載を加筆修正。 

 
朝日新聞 2016/08/28 

2016:7./ 588p 
978-4-08-771619-1 

本体 ¥1,700+税

*9784087716191*
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スティグマータ 
近藤 史恵 著 
新潮社 
堕ちた英雄がツールに戻ってくる。不穏な空気を携えて－。チカと伊庭が世界

高の舞台を走る!「サクリファイス」シリーズ 新刊。 

 
朝日新聞 2016/08/28 

2016:6./ 310p 
978-4-10-305255-5 

本体 ¥1,500+税

*9784103052555*

 

センス・オブ・ワンダ－ 
レイチェル・ルイス・カ－ソン、上遠恵子 著 
新潮社 
子どもたちへの一番大切な贈りもの!美しいもの、未知なもの、神秘的なものに目

を見はる感性を育むために、子どもと一緒に自然を探検し、発見の喜びを味わう

－ 

 
朝日新聞 2016/08/28 

1996:7./ 60p 
978-4-10-519702-5 

本体 ¥1,400+税

*9784105197025*

 

血と霧<2> 無名の英雄(ハヤカワ文庫 JA 1237) 
多崎 礼 著 
早川書房 
ロイスが救った少年ルークは王子だった。彼に行方不明の娘の面影を見るロイ

スと、血の分析官になる夢を抱き始めるルーク。穏やかな日々を取り戻したふた

りだったが、女王シルヴィアと反勢力の対立に巻き込まれ…。完結篇。 

 
朝日新聞 2016/08/28 

2016:7./ 349p 
978-4-15-031237-4 

本体 ¥780+税

*9784150312374*

 

北の富士流 
村松 友視 著 
文藝春秋 
単身上京して横綱に上り、引退後は親方として 2 人の横綱を育て、さらに相撲

協会からはなれて NHK の解説者となった北の富士。男も女も魅了する“粋”と
“華”の秘密とは。波瀾万丈の半生をすべて記す。 

 
朝日新聞 2016/08/28 

2016:7./ 231p 
978-4-16-390482-5 

本体 ¥1,600+税

*9784163904825*

 

怪盗紳士モンモランシー(創元推理文庫 M ア 17-1) 
エレナー・アップデール 著 
東京創元社 
警察から逃げる際瀕死の重傷を負うも、運良く若き外科医に命を救われた囚人

493 ことモンモランシー。無事刑期を終えて紳士と泥棒の二重生活を謳歌して

いたが、暴れ馬を取り押さえたことで、彼の運命は大きく変わることに…。 

 
朝日新聞 2016/08/28 

2016:8./ 248p 
978-4-488-21704-4 

本体 ¥840+税

*9784488217044*

 

近未来シミュレーション 2050 日本復活 
クライド・プレストウィッツ、村上 博美、小野 智子 著 
東洋経済新報社 
2050 年、日本の経済成長率は 4.5%に達し米国と並ぶ二大超大国となる。米国

で話題となった衝撃の「新・日本論」。 

 
朝日新聞 2016/08/28 

2016:7./ 306p 
978-4-492-39631-5 

本体 ¥1,600+税

*9784492396315*
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きみは知らないほうがいい(文研じゅべにーる) 
岩瀬 成子、長谷川 集平 著 
文研出版 
米利は、あまり話したことのない同級生の昼間くんとバスでいっしょになる。どこ

へ行くのか聞いてみると、「きみは知らないほうがいい」という。気になって後をつ

けると、駅の地下通路で男の人と会っていて…。 

 
朝日新聞 2016/08/28 

2014:10./ 182p 
978-4-580-82232-0 

本体 ¥1,400+税

*9784580822320*

 

活版印刷三日月堂～星たちの栞～(ポプラ文庫 ほ 4-1) 
ほしお さなえ 著 
ポプラ社 
古びた印刷所「三日月堂」が営むのは、昔ながらの活版印刷。そんな三日月堂

には色んな悩みを抱えたお客が訪れ、活字と言葉の温かみによって心を解きほ

ぐされていくが、店主の弓子も何かを抱えているようで…。 

 
朝日新聞 2016/08/28 

2016:6./ 311p 
978-4-591-15041-2 

本体 ¥680+税

*9784591150412*

 

おいぼれミック 
バリ・ライ 著 
あすなろ書房 
となりの家のじいさんは、とんでもない人種差別主義者だった!インド系移民、善

良なるシク教徒のシン一家の運命は…!?イングランド中部の多文化都市レスタ

ーを舞台にくりひろげられる、涙と笑いの異文化交流物語。 

 
朝日新聞 2016/08/28 

2015:9./ 119p 
978-4-7515-2758-0 

本体 ¥1,200+税

*9784751527580*

 

オヤジ国憲法でいこう! 増補(よりみちパン!セ P028) 
しりあがり 寿、祖父江 慎 著 
イースト・プレス 
個性ハ必要ナシ。友達ハ大切ナモノニアラズ!オヤジ界の 2 大巨頭、しりあがり

寿と祖父江慎が 5 条 15 項からなる「オヤジ国憲法」を発布し、悩めるヤングに

人生の真実を説く。対談も収録。 

 
朝日新聞 2016/08/28 

2012:1./ 194p 
978-4-7816-9027-8 

本体 ¥1,200+税

*9784781690278*

 

TOKYO インテリアツアー～東京は内面こそが面白い!～ 
浅子 佳英、安藤 僚子 著 
ＬＩＸＩＬ出版 
東京のインテリアデザインと都市との関係をあきらかにする考現学的ガイドブッ

ク。銀座、丸の内、原宿、中目黒など 9 つのエリアの 97 のインテリアをイラストと

テキストで紹介する。コラムも掲載。 

 
朝日新聞 2016/08/28 

2016:6./ 175p 
978-4-86480-023-5 

本体 ¥2,000+税

*9784864800235*

 

金子兜太×いとうせいこうが選んだ「平和の俳句」 
金子 兜太、いとう せいこう 著 
小学館 
平和とは一杯の飯初日の出 2015 年 1 月 1 日?12 月 31 日に『東京新聞』『中

日新聞』などに掲載された「平和の俳句」をまとめる。選者である金子兜太といと

うせいこうの対談も収録。 

 
東京・中日新聞 2016/08/07 

2016:6./ 191p 
978-4-09-388488-4 

本体 ¥1,000+税

*9784093884884*
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<獄中>の文学史～夢想する近代日本文学～ 
副田 賢二 著 
笠間書院 
獄中者の生活や心理等を叙述した「<獄中>言説」と、それが生み出す監獄内の

主体像や空間のイメージ「<獄中>表象」。そのダイナミックな営みの歴史的記憶

を明治期からたどり、近代日本の「文学」概念との相関性を考察する。 

 
東京・中日新聞 2016/08/07 

2016:5./ 407p,17p,11p 
978-4-305-70806-9 

本体 ¥2,200+税

*9784305708069*

 

豊臣水軍興亡史 
山内 譲 著 
吉川弘文館 
秀吉は、瀬戸内の来島村上氏や伊勢海の九鬼氏らを水軍として重用した。「海

上軍事力」としての彼らを通じ、豊臣政権を見直す。 

 
東京・中日新聞 2016/08/07 

2016:6./ 10p,260p,7p 
978-4-642-08296-9 

本体 ¥2,300+税

*9784642082969*

 

ヴェネツィア～美の都の一千年～(岩波新書 新赤版 1608) 
宮下 規久朗 著 
岩波書店 
水の都ヴェネツィアは、たぐい稀な「美の都」でもある。町のあちこちに息づき、い

まも新しさを加えている建築や美術を切り口に、ヴェネツィアの歴史と魅力を存

分に紹介する。 

 
東京・中日新聞 2016/08/07、朝日新聞 2016/08/07 

2016:6./ 14p,232p,4p 
978-4-00-431608-4 

本体 ¥1,020+税

*9784004316084*

 

死の虫～ツツガムシ病との闘い～ 
小林 照幸 著 
中央公論新社 
明治・大正・戦前に、毎夏多くの犠牲者を出した正体不明の病。北里柴三郎も

解明できなかった難問に、命と名誉を懸けて挑んだ日本人医学者たちがいた

…。ツツガムシ病解明の人間ドラマを描いたノンフィクション。 

 
東京・中日新聞 2016/08/14 

2016:6./ 268p 
978-4-12-004862-3 

本体 ¥1,600+税

*9784120048623*

 

漫画は戦争を忘れない 
石子 順 著 
新日本出版社 
戦後描かれてきた戦争漫画の系譜をまとめる。 

 
東京・中日新聞 2016/08/14 

2016:6./ 237p 
978-4-406-05954-1 

本体 ¥1,900+税

*9784406059541*

 

日本はなぜ、「戦争ができる国」になったのか 
矢部 宏治 著 
集英社インターナショナル 
実は、改憲せずとも、米政府と米軍部の判断次第で「日本をあらゆる戦争に参

加させうる」『指揮権』。日本人の誰も知らない謎の権力の存在と異常な成立過

程を初めて証明。参院選を直前に、全日本人必読の衝撃の書! 

 
東京・中日新聞 2016/08/14 

2016:5./ 318p 
978-4-7976-7328-9 

本体 ¥1,200+税

*9784797673289*
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横須賀、基地の街を歩きつづけて～小さな運動はリヤカーとともに～ 
新倉 裕史 著 
七つ森書館 
40 年にわたって、神奈川県横須賀で「基地のない町を」と訴えてきた「非核市民

宣言運動・ヨコスカ」の歴史。 

 
東京・中日新聞 2016/08/14 

2016:4./ 222p 
978-4-8228-1655-1 

本体 ¥1,800+税

*9784822816551*

 

山の霊異記～霧中の幻影～(幽 BOOKS) 
安曇 潤平 著 
KADOKAWA 
山岳怪談実話の名手による、山の霊気に満ちた怪談集 

 
東京・中日新聞 2016/08/21 

2016:6./ 190p 
978-4-04-104474-2 

本体 ¥1,300+税

*9784041044742*

 

バーニー・サンダース自伝 
バーニー・サンダース 著 
大月書店 
アメリカ大統領選挙で快進撃!働く人々、貧しい人々、弱い立場の人々に味方し

て、驚異的な支持を集めるサンダース。民主主義にこだわりつづける「社会主義

者」のユニークな闘いを記した自伝。 

 
東京・中日新聞 2016/08/21 

2016:6./ 407p 
978-4-272-21114-2 

本体 ¥2,300+税

*9784272211142*

 

日本人が知らない最先端の「世界史」 
福井 義高 著 
祥伝社 
歴史修正主義、チャンドラ・ボース、中国共産党政権誕生の裏側などの歴史論

争について、英米独仏露の 新歴史論文を原語で読破して、論点を整理して

解説する。第 7 章を除き『正論』連載に加筆修正したもの。 

 
東京・中日新聞 2016/08/21 

2016:6./ 300p 
978-4-396-61567-3 

本体 ¥1,600+税

*9784396615673*

 

戦地の図書館～海を越えた一億四千万冊～ 
モリー・グプティル・マニング、松尾 恭子 著 
東京創元社 
戦場の兵士に本を送れ-。第二次世界大戦中、図書館員・米軍・出版業界が展

開した史上 大の図書作戦。全米で行われた本の寄付運動、兵士用に独自に

開発されたペーパーバック<兵隊文庫>などについて余すところなく描く。 

 
東京・中日新聞 2016/08/21 

2016:5./ 257p,59p 
978-4-488-00384-5 

本体 ¥2,500+税

*9784488003845*

 

天使の誘惑 
新木 正人 著 
論創社 
擾乱の 1970 年代前後に、新木正人はリトルマガジンに拠り、特異な文体を駆使

する書き手として鮮烈な印象を残しながらも、その後長い沈黙の中にあった。い

まも独自の光芒を放つその作品群に加え、 新の論考も収めた評論集。 

 
東京・中日新聞 2016/08/21 

2016:6./ 285p 
978-4-8460-1532-9 

本体 ¥2,800+税

*9784846015329*
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中国 虫の奇聞録(あじあブックス 078) 
瀬川 千秋 著 
大修館書店 
虫にまつわる逸話が映し出す 中国文化史 

 
東京・中日新聞 2016/08/28 

2016:6./ 10p,226p 
978-4-469-23318-6 

本体 ¥1,800+税

*9784469233186*

 

箸はすごい 
エドワード・ワン、仙名 紀 著 
柏書房 
「フォーク」の国から見た不思議不可解な「箸」の世界 

 
東京・中日新聞 2016/08/28 

2016:6./ 257p 図 版
12p 
978-4-7601-4712-0 

本体 ¥2,200+税

*9784760147120*

 

無十 
斎藤 義重、千石 英世 編 
斎藤 義重 著 
水声社 
戦後日本を代表する現代美術家による日記日録。貧苦のなか息子たちを施設

に預ける状況を綴る「無十」を中心に、著者の未発表の 5 冊の手書きノート(のコ

ピー)をできる限り原文通りおこし、まとめたもの。 

 
東京・中日新聞 2016/08/28 

2016:7./ 299p 
978-4-8010-0125-1 

本体 ¥4,500+税

*9784801001251*

 

情報の呼吸法～未来を変える～(中経の文庫 B16) 
津田 大介 著 
KADOKAWA 
超情報時代を楽しむための「情報の吸い込み方&吐き出し方」 

 
読売新聞 2016/08/07 

2016:7./ 188p 
978-4-04-601323-1 

本体 ¥640+税

*9784046013231*

 

罪の声 
塩田 武士 著 
講談社 
逃げ続けることが、人生だった。昭和 大の未解決事件「グリ森」を圧倒的な取

材と着想で描いた全世代必読!本年度 高の長編小説。 

 
読売新聞 2016/08/07 

2016:8./ 409p 
978-4-06-219983-4 

本体 ¥1,650+税

*9784062199834*

 

ミライの授業 
瀧本 哲史 著 
講談社 
ベストセラー『僕は君たちに武器を配りたい』著者が京大を飛び出して全国の中

学校で特別授業した講義ノート 

 
読売新聞 2016/08/07 

2016:6./ 261p 
978-4-06-220017-2 

本体 ¥1,500+税

*9784062200172*

 

ハリネズミの願い 
トーン・テレヘン 著 
新潮社 
招待状に、「でも来なくても大丈夫です」と書いてしまう臆病なハリネズミに友達

はできるのか?迷えるあなたのためのオランダの物語。 

 
読売新聞 2016/08/07 

2016:6./ 174p 
978-4-10-506991-9 

本体 ¥1,300+税

*9784105069919*
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広島はすごい(新潮新書 672) 
安西 巧 著 
新潮社 
マツダもカープも大復活!ユニークな会社や人材が輩出する理由を日経広島支

局長が熱く説く。 

 
読売新聞 2016/08/07 

2016:6./ 223p 
978-4-10-610672-9 

本体 ¥740+税

*9784106106729*

 

ユダヤとアメリカ～揺れ動くイスラエル・ロビー～(中公新書 2381) 
立山 良司 著 
中央公論新社 
イスラエルのためにアメリカの政財界に働きかけを行う連合体、イスラエル・ロビ

ー。近年、若年層を中心に「イスラエル絶対支持」を疑問視する声が増えてい

る。アメリカの外交、経済、大統領選をも左右する彼らの実態に迫る。 

 
読売新聞 2016/08/07 

2016:6./ 245p 
978-4-12-102381-0 

本体 ¥820+税

*9784121023810*

 

熱狂する「神の国」アメリカ～大統領とキリスト教～(文春新書 1081) 
松本 佐保 著 
文藝春秋 
現在でもアメリカの信仰心はヨーロッパよりもはるかに高い。建国以来、独自の

発展を遂げてきたアメリカのキリスト教は、政治にどのような影響を与えてきた

か。大統領選との関係からアメリカの精神構造を探る。 

 
読売新聞 2016/08/07 

2016:6./ 271p 
978-4-16-661081-5 

本体 ¥800+税

*9784166610815*

 

日本の古代を読む(文春学藝ライブラリー) 
本居 宣長、津田 左右吉、上野 誠 編 
本居 宣長、津田 左右吉 著 
文藝春秋 
本居宣長、津田左右吉、内藤湖南、折口信夫、亀井勝一郎…。古今の碩学 16
人の論考を、気鋭の万葉学者が厳選してまとめた古代史アンソロジー。現代人

が古代史を考えるときの出発点となる一冊。 

 
読売新聞 2016/08/07 

2016:6./ 381p 
978-4-16-813065-6 

本体 ¥1,320+税

*9784168130656*

 

介護するからだ(シリーズケアをひらく) 
細馬 宏通 著 
医学書院 
介護行為が撮影されているビデオを 1 コマ 1 コマ見る。そこには、言語以前に

かしこい身体があった-。目利きの人間行動学者が、ベテランワーカーの「神対

応」のヒミツに迫る。『訪問介護と介護』の連載をもとに単行本化。 

 
読売新聞 2016/08/07 

2016:6./ 279p 
978-4-260-02802-8 

本体 ¥2,000+税

*9784260028028*

 

砂浜 
佐藤 雅彦 著 
紀伊國屋書店 
「だんご 3 兄弟」や数々のヒット CM を手がけ、さらに新たなジャンルへの表現に

挑み続ける著者の、初めての物語集。自らの原風景である「砂浜」を舞台に、

日々を生き生きと過ごす少年たちを描く。 

 
読売新聞 2016/08/07 

2004:7./ 152p 
978-4-314-00963-8 

本体 ¥1,500+税

*9784314009638*
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8000 万人社会の衝撃～地方消滅から日本消滅へ～(祥伝社新書 473) 
加藤 久和 著 
祥伝社 
急激な人口減少が始まった。このままいけば、2060 年には 8000 万人台にまで

減る見込みである。少子高齢化・人口減少、都市と地方などの国土構造が日本

に及ぼす課題を分析し、「日本消滅を回避する戦略」を検討する。 

 
読売新聞 2016/08/07 

2016:7./ 283p 
978-4-396-11473-2 

本体 ¥820+税

*9784396114732*

 

おかしな男渥美清(ちくま文庫 こ 4-20) 
小林 信彦 著 
筑摩書房 
映画「男はつらいよ」の〈寅さん〉になる前の若き日の渥美清の姿を愛情こめて綴

った人物伝。対談 渥美清と僕たち（小沢昭一）も収録。解説/中野翠 

 
読売新聞 2016/08/07 

2016:7./ 478p 
978-4-480-43374-9 

本体 ¥950+税

*9784480433749*

 

執着(海外文学セレクション) 
ハビエル・マリアス 著 
東京創元社 
マドリッドの出版社に勤める独身の編集者マリアが憧れていた夫婦。その夫が殺

された。通り魔殺人?三角関係の清算?それとも…?現代スペインを代表する作家

による、愛と死と罪をめぐる哲学小説。 

 
読売新聞 2016/08/07 

2016:6./ 334p 
978-4-488-01662-3 

本体 ¥2,500+税

*9784488016623*

 

図説シルクロード文化史 
ヴァレリー・ハンセン 著 
原書房 
東西文化が伝播するスーパーハイウェイ、シルクロード。オアシス都市それぞれ

の歴史における主な出来事を辿ると共に、そこに暮らした様々な背景の人々の

文化交流や交易の性格を探り、シルクロードの真実の物語を伝える。 

 
読売新聞 2016/08/07 

2016:6./ 384p,14p 図

版 16p 
978-4-562-05321-6 

本体 ¥5,000+税

*9784562053216*

 

アメリカの大問題～百年に一度の転換点に立つ大国～(PHP 新書 1051) 
髙岡 望 著 
ＰＨＰ研究所 
百年に一度の転換期に立ち、格差と移民の問題、力の行使の問題、エネルギ

ー問題という三つの大問題に直面しているアメリカ。2013 年?15 年にヒューストン

に駐在していた著者が、歴史的転換の本質を外交官の目で読み解く。 

 
読売新聞 2016/08/07 

2016:6./ 277p 
978-4-569-82966-1 

本体 ¥840+税

*9784569829661*

 

透明迷宮 
平凡社 
カラダが作品になる、コトバになる、光になる-。世界を舞台に活躍するダンサ

ー・振付家の笠井叡。その肉体と精神を駆使した舞踏を、巨匠・細江英公のカメ

ラがとらえた写真集。鬼才同士の奇跡の記念碑的セッション。 

 
読売新聞 2016/08/07 

2016:2./ 80p 
978-4-582-27821-7 

本体 ¥6,800+税

*9784582278217*
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詩のトポス～人と場所をむすぶ漢詩の力～ 
齋藤 希史 著 
平凡社 
洛陽、長安、江戸…詠まれたトポスから光を当てると李白や杜甫らの詩はいかに

深く、広く読めるか?詩鑑賞の刺激に満ちた新世界。 

 
読売新聞 2016/08/07 

2016:5./ 286p 
978-4-582-83727-8 

本体 ¥2,600+税

*9784582837278*

 

拾った女(扶桑社ミステリー ウ 3-6) 
チャールズ・ウィルフォード 著 
扶桑社 
サンフランシスコ、夜。小柄でブロンドの美しい女がカフェに入ってきた。店で働

くハリーは、文無しというその女ヘレンと知り合ったことで、衝動的に仕事をやめ

る。ふたりは同棲を始めるが…。巨匠、幻の傑作ノワール。 

 
読売新聞 2016/08/07 

2016:7./ 335p 
978-4-594-07507-1 

本体 ¥950+税

*9784594075071*

 

遠読～<世界文学システム>への挑戦～ 
フランコ・モレッティ 著 
みすず書房 
文学史の「正典」を「精読」するだけで「世界文学」は語れるのか?膨大な文学作

品をコンピューター解析し、文学史を進化論等から俯瞰的に分析する「遠読」。

「遠読」が世界文学にとりうる分析法が展開する 10 の論文を収録。 

 
読売新聞 2016/08/07 

2016:6./ 339p,11p 
978-4-622-07972-9 

本体 ¥4,600+税

*9784622079729*

 

「時代映画」の誕生～講談・小説・剣劇から時代劇へ～ 
岩本 憲児 著 
吉川弘文館 
時代背景も登場人物も現実からほど遠い時代映画が、なぜ観客を魅了したの

か。脚本や映像を分析し、講談・小説・剣劇との関係を探る。 

 
読売新聞 2016/08/07 

2016:6./ 4p,379p,21p 
978-4-642-01654-4 

本体 ¥4,500+税

*9784642016544*

 

明治初期日本の原風景と謎の少年写真家～ミヒャエル・モーザーの「古写真ア

ルバム」と世界旅行～ 
アルフレッド・モーザー、ペーター・パンツァー、宮田 奈奈 著 
洋泉社 
明治 2 年、オーストリアからきた 16 歳の写真家は、日本に 7 年滞在し、さらに地

球 2 周分の旅行をし、帰国後、日本での思い出をアルバムに遺した-。祖父が遺

した日記や手紙、新聞に寄稿した文章とともに、世界旅行を再現する。 

 
読売新聞 2016/08/07 

2016:7./ 191p 
978-4-8003-0977-8 

本体 ¥2,500+税

*9784800309778*

 

柏木義円と親鸞～近代のキリスト教をめぐる相克～ 
市川 浩史 著 
ぺりかん社 
明治～昭和初期にかけて活躍した異色のキリスト者・柏木義円(1860-1938)の思

想形成過程を実証的に考察する。 

 
読売新聞 2016/08/07 

2016:6./ 206p 
978-4-8315-1441-7 

本体 ¥2,600+税

*9784831514417*



 30  

 

仰臥漫録 改版(岩波文庫 緑 13-5) 
正岡 子規 著 
岩波書店 
子規が、死の前年の明治三四年九月から死の直前まで、折々に書きとめた日

録。日々三度の食事の献立から病苦と死の恐怖への煩悶に至るまで、病床生

活を、俳句、水彩画等を交えて赤裸々に語った稀有な生活記録。 

 
読売新聞 2016/08/14 

1983:11./ 195p 
978-4-00-310135-3 

本体 ¥500+税

*9784003101353*

 

空と風と星と詩～尹東柱詩集～(岩波文庫 32-075-1) 
尹 東柱 著 
岩波書店 
戦争末期、留学先の日本で 27 歳の若さで獄死した詩人・尹東柱。清冽な言葉

で韓国の若者たちを魅了した詩集「空と風と星と詩」をはじめ全 66 篇を訳出。原

詩も収録する。 

 
読売新聞 2016/08/14 

2012:10./ 186p 
978-4-00-320751-2 

本体 ¥560+税

*9784003207512*

 

地獄の季節(岩波文庫 赤 552-1) 
アルテュ－ル・ランボ－、小林秀雄 著 
岩波書店 
マラルメ、ヴェルレーヌとならぶフランス象徴派の詩人ランボオ。その文学への訣

別の辞ともいうべき『地獄の季節』、言葉の錬金術の実験室といわれる『飾画』

は、彼の特異の天禀を示した代表作である。 

 
読売新聞 2016/08/14 

1970:9./ 148p 
978-4-00-325521-6 

本体 ¥480+税

*9784003255216*

 

京都の歴史を歩く(岩波新書 新赤版 1584) 
小林 丈広、高木 博志、三枝 暁子 著 
岩波書店 
町家の風景がひっそりと姿を消す一方、雅な「古都」のイメージが流布する。これ

が、京都なのだろうか…。15 の「道」と「場」をめぐり、本当の京都に出合う小さな

旅へ。かつて都に生きた人びとの暮らしと営みに思いをはせる。 

 
読売新聞 2016/08/14 

2016:1./ 6p,313p,10p 
978-4-00-431584-1 

本体 ¥900+税

*9784004315841*

 

即答力(朝日文庫 ま 34-5) 
松浦 弥太郎 著 
朝日新聞出版 
“間をつくらない”コミュニケーションが、仕事と人生を成功に導く。「自分を「ニー

ズ」に近づける作法」「15 分前を基本とする」「優先順位を入れ替え続ける」な

ど、ためらわずにチャレンジする 43 のヒントを紹介。 

 
読売新聞 2016/08/14 

2016:6./ 207p 
978-4-02-261861-0 

本体 ¥580+税

*9784022618610*

 

付喪神(<現代版>絵本御伽草子) 
講談社 
康保年間。京都四条河原町。古くなって道端に捨てられた茶碗やまな板、包

丁、傘、招き猫など「物」達の人間への復讐会議が始まった! 

 
読売新聞 2016/08/14 

2015:10./ 64p 
978-4-06-219733-5 

本体 ¥1,500+税

*9784062197335*
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やがて海へと届く 
彩瀬 まる 著 
講談社 
すみれが消息を絶ったあの日から三年。親友を亡き人として忘れようとする周囲

に反し、真奈は彼女をさがし続けていた。 

 
読売新聞 2016/08/14 

2016:2./ 222p 
978-4-06-219925-4 

本体 ¥1,500+税

*9784062199254*

 

雲は湧き、光あふれて(集英社オレンジ文庫 す 1-1) 
須賀 しのぶ 著 
集英社 
甲子園予選を前に、超高校級スラッガーの益岡が故障。益岡は出場を強行する

が、立てるのは一打席だけ。走れない益岡の代走として補欠の俺が抜擢されて

…。甲子園を目指す少年たちの、涙と感動の高校野球小説集。全 3 編を収録。 

 
読売新聞 2016/08/14 

2015:7./ 236p 
978-4-08-680029-7 

本体 ¥540+税

*9784086800297*

 

悪女について 改版(新潮文庫) 
有吉 佐和子 著 
新潮社 
醜聞(スキャンダル)にまみれて謎の死を遂げた美貌の女実業家富小路公子。彼

女に関わった二十七人の男女へのインタビューで浮び上がってきたのは、騙さ

れた男たちにもそれと気付かれぬ、恐ろしくも奇想天外な女の悪の愉しみ方だ

った。 

 
読売新聞 2016/08/14 

2006:6./ 521p 
978-4-10-113219-8 

本体 ¥750+税

*9784101132198*

 

風が強く吹いている(新潮文庫) 
三浦 しをん 著 
新潮社 
箱根駅伝を走りたい－そんな灰二の想いが、天才ランナー走と出会って動き出

す。「駅伝」って何?走るってどういうことなんだ?十人の個性あふれるメンバーが、

長距離を走ること(=生きること)に夢中で突き進む。 

 
読売新聞 2016/08/14 

2009:6./ 670p 
978-4-10-116758-9 

本体 ¥840+税

*9784101167589*

 

風と共に去りぬ<第 1 巻>(新潮文庫 ミ-4-1) 
マーガレット・ミッチェル 著 
新潮社 
アメリカ南部の大農園<タラ>に生まれたスカーレット。若さと美しさを満喫し、激し

い気性だが言い寄る男には事欠かない。だがアシュリが結婚すると聞いて自棄

になり、別の男と結婚したのも束の間、南北戦争が勃発し…。 

 
読売新聞 2016/08/14 

2015:4./ 460p 
978-4-10-209106-7 

本体 ¥710+税

*9784102091067*

 

風と共に去りぬ<第 2 巻>(新潮文庫 ミ-4-2) 
マーガレット・ミッチェル 著 
新潮社 
アトランタで鬱屈した日々を送るスカーレットに、南北間の密輸で巨利を得てい

たレット・バトラーが破天荒な魅力で接近する。戦火烈しいアトランタを彼の助け

で脱出したスカーレット。だが、故郷<タラ>は無残に変わり果て…。 

 
読売新聞 2016/08/14 

2015:4./ 469p 
978-4-10-209107-4 

本体 ¥710+税

*9784102091074*
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風と共に去りぬ<第 3 巻>(新潮文庫 ミ-4-3) 
マーガレット・ミッチェル 著 
新潮社 
故郷を再建するため起ちあがるスカーレット。しかし過酷な重税が課せられ、農

園を売らなければならない危機の瀬戸際に。スカーレットは金策のため、自らの

身をレット・バトラーに差し出す決意を固めたのだが…。 

 
読売新聞 2016/08/14 

2015:5./ 423p 
978-4-10-209108-1 

本体 ¥670+税

*9784102091081*

 

風と共に去りぬ<第 4 巻>(新潮文庫 ミ-4-4) 
マーガレット・ミッチェル 著 
新潮社 
敗戦後の混乱はますます激しくなり、連邦政府の圧政と解放された奴隷の横暴

に南部人が苦しむ 中、スカーレットは、妹スエレンの婚約者を横取りして再婚

した。夫とともに製材所の経営に乗り出し、意外な商才を発揮するが…。 

 
読売新聞 2016/08/14 

2015:6./ 453p 
978-4-10-209109-8 

本体 ¥710+税

*9784102091098*

 

風と共に去りぬ<第 5 巻>(新潮文庫 ミ-4-5) 
マーガレット・ミッチェル 著 
新潮社 
夫を殺されたスカーレットは、ついにレット・バトラーと結ばれる。娘も生まれ、レッ

トはことのほか溺愛するが、ある事故をきっかけにふたりの関係は決定的に変わ

ってしまい…。壮大なスケールにふさわしい完結編。 

 
読売新聞 2016/08/14 

2015:7./ 572p 
978-4-10-209110-4 

本体 ¥790+税

*9784102091104*

 

大地<1> 改版(新潮文庫 ハ-6-1) 
パール・バック 著 
新潮社 
大地主の黄家の奴隷・阿蘭を嫁にもらった小作農の王龍。美しくはないが働き

者の妻を得た彼は子宝に恵まれ、黄家の土地を買うまでに運が上向くが…。19
世紀後半?20 世紀初頭の中国を舞台に、激動の 3 世代を描く大河ドラマ。 

 
読売新聞 2016/08/14 

2013:6./ 490p 
978-4-10-209901-8 

本体 ¥670+税

*9784102099018*

 

大地<2> 改版(新潮文庫 ハ-6-2) 
パール・バック 著 
新潮社 
大富豪となってからも王龍の心は大地を離れることはなかった。だが 3 人の息子

たちは、年老いて死に瀕した父の枕元で土地を売る相談を始める。19 世紀後

半?20 世紀初頭の中国を舞台に、激動の 3 世代を描く大河ドラマ。 

 
読売新聞 2016/08/14 

2013:6./ 463p 
978-4-10-209902-5 

本体 ¥670+税

*9784102099025*

 

大地<3> 改版(新潮文庫 ハ-6-3) 
パール・バック 著 
新潮社 
王淵は祖父・王龍の血を引いて土地を愛し、農民の生活に憧れる青年に育つ。

革命運動に加わった淵は、捕らわれて死刑を待つばかりの身となり…。19 世紀

後半?20 世紀初頭の中国を舞台に、激動の 3 世代を描く大河ドラマ。 

 
読売新聞 2016/08/14 

2013:6./ 469p 
978-4-10-209903-2 

本体 ¥670+税

*9784102099032*
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大地<4> 改版(新潮文庫 ハ-6-4) 
パール・バック 著 
新潮社 
アメリカ留学を終えて故国に帰った王淵は、義母が育てた孤児の美齢と再会す

る。彼女の進歩的な考えにひかれた淵は美齢を深く愛するようになるが…。19
世紀後半?20 世紀初頭の中国を舞台に、激動の 3 世代を描く大河ドラマ。 

 
読売新聞 2016/08/14 

2013:6./ 389p 
978-4-10-209904-9 

本体 ¥590+税

*9784102099049*

 

イギリス人の患者(新潮文庫) 
マイケル・オンダーチェ、土屋 政雄 著 
新潮社 
読売新聞 2016/08/14 

1999:3./ 392p 
978-4-10-219111-8 

本体 ¥667+税

*9784102191118*

 

よこまち余話 
木内 昇 著 
中央公論新社 
お針子の齣江、<影>と話す少年、皮肉屋の老婆らが暮らす長屋。あやかしの鈴

が響くとき、押し入れに芸者が現れ、天狗がお告げをもたらす-。小説。『リンカラ

ン』掲載に加筆修正して書籍化。 

 
読売新聞 2016/08/14 

2016:1./ 282p 
978-4-12-004814-2 

本体 ¥1,500+税

*9784120048142*

 

ピアニストという蛮族がいる(中公文庫) 
中村 紘子 著 
中央公論新社 
ホロヴィッツ、ラフマニノフら、巨匠たちの天才ぶりを軽妙に綴り、幸田延、久野

久の悲劇的な半生が感動を呼ぶ、文藝春秋読者賞受賞作。 

 
読売新聞 2016/08/14 

2009:12./ 317p 
978-4-12-205242-0 

本体 ¥762+税

*9784122052420*

 

石油の世紀～支配者たちの興亡～<上> 
ダニエル・ヤ－ギン、日高義樹 著 
ＮＨＫ出版 
読売新聞 2016/08/14 

1991:4./ 707p 
978-4-14-005168-9 

本体 ¥2,136+税

*9784140051689*

 

石油の世紀～支配者たちの興亡～<下> 
ダニエル・ヤ－ギン、日高義樹 著 
ＮＨＫ出版 
読売新聞 2016/08/14 

1991:4./ 615p 
978-4-14-005169-6 

本体 ¥2,136+税

*9784140051696*

 

ブラバン甲子園大研究～高校野球を 100 倍楽しむ～ 
梅津 有希子 著 
文藝春秋 
甲子園のアルプススタンドで日本一熱い夏を闘う吹奏楽部員たち。高校野球の

ブラバン応援はいつ始まった?応援の基本ルールとは?ブラバン甲子園の謎を大

解剖。有名校オリジナル応援秘話、有名校ブラバン顧問対談等も収録。 

 
読売新聞 2016/08/14 

2016:7./ 212p 
978-4-16-390485-6 

本体 ¥1,200+税

*9784163904856*
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科学の本一〇〇冊 
村上 陽一郎 著 
河出書房新社 
日本を代表する科学史家が、これだけは読んでおきたいサイエンスのあらゆる

ジャンルの本を 100 冊選び、読みどころを徹底ガイド。 

 
読売新聞 2016/08/14 

2015:12./ 229p 
978-4-309-25338-1 

本体 ¥1,600+税

*9784309253381*

 

ヴェネツィアに死す(光文社古典新訳文庫) 
マン、岸 美光 著 
光文社 
「美」と「エロス」に引き裂かれた男!美しい少年への愛が、老作家を破滅させる。

マンの思索と物語性が生きた、衝撃の新訳。 

 
読売新聞 2016/08/14 

2007:3./ 166p 
978-4-334-75124-1 

本体 ¥419+税

*9784334751241*

 

安保論争(ちくま新書 1199) 
細谷 雄一 著 
筑摩書房 
平和はいかに実現可能か。安保関連法をめぐる論戦のもと、この難問は掘り下

げられなかった。外交史の視点から現代の安全保障を考える。 

 
読売新聞 2016/08/14 

2016:7./ 279p 
978-4-480-06904-7 

本体 ¥880+税

*9784480069047*

 

光車よ、まわれ!(ポプラ文庫ピュアフル) 
天沢 退二郎 著 
ポプラ社 
はじまりは、ある雨の朝。登校した一郎は、周囲の様子がいつもと違うことに気づ

く。奇怪な事件が続出する中、神秘的な美少女・龍子らとともに、不思議な力を

宿すという≪光車≫を探すことなるのだが－。≪光車≫とは何か。 

 
読売新聞 2016/08/14 

2010:2./ 294p 
978-4-591-11422-3 

本体 ¥660+税

*9784591114223*

 

サバイバル登山家 
服部 文祥 著 
みすず書房 
オールラウンドに登山を追及してきた若き登山家は、自分の身体能力だけを頼

りに山をめざす?。「自然に対してフェアに」という真摯な登山思想と、ユニークな

山行記が躍動する、鮮烈な山岳ノンフィクション。 

 
読売新聞 2016/08/14 

2006:6./ 257p 
978-4-622-07220-1 

本体 ¥2,400+税

*9784622072201*

 

現代政治の思想と行動 
丸山 真男 著 
未来社 
著者が戦後発表した政治学ないし、現代政治の問題に関連する主要な論文を

収めたもの。主要テーマにしたがって 3 部門に整理。第 1 部現代日本政治の

精神状況、第 2 部イデオロギーの政治学、第 3 部「政治的なるもの」とその限

界。 

 
読売新聞 2016/08/14 

2006:8./ 585p 
978-4-624-30103-3 

本体 ¥3,800+税

*9784624301033*
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戦国史をみる目 
藤木久志 著 
校倉書房 
1.戦国乱世の女 2.一向一揆をどうみるか 3.村からみた戦国大名 4.民衆はい

つも被害者か 5.朝鮮侵略への目 

 
読売新聞 2016/08/14 

1995:2./ 337p 
978-4-7517-2450-7 

本体 ¥3,800+税

*9784751724507*

 

ガリンペイロ〈採金夫〉体験記～アマゾンのゴールドラッシュに飛び込んだ日本

人移民～ 
杉本 有朋 著 
近代文芸社 
黄金に憑かれ、魔境アマゾンに挑む、男の世界! 

 
読売新聞 2016/08/14 

2010:8./ 318p 
978-4-7733-7723-1 

本体 ¥1,700+税

*9784773377231*

 

身近にある毒植物たち～“知らなかった”ではすまされない雑草、野菜、草花の

恐るべき仕組み～(サイエンス・アイ新書 SIS-359) 
森 昭彦 著 
ＳＢクリエイティブ 
安易に食べると危険!ときには、迂闊に触っても危険! 

 
読売新聞 2016/08/14 

2016:6./ 191p 
978-4-7973-5345-7 

本体 ¥1,000+税

*9784797353457*

 

太平洋ひとりぼっち 
堀江 謙一 著 
舵社 
1962 年、堀江謙一は 19 フィートのヨット「マーメイド」で太平洋をひとりで横断し

た－。40 年も前に、わずか 6m 足らずのヨットで太平洋を横断した「マーメイド」

号の航海記。復刊。 

 
読売新聞 2016/08/14 

2004:2./ 279p 
978-4-8072-1121-0 

本体 ¥1,429+税

*9784807211210*

 

家裁調査官は見た～家族のしがらみ～(新潮新書 676) 
村尾 泰弘 著 
新潮社 
人生 凶の人は、肉親だった。家庭に巣食う「しがらみ」の正体を明かし、個人

の回復法を示す実例集。 

 
読売新聞 2016/08/14、朝日新聞 2016/08/21 

2016:7./ 206p 
978-4-10-610676-7 

本体 ¥720+税

*9784106106767*

 

裸の華 
桜木 紫乃 著 
集英社 
怪我で引退した元ストリッパーのノリカは故郷で、自分の店を持つことを決意す

る。ダンサーを募集すると、二人の若い女性が現れて…。師匠から弟子につな

ぐ踊り子の矜持を鮮やかに描いた傑作長編。 

 
読売新聞 2016/08/14、朝日新聞 2016/08/28 

2016:6./ 308p 
978-4-08-771665-8 

本体 ¥1,500+税

*9784087716658*
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科学者と戦争(岩波新書 新赤版 1611) 
池内 了 著 
岩波書店 
軍事研究との訣別を誓ったはずの日本で、軍学共同が急速に進んでいる。悲

惨な結果をもたらした歴史への反省を忘れ、科学者はいったい何を考えている

のか。軍学共同の実態を描き、今後予想される展開に対して警告を発する。 

 
読売新聞 2016/08/21 

2016:6./ 12p,202p,3p 
978-4-00-431611-4 

本体 ¥780+税

*9784004316114*

 

『不思議の国のアリス』の分析哲学 
八木沢 敬 著 
講談社 
ハンプティー・ダンプティーという名前には卵形の意味がある?ここから始まる意

味についての分析とは。アリスと哲学を同時に楽しむ! 

 
読売新聞 2016/08/21 

2016:6./ 305p 
978-4-06-220079-0 

本体 ¥1,800+税

*9784062200790*

 

QJKJQ 
佐藤 究 著 
講談社 
亜李亜の家族は全員、殺人鬼。ある日、惨殺された兄を発見する。亜李亜は父

に疑いの目を向けるが、一家には更なる秘密があった。 

 
読売新聞 2016/08/21 

2016:8./ 309p 
978-4-06-220219-0 

本体 ¥1,500+税

*9784062202190*

 

沖縄の旅・アブチラガマと轟の壕～国内が戦場になったとき～(集英社新書) 
石原 昌家 著 
集英社 
沖縄本島南部、ガマと呼ばれる自然洞窟は、かつて軍と住民が米軍の攻撃を

逃れるために使用した避難壕だった。25 年の歳月をかけて石原教授が検証し

た証言が明らかにする「壕の闇の真実」は何か? 

 
読売新聞 2016/08/21 

2000:6./ 222p 
978-4-08-720036-2 

本体 ¥760+税

*9784087200362*

 

本屋さんのダイアナ(新潮文庫 ゆ-14-2) 
柚木 麻子 著 
新潮社 
私は大穴(ダイアナ)。こんな名前を初めて褒めてくれた、あの子。 強のガー

ル・ミーツ・ガール小説! 

 
読売新聞 2016/08/21 

2016:7./ 386p 
978-4-10-120242-6 

本体 ¥630+税

*9784101202426*

 

君たちが知っておくべきこと～未来のエリートとの対話～ 
佐藤 優 著 
新潮社 
超難関高校生たちに伝授する世界基準の勉強法、知識の使い途、そして人生

哲学。誰も教えなかった〈エリート帝王学〉講義を完全収録! 

 
読売新聞 2016/08/21 

2016:7./ 234p 
978-4-10-475210-2 

本体 ¥1,300+税

*9784104752102*
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貧困 子供の SOS～記者が聞いた、小さな叫び～ 
読売新聞社会部 著 
中央公論新社 
貧しさから進学をあきらめる子や、食事も満足にとれない子がいる。家庭の経済

状況で、子供の未来が左右されない社会を作るにはどうすべきか。『読売新聞』

連載に、「記者ノート」「現場キャップから」等を加えて単行本化。 

 
読売新聞 2016/08/21 

2016:6./ 272p 
978-4-12-004864-7 

本体 ¥1,500+税

*9784120048647*

 

元老～近代日本の真の指導者たち～(中公新書 2379) 
伊藤 之雄 著 
中央公論新社 
明治憲法成立後の 1890 年代以降、天皇の特別な補佐として、首相選出、戦争

など重要国務を取り仕切った元老。伊藤博文、山県有朋、西園寺公望…。半世

紀にわたり権力の中枢にいた 8 人の元老を通して、近代日本の軌跡を描く。 

 
読売新聞 2016/08/21 

2016:6./ 5p,319p 
978-4-12-102379-7 

本体 ¥880+税

*9784121023797*

 

挑み続ける力～「プロフェッショナル仕事の流儀」スペシャル～(NHK 出版新書 
492) 
NHK「プロフェッショナル」制作班 著 
ＮＨＫ出版 
羽生善治、三浦知良…。NHK「プロフェッショナル 仕事の流儀」登場後、彼ら

10 人はどのような課題に直面し、どう乗り越えたのか。変転目まぐるしい時代、

困難のなかで志を持続し、限界に挑む彼らの軌跡を明かす。 

 
読売新聞 2016/08/21 

2016:7./ 227p 
978-4-14-088492-8 

本体 ¥780+税

*9784140884928*

 

?(おとこ)飯<3> 怒濤の賄い篇(文春文庫 ふ 35-4) 
福澤 徹三 著 
文藝春秋 
「やくざの組長宅を地上げせよ」という指令を受け組に潜入した渋川卓磨は、な

りゆきで行儀見習いとして住み込むはめに。そこに現れた?に傷もつ中年男。客

人なのに厨房に立ち、次々に絶品料理をつくっていく。一体何者? 

 
読売新聞 2016/08/21 

2016:8./ 251p 
978-4-16-790677-1 

本体 ¥640+税

*9784167906771*

 

あなたの自伝、お書きします 
ミュリエル・スパーク 著 
河出書房新社 
作家の卵のフラーは自伝協会なる組織に雇われた。やがて会員に異変が起き、

フラーの小説原稿が何者かに盗まれた!幻の傑作、登場。 

 
読売新聞 2016/08/21 

2016:7./ 219p 
978-4-309-20711-7 

本体 ¥2,400+税

*9784309207117*

 

学校が教えないほんとうの政治の話(ちくまプリマー新書 257) 
斎藤 美奈子 著 
筑摩書房 
若者の投票率は低いのは「ひいき」がないからだ。「ひいきの政治チーム」を決

めるにはまず「地元」を確かめよう。実践的政治入門。 

 
読売新聞 2016/08/21 

2016:7./ 207p 
978-4-480-68966-5 

本体 ¥820+税

*9784480689665*
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悪徳小説家(創元推理文庫 M ア 16-1) 
ザーシャ・アランゴ 著 
東京創元社 
ベストセラー作家のヘンリーには、決して明かすことのできない秘密があった。

愛人関係にある編集者ベティから妊娠したことを告げられたヘンリーは、ベティ

の車を海に突き落としてしまう。帰宅した彼を待ち受けていたのは…。 

 
読売新聞 2016/08/21 

2016:7./ 334p 
978-4-488-22903-0 

本体 ¥980+税

*9784488229030*

 

プロパガンダ・ポスターにみる日本の戦争～135 枚が映し出す真実～ 
田島 奈都子 著 
勉誠出版 
国民は何を見て、何を信じこまされていたのか。 

 
読売新聞 2016/08/21 

2016:7./ 158p 
978-4-585-27031-7 

本体 ¥2,800+税

*9784585270317*

 

コロンビアの素顔 
寺澤 辰麿 著 
かまくら春秋社 
ラテンアメリカ諸国に属すコロンビア経済は、何故他の国々と違うパフォーマンス

を示してきたのか。コロンビアの政治、社会、経済の特異性から分析し、解明す

る。 

 
読売新聞 2016/08/21 

2016:4./ 195p 
978-4-7740-0679-6 

本体 ¥1,800+税

*9784774006796*

 

小説家の姉と 
小路 幸也 著 
宝島社 
小説家の姉に「一緒に住んでほしい」と頼まれた大学生の弟・朗人。編集者や

作家仲間とも交流し、疎遠だった幼なじみとも再び付き合うようになった朗人は、

姉との同居の“真意”について考え始め…。『リンネル』連載を書籍化。 

 
読売新聞 2016/08/21 

2016:7./ 246p 
978-4-8002-5485-6 

本体 ¥1,500+税

*9784800254856*

 

シンジケート 
穂村 弘 著 
沖積舎 
「風の夜初めて火をみる猫の目の君がかぶりを振る十二月」水滴が雪になるよう

にことばが結晶化して歌になる。そんなピカピカの恋を詠んだ穂村弘の初の歌

集。 

 
読売新聞 2016/08/21 

1991:7./ 117p 
978-4-8060-1037-1 

本体 ¥1,748+税

*9784806010371*

 

ハンセン病療養所に生きた女たち 
福西 征子 著 
昭和堂 
元ハンセン病患者の療養に半生を捧げた女性医師による、女性入所者たちへ

のインタビュー集。5 人の女性が、生い立ちから入所に至った経緯、療養所での

生活や人間関係、結婚、家族との関係、そして解放、晩年まで、一生涯を語る。 

 
読売新聞 2016/08/21 

2016:7./ 177p 
978-4-8122-1554-8 

本体 ¥2,200+税

*9784812215548*
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家族システムの起源<1> ユーラシア(上) 
エマニュエル・トッド 著 
藤原書店 
家族システムの起源は、“核家族”である-。長年、世界各地の家族構造を研究し

てきた著者が、家族類型の起源と分化について論述し、人類の歴史の姿を提示

する。中国、日本、インド亜大陸などの地域を収録。 

 
読売新聞 2016/08/21 

2016:6./ 417p 
978-4-86578-072-7 

本体 ¥4,200+税

*9784865780727*

 

家族システムの起源<1> ユーラシア(下) 
エマニュエル・トッド 著 
藤原書店 
家族システムの起源は、“核家族”である-。長年、世界各地の家族構造を研究し

てきた著者が、家族類型の起源と分化について論述し、人類の歴史の姿を提示

する。中央および西ヨーロッパ、中東を収録。 

 
読売新聞 2016/08/21 

2016:6./ p420?937 
978-4-86578-077-2 

本体 ¥4,800+税

*9784865780772*

 

ボクシングと大東亜～東洋選手権と戦後アジア外交～ 
乗松 優 著 
忘羊社 
テレビ史上 高視聴率を誇る戦後ボクシング興行の陰には、フィリピンとの国交

回復のドラマがあった。数多の証言と資料で描く昭和秘史。 

 
読売新聞 2016/08/21、毎日新聞 2016/08/21、朝日新聞 2016/08/28 

2016:6./ 319p 
978-4-907902-11-7 

本体 ¥2,200+税

*9784907902117*

 

デモクラシーは、仁義である(角川新書 K-95) 
岡田 憲治 著 
KADOKAWA 
民主主義は基本、出来が悪い!「でも必要なんだ」と言える理由、示します。 

 
読売新聞 2016/08/28 

2016:8./ 241p 
978-4-04-082089-7 

本体 ¥800+税

*9784040820897*

 

九鬼周造～理知と情熱のはざまに立つ<ことば>の哲学～(講談社選書メチエ 
627) 
藤田 正勝 著 
講談社 
『「いき」の構造』で知られる哲学者・九鬼周造(1888-1941 年)。その生涯をたどり

ながら、全主要著作を明快に読み解く。 

 
読売新聞 2016/08/28 

2016:7./ 237p 
978-4-06-258630-6 

本体 ¥1,600+税

*9784062586306*

 

プラネタリウム男(講談社現代新書 2374) 
大平 貴之 著 
講談社 
世界で も先鋭的なプラネタリウム「メガスター」を自作した天才技術者の破天

荒な物語。国立天文台副台長 渡部潤一氏絶賛の快作。 

 
読売新聞 2016/08/28 

2016:6./ 269p 
978-4-06-288374-0 

本体 ¥800+税

*9784062883740*
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肩ごしの恋人(集英社文庫) 
唯川 恵 著 
集英社 
読売新聞 2016/08/28 

2004:10./ 331p 
978-4-08-747744-3 

本体 ¥600+税

*9784087477443*

 

蠕動で渉れ、汚泥の川を 
西村 賢太 著 
集英社 
「何しろ、彼はまだ十七歳になったばかりである」──北町貫多、セブンティーン。

洋食屋＜自芳軒＞でのバイトで脱・肉体労働を目指すも、青春の前途は多難を

極め…。待望の 新長編私小説! 

 
読売新聞 2016/08/28 

2016:7./ 260p 
978-4-08-771666-5 

本体 ¥1,600+税

*9784087716665*

 

国際主義との格闘～日本、国際連盟、イギリス帝国～(中公叢書) 
後藤 春美 著 
中央公論新社 
日本はなぜ国際連盟と対立したのか。第一次世界大戦後の東アジアに国際連

盟、および、連盟の体現した国際主義が登場することでもたらされた変化につい

て、連盟の社会人道面での活動に注目して検討する。 

 
読売新聞 2016/08/28 

2016:5./ 339p 
978-4-12-004854-8 

本体 ¥2,100+税

*9784120048548*

 

直感力を高める数学脳のつくりかた 
バーバラ・オークリー 著 
河出書房新社 
アタマを使うにはコツがある!脳科学に裏打ちされた学習法を伝授する、受験生

やビジネスマン他、数字に強くなりたい人の必読書! 

 
読売新聞 2016/08/28 

2016:5./ 322p 
978-4-309-25346-6 

本体 ¥1,900+税

*9784309253466*

 

アルファ 
イェンス・ハルダー 著 
国書刊行会 
宇宙と地球と生命の歴史を壮大なスケールで描いた大絵巻。ビッグバンから人

類誕生までの 140 億年を 2 千枚におよぶ画で描く驚愕の書。 

 
読売新聞 2016/08/28 

2016:5./ 360p 
978-4-336-06003-7 

本体 ¥3,700+税

*9784336060037*

 

写真関係 
石内 都 著 
筑摩書房 
写真家は何を見、何を考え、何を写そうと撮影するのか。そもそも写真とはどうい

うものなのか。約 50 点の写真と共に、石内都の個性豊かな言葉が紡がれてい

く。 

 
読売新聞 2016/08/28 

2016:6./ 157p 
978-4-480-81530-9 

本体 ¥2,800+税

*9784480815309*
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化粧の日本史～美意識の移りかわり～(歴史文化ライブラリー 427) 
山村 博美 著 
吉川弘文館 
メイクアップの変遷をたどり、流行の背景を社会現象とともに探る。美意識の変

化やメディア戦略にも触れつつ、化粧の歴史を描きだす。 

 
読売新聞 2016/08/28 

2016:6./ 6p,221p 
978-4-642-05827-8 

本体 ¥1,700+税

*9784642058278*

 

日本の少年小説～「少国民」のゆくえ～(インパクト選書 8) 
相川 美恵子 編 
インパクト出版会 
「少国民」はどのように生み出され、育てられたのか。近代以降の若年層の文学

表現を辿るアンソロジー集。泉鏡花「大和心」、吉屋信子「忘れな草」など、短編

を中心に全 18 編を収録する。相川美恵子による解題・解説も掲載。 

 
読売新聞 2016/08/28 

2016:7./ 263p,6p 
978-4-7554-0268-5 

本体 ¥2,800+税

*9784755402685*

 

ひどらんげあ おたくさ～シーボルトに愛されて～ 
高田 宏治 著 
アスペクト 
シーボルトに愛され、紫陽花(ひどらんげあ)の女(ひと)と呼ばれた、遊女其扇(そ
のぎ)こと、楠本瀧。波乱万丈の物語。 

 
読売新聞 2016/08/28 

2016:6./ 385p 
978-4-7572-2449-0 

本体 ¥1,900+税

*9784757224490*

 

やがて哀しき憲法九条～あなたの知らない憲法九条の話～ 
加藤 秀治郎 著 
展転社 
日本国憲法はどのような過程で制定されたのか。自衛隊は軍隊なのか。集団的

自衛権をめぐる政府の憲法解釈はどのようなものなのか。難しい憲法九条につ

いて解説する。楽しく読めてためになる、憲法九条の本。 

 
読売新聞 2016/08/28 

2016:6./ 189p 
978-4-88656-427-6 

本体 ¥1,500+税

*9784886564276*

 

へんろみち～お四国遍路だより～ 
あいち あきら 著 
編集工房ノア 
2010 年 5 月 12 日、第一番霊山寺を出発。6 月 30 日、第八十八番大窪寺に到

着。ふり返れば想像をはるかにこえる厳しい道のりで…。お四国八十八カ所巡

礼、49 日間の歩きへんろの記録。 

 
読売新聞 2016/08/28 

2016:8./ 166p 
978-4-89271-254-8 

本体 ¥1,800+税

*9784892712548*

 

完訳論語 
孔子 著 
岩波書店 
不遇のどん底でもユーモアを失わずに生きぬいた、人間・孔子の「肯定の思想」

とは。孔子が弟子たちと語り合った対話の記録「論語」の原文、訓読、語注、現

代語訳を、多様な角度からの解説とともに収録する。 

 
日本経済新聞 2016/08/07 

2016:6./ 7p,602p,60p 
978-4-00-061116-9 

本体 ¥2,800+税

*9784000611169*
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宇宙から学ぶ～ユニバソロジのすすめ～(岩波新書 新赤版 1346) 
毛利 衛 著 
岩波書店 
2 度の宇宙飛行を通して育んだ、著者独自の新しいものの見方・考え方、それ

がユニバソロジである。激変する地球環境の下、40 億年におよぶ「生命のつな

がり」を絶やさぬために、地球生命として生きる道について語る。 

 
日本経済新聞 2016/08/07 

2011:12./ 3p,184p 
978-4-00-431346-5 

本体 ¥700+税

*9784004313465*

 

大統領の演説(角川新書 K-90) 
パトリック・ハーラン 著 
KADOKAWA 
歴史を創った米国大統領のスピーチをハーバード大卒芸人パックンが解説! 

 
日本経済新聞 2016/08/07 

2016:7./ 319p 
978-4-04-082056-9 

本体 ¥820+税

*9784040820569*

 

知的生活の方法(講談社現代新書 0436) 
渡部 昇一 著 
講談社 
日本経済新聞 2016/08/07 

1976:4./ 214p 
978-4-06-115836-8 

本体 ¥720+税

*9784061158368*

 

ABC!～曙第二中学校放送部～ 
市川 朔久子 著 
講談社 
弱小放送部のちいさな声。やがてそれは大きな輝きをもって響きはじめる。第 52
回講談社児童文学新人賞受賞作家が描く、青春小説! 

 
日本経済新聞 2016/08/07 

2015:1./ 270p 
978-4-06-219322-1 

本体 ¥1,500+税

*9784062193221*

 

百万ドルをとり返せ!(新潮文庫) 
ジェフリ－・ア－チャ－、永井淳 著 
新潮社 
大物詐欺師で富豪のハーヴェイ・メトカーフの策略により、北海油田の幽霊会社

の株を買わされ、合計百万ドルを巻きあげられて無一文になった四人の男た

ち。天才的数学教授を中心に医者、画商、貴族が専門を生かしたプランを持ち

より、頭脳のかぎりを尽して展開する絶妙華麗、痛快無比の奪回作戦。 

 
日本経済新聞 2016/08/07 

1977:8./ 345p 
978-4-10-216101-2 

本体 ¥710+税

*9784102161012*

 

インターネット・バイ・デザイン～21 世紀のスマートな社会・産業インフラの創造

へ～ 
江崎 浩 著 
東京大学出版会 
サイバー空間と実空間が融合する新時代へ――インターネットによる社会・産業

インフラ設計を、世界的に著名な IPv6 専門家が解説。 

 
日本経済新聞 2016/08/07 

2016:6./ 15p,241p 
978-4-13-063456-4 

本体 ¥2,800+税

*9784130634564*
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掠奪されたメソポタミア 
ローレンス・ロスフィールド、山内 和也 著 
ＮＨＫ出版 
2003 年 4 月、掠奪者の一群がイラク国立博物館を襲い、約 1 万 5000 点の文

化遺産が奪われた。何が起きたのか。なぜ防げなかったのか。戦争の「陰」を解

き明かし、文化遺産保護の「未来」への教訓を焙り出す。 

 
日本経済新聞 2016/08/07 

2016:6./ 347p 
978-4-14-009359-7 

本体 ¥4,000+税

*9784140093597*

 

重力波は歌う～アインシュタイン最後の宿題に挑んだ科学者たち～ 
ジャンナ・レヴィン、田沢 恭子、松井 信彦 著 
早川書房 
重力波の直接観測に初めて成功するという偉業の陰には、天才の試行錯誤が

あり、人と人の確執があり、ビッグサイエンスならではの政治的駆け引きがあっ

た。重力波を追い求めた人々が織りなす人間ドラマの全貌を明かす。 

 
日本経済新聞 2016/08/07 

2016:6./ 291p 
978-4-15-209619-7 

本体 ¥1,600+税

*9784152096197*

 

玉依姫(八咫烏シリーズ 5) 
阿部 智里 著 
文藝春秋 
かつて祖母が母を連れて飛び出したという山内村を訪ねた高校生の志帆は、村

祭りの晩、恐ろしい儀式に巻き込まれる。絶体絶命の志帆の前に現れた青年

は、味方か敵か、人か烏か-。八咫烏シリーズ。 

 
日本経済新聞 2016/08/07 

2016:7./ 338p 
978-4-16-390489-4 

本体 ¥1,500+税

*9784163904894*

 

竜馬がゆく<1>(文春文庫) 
司馬 遼太郎 著 
文芸春秋 
日本経済新聞 2016/08/07 

1998:9./ 446p 
978-4-16-710567-9 

本体 ¥650+税

*9784167105679*

 

竜馬がゆく<2>(文春文庫) 
司馬 遼太郎 著 
文芸春秋 
日本経済新聞 2016/08/07 

1998:9./ 441p 
978-4-16-710568-6 

本体 ¥650+税

*9784167105686*

 

竜馬がゆく<3>(文春文庫) 
司馬 遼太郎 著 
文芸春秋 
日本経済新聞 2016/08/07 

1998:9./ 430p 
978-4-16-710569-3 

本体 ¥650+税

*9784167105693*

 

竜馬がゆく<4>(文春文庫) 
司馬 遼太郎 著 
文芸春秋 
日本経済新聞 2016/08/07 

1998:9./ 425p 
978-4-16-710570-9 

本体 ¥650+税

*9784167105709*
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竜馬がゆく<5>(文春文庫) 
司馬 遼太郎 著 
文芸春秋 
日本経済新聞 2016/08/07 

1998:10./ 430p 
978-4-16-710571-6 

本体 ¥650+税

*9784167105716*

 

竜馬がゆく<6>(文春文庫) 
司馬 遼太郎 著 
文芸春秋 
日本経済新聞 2016/08/07 

1998:10./ 437p 
978-4-16-710572-3 

本体 ¥650+税

*9784167105723*

 

竜馬がゆく<7>(文春文庫) 
司馬 遼太郎 著 
文芸春秋 
日本経済新聞 2016/08/07 

1998:10./ 426p 
978-4-16-710573-0 

本体 ¥650+税

*9784167105730*

 

竜馬がゆく<8>(文春文庫) 
司馬 遼太郎 著 
文芸春秋 
日本経済新聞 2016/08/07 

1998:10./ 441p 
978-4-16-710574-7 

本体 ¥650+税

*9784167105747*

 

翔ぶが如く<1>(文春文庫) 
司馬 遼太郎 著 
文芸春秋 
日本経済新聞 2016/08/07 

2002:2./ 346p 
978-4-16-710594-5 

本体 ¥630+税

*9784167105945*

 

翔ぶが如く<2>(文春文庫) 
司馬 遼太郎 著 
文芸春秋 
日本経済新聞 2016/08/07 

2002:2./ 378p 
978-4-16-710595-2 

本体 ¥600+税

*9784167105952*

 

翔ぶが如く<３>(文春文庫) 
司馬 遼太郎 著 
文芸春秋 
日本経済新聞 2016/08/07 

2002:3./ ３６１ｐ 
978-4-16-710596-9 

本体 ¥581+税

*9784167105969*

 

翔ぶが如く<４>(文春文庫) 
司馬 遼太郎 著 
文芸春秋 
日本経済新聞 2016/08/07 

2002:3./ ３３１ｐ 
978-4-16-710597-6 

本体 ¥630+税

*9784167105976*
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翔ぶが如く<5>(文春文庫) 
司馬 遼太郎 著 
文芸春秋 
日本経済新聞 2016/08/07 

2002:4./ 369p 
978-4-16-710598-3 

本体 ¥600+税

*9784167105983*

 

翔ぶが如く<6>(文春文庫) 
司馬 遼太郎 著 
文芸春秋 
日本経済新聞 2016/08/07 

2002:4./ 361p 
978-4-16-710599-0 

本体 ¥600+税

*9784167105990*

 

翔ぶが如く<7>(文春文庫) 
司馬 遼太郎 著 
文芸春秋 
日本経済新聞 2016/08/07 

2002:5./ 336p 
978-4-16-766301-8 

本体 ¥590+税

*9784167663018*

 

翔ぶが如く<8>(文春文庫) 
司馬 遼太郎 著 
文芸春秋 
日本経済新聞 2016/08/07 

2002:5./ 345p 
978-4-16-766302-5 

本体 ¥590+税

*9784167663025*

 

翔ぶが如く<9>(文春文庫) 
司馬 遼太郎 著 
文芸春秋 
日本経済新聞 2016/08/07 

2002:6./ 322p 
978-4-16-766303-2 

本体 ¥590+税

*9784167663032*

 

翔ぶが如く<10>(文春文庫) 
司馬 遼太郎 著 
文芸春秋 
日本経済新聞 2016/08/07 

2002:6./ 383p 
978-4-16-766304-9 

本体 ¥640+税

*9784167663049*

 

利己的な遺伝子 増補新装版 
日高 敏隆、岸 由二、羽田 節子 著 
紀伊國屋書店 
天才ドーキンスの衝撃作、装いも新たに甦る 

 
日本経済新聞 2016/08/07 

2006:4./ 576p 
978-4-314-01003-0 

本体 ¥2,800+税

*9784314010030*
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戦争の社会学～はじめての軍事・戦争入門～(光文社新書 827) 
橋爪 大三郎 著 
光文社 
人類の歴史は戦争の歴史である。古代の戦争から現代のテロリズムまで、社会

現象としての戦争を、世界史的・地政学的観点から縦横無尽に書き下ろした、

日本人のための新「戦争論」。 

 
日本経済新聞 2016/08/07 

2016:7./ 345p 
978-4-334-03930-1 

本体 ¥820+税

*9784334039301*

 

ウソはバレる～「定説」が通用しない時代の新しいマーケティング～ 
イタマール・サイモンソン、エマニュエル・ローゼン、千葉 敏生 著 
ダイヤモンド社 
商品やサービスの「絶対価値」をキーワードに、 新の情報環境がビジネス、マ

ーケティング活動、消費者の意思決定に及ぼす影響を解説。また、顧客の変化

を見極める新しいフレームワーク「影響力ミックス」も提唱する。 

 
日本経済新聞 2016/08/07 

2016:6./ 12p,336p 
978-4-478-02678-6 

本体 ¥1,800+税

*9784478026786*

 

意識とはなにか～〈私〉を生成する脳～(ちくま新書) 
茂木 健一郎 著 
筑摩書房 
日本経済新聞 2016/08/07 

2003:10./ 222p 
978-4-480-06134-8 

本体 ¥720+税

*9784480061348*

 

「野党」論～何のためにあるのか～(ちくま新書 1195) 
吉田 徹 著 
筑摩書房 
野党とは民主政治をよりよくするためのツールだ。この観点から多角的な光を当

てて、野党の効用を説く。目から鱗の野党論! 

 
日本経済新聞 2016/08/07 

2016:7./ 231p 
978-4-480-06903-0 

本体 ¥800+税

*9784480069030*

 

学校と工場～二十世紀日本の人的資源～ 増補版(ちくま学芸文庫 イ 52-1) 
猪木 武徳 著 
筑摩書房 
産業が必要とする技能は、どこで、どのように獲得されたのか。学校、会社、軍

隊など、近代日本を支えた人的資源を造ったシステムの中核を探る。 

 
日本経済新聞 2016/08/07 

2016:6./ 406p,20p 
978-4-480-09607-4 

本体 ¥1,300+税

*9784480096074*

 

企業の真価を問うグローバル・コーポレートガバナンス 
小平 龍四郎 著 
日本経済新聞出版社 
市場の声に耳を傾けグッドガバナンスを構築した企業だけが競争に勝ち残る!グ
ローバルに進展するコーポレートガバナンス改革の流れを整理し、日本企業に

突きつけられている課題を探る。 

 
日本経済新聞 2016/08/07 

2016:6./ 212p 
978-4-532-32088-1 

本体 ¥1,600+税

*9784532320881*
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中国人は言葉で遊ぶ 
相原 茂 著 
現代書館 
中国人の感覚やホンネを言語から浮き彫りにする。初級会話をマスターし、会話

の幅を広げたい人に。中国人のユーモア感覚を学べる本。 

 
日本経済新聞 2016/08/07 

2016:7./ 200p 
978-4-7684-5787-0 

本体 ¥1,800+税

*9784768457870*

 

リーダーの本義 
門田 隆将 著 
日経ＢＰ社 
東日本を壊滅から救った福島第一原発所長・吉田昌郎、戦地に残された日本

人を救った陸軍中将・根本博、「義」のために戦った戦国武将・上杉謙信…。誇

り高き日本人の思想と行動からリーダーの真の意味を探る。 

 
日本経済新聞 2016/08/07 

2016:6./ 275p 
978-4-8222-5157-4 

本体 ¥1,400+税

*9784822251574*

 

神経ハイジャック～もしも「注意力」が奪われたら～ 
マット・リヒテル、三木 俊哉 著 
英治出版 
運転中に携帯メールをしていた青年が悲惨な事故を起こす。だが彼には、事故

当時の記憶がなかった-。「悲惨な事故」のいきさつや?末を、「運転中の携帯使

用」に関する研究や知見とともに描いた科学ノンフィクション。 

 
日本経済新聞 2016/08/07 

2016:6./ 534p 
978-4-86276-214-6 

本体 ¥2,400+税

*9784862762146*

 

海の見える理髪店 
荻原 浩 著 
集英社 
両親の離婚をきっかけに家出し、海を目指す少女の切ない冒険。交通事故で

急逝した娘の代役として若作りをして成人式へ出席しようと奮闘する父と母。喪

失から始まる、大人のための泣ける物語 6 編。 

 
日本経済新聞 2016/08/07、朝日新聞 2016/08/28 

2016:3./ 234p 
978-4-08-771653-5 

本体 ¥1,400+税

*9784087716535*

 

鮎川信夫、橋上の詩学 
樋口 良澄 著 
思潮社 
鮎川信夫の詩とは何か。初めて明らかにされる「向上之青年」など父親の雑誌と

の深い関わり、戦争と<荒地>理念の根源、夫人・ 所フミとの位相などを、日記

や証言などの新資料から論究する。『ミて』連載をもとに書籍化。 

 
日本経済新聞 2016/08/07、朝日新聞 2016/08/28 

2016:7./ 287p 
978-4-7837-3804-6 

本体 ¥2,700+税

*9784783738046*

 

アフリカ音楽の正体 
塚田 健一 著 
音楽之友社 
アフリカ音楽に興味を持つすべての人に贈る入門書。『教育音楽 中・高版』 連
載に大幅加筆修正。音楽の授業教材としても 適。 

 
日本経済新聞 2016/08/07、読売新聞 2016/08/21 

2016:5./ 245p,17p 
978-4-276-13570-3 

本体 ¥2,400+税

*9784276135703*
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空から降ってきた男～アフリカ「奴隷社会」の悲劇～ 
小倉 孝保 著 
新潮社 
ロンドン郊外で B777 から墜落死した黒人青年の謎を追いアフリカへ。見えてき

たのは、現代の奴隷社会と言うべき過酷な現実だった。 

 
日本経済新聞 2016/08/07、毎日新聞 2016/08/21 

2016:5./ 252p 
978-4-10-350061-2 

本体 ¥1,500+税

*9784103500612*

 

英語という選択～アイルランドの今～ 
嶋田 珠巳 著 
岩波書店 
アイルランドでは、日常的に話す言語が民族のことばから英語に替わってしまっ

た。アイルランドにおける言語交替はどのように進み、どんなことばを生んだの

か。そして、人々はことばに対してどんな思いを抱いているのかを探る。 

 
日本経済新聞 2016/08/14 

2016:6./ 8p,204p,10p 
978-4-00-022298-3 

本体 ¥2,700+税

*9784000222983*

 

USJ を劇的に変えた、たった 1 つの考え方～成功を引き寄せるマーケティング

入門～ 
森岡 毅 著 
KADOKAWA 
USJ はなぜ勝ち続けるのか?ビジネスを劇的に変える勝率 97%の思考法。 

 
日本経済新聞 2016/08/14 

2016:4./ 261p 
978-4-04-104141-3 

本体 ¥1,400+税

*9784041041413*

 

私の個人主義(講談社学術文庫) 
夏目 漱石 著 
講談社 
文豪漱石は、座談や講演の名手としても定評があった。身近の事がらを糸口

に、深い識見や主張を盛り込み、やがて独創的な思想の高みへと導く。その語

り口は機知と諧謔に富み、聴者を決してあきさせない。 

 
日本経済新聞 2016/08/14 

1978:8./ 169p 
978-4-06-158271-2 

本体 ¥660+税

*9784061582712*

 

亡国の密約～TPP はなぜ歪められたのか～ 
山田 優、石井 勇人 著 
新潮社 
TPP で日本が譲歩を重ねた背景には「コメの聖域」を守るために結ばれた密約

があった。日米交渉の裏側を解き明かす衝撃のレポート。 

 
日本経済新聞 2016/08/14 

2016:6./ 254p 
978-4-10-334252-6 

本体 ¥1,500+税

*9784103342526*

 

憲法の理性 増補新装版 
長谷部 恭男 著 
東京大学出版会 
第一人者が、立憲主義の本質に鋭く迫る。増補にあたり書き下ろし「攻撃される

日本の立憲主義」を含む三論考を新たに収録する。 

 
日本経済新聞 2016/08/14 

2016:4./ 8p,251p 
978-4-13-031186-1 

本体 ¥3,800+税

*9784130311861*
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巨大地震はなぜ連鎖するのか～活断層と日本列島～(NHK 出版新書 491) 
佐藤 比呂志 著 
ＮＨＫ出版 
日本列島に活断層が多い理由、列島が形成されたメカニズムをひもときながら、

「プレートの交差点」に位置する日本列島の将来を専門家が易しく解説する。今

後の地震に備えて知っておくべき基礎知識が満載。 

 
日本経済新聞 2016/08/14 

2016:7./ 195p 
978-4-14-088491-1 

本体 ¥740+税

*9784140884911*

 

イエスの幼子時代 
J.M.クッツェー、鴻巣 友季子 著 
早川書房 
母と生き別れた少年の面倒を見ることになった初老の男。彼らが向かうのは過去

を捨てた人々が暮らす街。男も新たな名前と経歴を得て、ひとりで気ままに生き

るはずだったが…。人と人とのつながりをアイロニカルに問う長篇。 

 
日本経済新聞 2016/08/14 

2016:6./ 374p 
978-4-15-209620-3 

本体 ¥2,300+税

*9784152096203*

 

強父論 
阿川 佐和子 著 
文藝春秋 
94 歳で大往生。瞬間湯沸器だった父、阿川弘之に罵倒されること何千回。理屈

より感情が先立ち、男尊女卑でわがままで、妻や子供には絶対服従を求める。

常に自分が中心でありたい…。故人をまったく讃えない「父と娘」の記録。 

 
日本経済新聞 2016/08/14 

2016:7./ 268p 
978-4-16-390491-7 

本体 ¥1,300+税

*9784163904917*

 

10 代のための座右の銘～今を変える未来を変える～ 
大泉書店編集部 編 
大泉書店 
確固たる意志の人になる言葉、包容力のある人になる言葉、実行力のある人に

なる言葉…。座右の銘となる言葉とともに、その言葉を発した人物についてのプ

ロフィールや、言葉の出典・エピソードなどを紹介します。 

 
日本経済新聞 2016/08/14 

2015:9./ 223p 
978-4-278-08411-5 

本体 ¥1,300+税

*9784278084115*

 

こども孫子の兵法～強くしなやかなこころを育てる!～ 
日本図書センター 
あの「孫子の兵法」をこども向けに超訳!世の中を生き抜くヒントがつまったことば

絵本です! 

 
日本経済新聞 2016/08/14 

2016:3./ 71p 
978-4-284-20377-7 

本体 ¥1,500+税

*9784284203777*

 

「憲法改正」の比較政治学 
待鳥 聡史 編 
近藤 康史 著 
弘文堂 
「憲法」とは何か、「改正」とは何か。日本を含む 7 か国の「憲法改正」の姿を、憲

法学と政治学の協働により多面的に描く。 

 
日本経済新聞 2016/08/14 

2016:6./ 10p,479p 
978-4-335-35679-7 

本体 ¥4,600+税

*9784335356797*
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「百学連環」を読む 
山本 貴光 著 
三省堂 
西周の私塾での講義「百学連環」の講義録を現代の言葉に置き換え精読するこ

とで、文化の大転換期に学術全体をどう見ていたかに迫る。 

 
日本経済新聞 2016/08/14 

2016:8./ 526p 
978-4-385-36522-0 

本体 ¥3,200+税

*9784385365220*

 

悦ちゃん(ちくま文庫 し 39-5) 
獅子 文六 著 
筑摩書房 
悦ちゃんはお転婆でおませな 10 歳の女の子。早くに母親を亡くして、のんびり

屋の父親と 2 人で暮らしているが、そこへ突如、再婚話が持ち上がったから、さ

あ大変…。ユーモアと愛情に満ちた、獅子文六の初期代表作。 

 
日本経済新聞 2016/08/14 

2015:12./ 424p 
978-4-480-43309-1 

本体 ¥880+税

*9784480433091*

 

1940 年体制～さらば戦時経済～ 新版 
野口 悠紀雄 著 
東洋経済新報社 
日本人が創造能力で劣っているとは考えられない。それは個人の能力よりも、伝

統的な企業に支配されている経済システムの問題だ。日本を経済敗戦に追いこ

む真犯人は誰なのか?95 年刊の新版。 

 
日本経済新聞 2016/08/14 

2002:12./ 248p 
978-4-492-39395-6 

本体 ¥1,300+税

*9784492393956*

 

ブッダがせんせい～心を育てるこども仏教塾～ 
宮下 真、名取 芳彦 著 
永岡書店 
子供に教えたいブッダの“言葉”を集め、子供にも読めて理解できるような平易な

文章で分かりやすく解説する本。ブッダが残した多くの言葉から、毎日の過ごし

方のこと、友だちや家族のこと、勉強のことなどに関連したものを選んで紹介。 

 
日本経済新聞 2016/08/14 

2012:2./ 111p 
978-4-522-43068-2 

本体 ¥1,000+税

*9784522430682*

 

おしえてブッダせんせい こころのふしぎ(心を育てるこども仏教塾) 
宮下 真 著 
永岡書店 
子ども達が日常の生活で抱く疑問や悩みを、仏教の考え方をベースにブッダさ

んが答える絵本。見開き完結の Q＆A 形式なので、どのページからでも読めて

気軽に仏教の教えに親しめる。子供向けの解説の他、大人向けのアドバイスも

掲載。 

 
日本経済新聞 2016/08/14 

2015:5./ 111p 
978-4-522-43341-6 

本体 ¥1,100+税

*9784522433416*

 

現代日本経済システムの源流(シリ－ズ・現代経済研究) 
岡崎哲二、奥野正寛 著 
日本経済新聞出版社 
日本経済新聞 2016/08/14 

1993:6./ 291p 
978-4-532-13036-7 

本体 ¥3,786+税

*9784532130367*
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憲法の涙～リベラルのことは嫌いでも、リベラリズムは嫌いにならないでくださ

い 2～ 
井上 達夫 著 
毎日新聞出版 
立憲主義とは何か。民主主義とは何か。日本を代表する法哲学者・井上達夫が

欺瞞に満ちた「改憲」「護憲」論議をぶった斬る! 読書界を震撼させた「リベ・リ

ベ」、第 2 弾。 

 
日本経済新聞 2016/08/14 

2016:3./ 167p 
978-4-620-32375-6 

本体 ¥1,350+税

*9784620323756*

 

死すべき定め～死にゆく人に何ができるか～ 
アトゥール・ガワンデ、原井 宏明 著 
みすず書房 
私たちは豊かに生きることに精いっぱいで、「豊かに死ぬ」ために必要なことをこ

んなにも知らない-。全米 75 万人の人生観を変えた、現役外科医にして『ニュー

ヨーカー』誌のライターである著者が描く、迫真の人間ドラマ。 

 
日本経済新聞 2016/08/14 

2016:6./ 10p,278p,10p 
978-4-622-07982-8 

本体 ¥2,800+税

*9784622079828*

 

こども論語塾～親子で楽しむ～ 
安岡 定子、田部井 文雄 著 
明治書院 
思いやり、素直な心、学ぶ楽しさ、まっすぐに生きる…。美しい言葉と知恵の宝

庫「論語」。全体で約 500 章ある中から、短くわかりやすい言葉 20 章を選び出

し、書き下し文、原文、現代日本語訳、こども用解説を掲載する。 

 
日本経済新聞 2016/08/14 

2008:2./ 61p 
978-4-625-66408-3 

本体 ¥1,500+税

*9784625664083*

 

こども論語塾～親子で楽しむ～<その 2> 
安岡 定子、田部井 文雄 著 
明治書院 
思いやり、素直な心、学ぶ楽しさ、まっすぐに生きる…。美しい言葉と知恵の宝

庫「論語」。全体で約 500 章ある中から、短くわかりやすい言葉 20 章を選び出

し、書き下し文、原文、現代日本語訳、こども用解説を掲載する。 

 
日本経済新聞 2016/08/14 

2009:2./ 61p 
978-4-625-66412-0 

本体 ¥1,500+税

*9784625664120*

 

こども論語塾～親子で楽しむ～<その 3> 
安岡 定子、田部井 文雄 著 
明治書院 
思いやり、素直な心、学ぶ楽しさ、まっすぐに生きる…。美しい言葉と知恵の宝

庫「論語」。全体で約 500 章ある中から、短くわかりやすい言葉 20 章を選び出

し、書き下し文、原文、現代日本語訳、こども用解説を掲載する。 

 
日本経済新聞 2016/08/14 

2009:12./ 61p 
978-4-625-66416-8 

本体 ¥1,500+税

*9784625664168*

 

憲法秩序への展望 
大石 眞 著 
有斐閣 
近年の法制改革を多角的に分析 

 
日本経済新聞 2016/08/14 

2008:2./ 410p 
978-4-641-13030-2 

本体 ¥6,800+税

*9784641130302*
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学力・心理・家庭環境の経済分析～全国小中学生の追跡調査から見えてきた

もの～ 
赤林 英夫、直井 道生、敷島 千鶴 著 
有斐閣 
いま、所得格差の拡大や子どもの貧困、教育機会の不平等を通じた世代間の

格差の固定化への懸念が広がっている。子どもの「学び」や「こころ」に影響を与

えているものは何か?追跡調査から得た豊富なデータを駆使して、その実態解

明に挑む。 

 
日本経済新聞 2016/08/14 

2016:6./ 12p,261p 
978-4-641-16473-4 

本体 ¥3,100+税

*9784641164734*

 

スターバックスでラテを飲みながら憲法を考える 
松井 茂記 著 
有斐閣 
現代社会への憲法学からの問題提起 

 
日本経済新聞 2016/08/14 

2016:4./ 8p,312p 
978-4-641-22705-7 

本体 ¥2,300+税

*9784641227057*

 

福島第一原発廃炉図鑑 
開沼 博 編 
太田出版 
「福島第一原発廃炉の現場」の内実を正面から記録した一冊。福島第一原発廃

炉の実態や、廃炉を支える地域とそこに生きる人たちなどを、マンガや図、関係

者らのインタビューを交えてわかりやすく紹介する。 

 
日本経済新聞 2016/08/14 

2016:6./ 396p 
978-4-7783-1511-5 

本体 ¥2,300+税

*9784778315115*

 

10%起業～1 割の時間で成功をつかむ方法～ 
パトリック・J.マクギニス 著 
日経ＢＰ社 
会社を辞めずに、自分の時間の 10%を、資産の 10%を新たな可能性に投資す

るだけ!起業家としてのスキルを高めながら、生活をより楽しいものに変える 10%
起業の始め方を紹介する。 

 
日本経済新聞 2016/08/14 

2016:6./ 269p 
978-4-8222-5161-1 

本体 ¥1,600+税

*9784822251611*

 

昭和の歌藝人三波春夫～戦争・抑留・貧困・五輪・万博～ 
三波 美夕紀 著 
さくら舎 
戦争とシベリア抑留、焦土・復興と成長、浪曲から歌謡曲へ。「チャンチキおけ

さ」など数々のヒット曲で国民的歌手と言われた三波春夫。その生涯を、マネー

ジャーを務めた長女が綴る。 

 
日本経済新聞 2016/08/14 

2016:5./ 235p 
978-4-86581-052-3 

本体 ¥1,500+税

*9784865810523*

 

塔の中の部屋(ナイトランド叢書 2-1) 
E.F.ベンスン 著 
書苑新社 
M.R.ジェイムズ継承の語りの妙に、ひとさじの奇想と、科学の目を-。表題作をは

じめ、「霊柩馬車」「ノウサギ狩り」など全 17 篇を収録した、イギリス怪奇小説の名

匠 E.F.ベンスン、 初の怪奇小説集。 

 
日本経済新聞 2016/08/14 

2016:7./ 319p 
978-4-88375-233-1 

本体 ¥2,400+税

*9784883752331*
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陸軍士官学校事件～二・二六事件の原点～(中公選書 023) 
筒井 清忠 著 
中央公論新社 
「陸士事件なくして二・二六事件なし」といわれながら、未だに謎の多い重大事

件の真相とは?当事者の日記・記録・回想、憲兵隊・軍法会議の記録のほか、未

公刊の士官候補生らの取調記録をも駆使し、事件の実相に迫る。 

 
日本経済新聞 2016/08/14、産経新聞 2016/08/21 

2016:6./ 253p 
978-4-12-110023-8 

本体 ¥1,900+税

*9784121100238*

 

本屋がなくなったら、困るじゃないか～11 時間ぐびぐび会議～(棚ブックス 02) 
ブックオカ 編 
西日本新聞社 
限りなく不透明に近い出版流通を打ち破るには? 街に本屋が生き残っていくた

めのヒントとは? 書店・出版社・取次で働く 12 人が意見を交わす。福岡のブック

フェスティバル「ブックオカ」での座談会の模様を中心に収録。 

 
日本経済新聞 2016/08/14、朝日新聞 2016/08/21 

2016:7./ 300p 
978-4-8167-0922-7 

本体 ¥1,800+税

*9784816709227*

 

日中映画交流史 
劉 文兵 著 
東京大学出版会 
戦前から高倉健、山口百恵、「ドラえもん」まで、日中両国の映画交流を、貴重な

インタビューや資料をもとに描いた初めての通史。 

 
日本経済新聞 2016/08/14、毎日新聞 2016/08/14 

2016:6./ 6p,298p,45p 
978-4-13-083069-0 

本体 ¥4,800+税

*9784130830690*

 

大本営発表～改竄・隠蔽・捏造の太平洋戦争～(幻冬舎新書 つ-3-3) 
辻田 真佐憲 著 
幻冬舎 
日本軍の 高司令部「大本営」。その公式発表では、戦果は誇張、損害は隠

蔽、絶望的な敗北は闇へ葬り去られた。主に太平洋戦争の歴史をたどりながら、

大本営発表の破綻の原因を明らかにする。 

 
日本経済新聞 2016/08/14、毎日新聞 2016/08/21 

2016:7./ 281p 
978-4-344-98425-7 

本体 ¥860+税

*9784344984257*

 

秘密解除ロッキード事件～田中角栄はなぜアメリカに嫌われたのか～ 
奥山 俊宏 著 
岩波書店 
逮捕された田中角栄元首相はアメリカの虎の尾を踏んでしまったのか? 三木政

権の中枢はどう動いたか? 米国の国立公文書館や大統領図書館などで発掘し

た文書をもとに、新たな視点からロッキード事件を読み直す。 

 
日本経済新聞 2016/08/21 

2016:7./ 14p,294p,24p 
978-4-00-024526-5 

本体 ¥1,900+税

*9784000245265*

 

科学の目科学のこころ(岩波新書 新赤版 623) 
長谷川 真理子 著 
岩波書店 
根っからの理科系でも文化系でもないと自称する生物学者が、クローン羊の誕

生、ムシの子育て、イギリスでの見聞など、多彩な話題をおりまぜながら、科学と

人間と社会について考えるエッセイ集。 

 
日本経済新聞 2016/08/21 

1999:7./ 224p 
978-4-00-430623-8 

本体 ¥740+税

*9784004306238*
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素手のふるまい～アートがさぐる<未知の社会性>～ 
鷲田 清一 著 
朝日新聞出版 
被災地支援にとりくむ藝大生、東北の地域社会に入って制作する写真家…。現

代社会の隙間で、生存の技法としてのアートと錯綜する社会との関係を読みほ

どく、臨床哲学者の刺激的な考察。『小説トリッパー』連載に加筆・再構成。 

 
日本経済新聞 2016/08/21 

2016:7./ 253p 
978-4-02-251392-2 

本体 ¥1,600+税

*9784022513922*

 

鉄道唱歌と地図でたどるあの駅この街 
今尾 恵介 著 
朝日新聞出版 
明治時代、1000 万部を超えるベストセラーとなった「鉄道唱歌」全編に「北海道

唱歌」を追加して収録。当時の地図も豊富に盛り込んだ、旅情くすぐられる鉄道

史。『週刊 JR 全駅・全車両基地』連載に加筆修正して単行本化。 

 
日本経済新聞 2016/08/21 

2016:7./ 231p 
978-4-02-251394-6 

本体 ¥1,500+税

*9784022513946*

 

お前はただの現在にすぎない～テレビになにが可能か～(朝日文庫) 
萩元 晴彦、村木 良彦、今野 勉 著 
朝日新聞出版 
68 年の成田空港反対闘争に端を発した TBS 人事闘争。3 人のテレビマンは報

道の自由・公正を求めた闘争の歴史を克明に記録した。テレビの本質を問うた

書物として、再刊が望まれていたテレビ論を吉岡忍の解説を付して復刊。 

 
日本経済新聞 2016/08/21 

2008:10./ 514p 
978-4-02-261597-8 

本体 ¥1,100+税

*9784022615978*

 

日本水没(朝日新書 571) 
河田 惠昭 著 
朝日新聞出版 
日本は世界一危険な「水害国」だ!災害研究の第一人者が、ゲリラ豪雨や台風、

洪水、津波、高潮などのメカニズムと日本の深刻な水害リスクを解説し、治水の

歴史・現状と今後の対策を提示する。 

 
日本経済新聞 2016/08/21 

2016:7./ 303p 
978-4-02-273671-0 

本体 ¥820+税

*9784022736710*

 

ブラタモリ<1> 長崎 金沢 鎌倉 
KADOKAWA 
あの人気街歩き番組が、ついに書籍化!これであなたも「ブラタモリ」体験。 

 
日本経済新聞 2016/08/21 

2016:7./ 143p 
978-4-04-104320-2 

本体 ¥1,400+税

*9784041043202*

 

ブラタモリ<2> 富士山 東京駅 真田丸スペシャル(上田・沼田) 
KADOKAWA 
あの人気街歩き番組が、ついに書籍化!これであなたも「ブラタモリ」体験。 

 
日本経済新聞 2016/08/21 

2016:7./ 143p 
978-4-04-104322-6 

本体 ¥1,400+税

*9784041043226*
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日本の伝統行事 
村上 龍 著 
講談社 
村上龍が「日本の心」を見つめ直し、その新しい意義を示す。坂本龍一監修:
「日本の童謡と唱歌集」CD3 枚付。 

 
日本経済新聞 2016/08/21 

2016:7./ 109p 
978-4-06-219960-5 

本体 ¥4,500+税

*9784062199605*

 

不屈の棋士(講談社現代新書 2378) 
大川 慎太郎 著 
講談社 
羽生善治は将棋ソフトより強いのか?渡辺明はなぜ叡王戦に出ないのか?人工知

能に追い詰められた棋士たちが明かす覚悟と矜持。 

 
日本経済新聞 2016/08/21 

2016:7./ 318p 
978-4-06-288378-8 

本体 ¥840+税

*9784062883788*

 

窓ぎわのトットちゃん 新組版(講談社文庫 く 10-2) 
黒柳 徹子 著 
講談社 
もう一度、会いたい、あの子に。戦後 大のベストセラーが、文字が大きくなって

新登場! 新印刷で、イラストも超美麗! 

 
日本経済新聞 2016/08/21 

2015:8./ 377p 
978-4-06-293212-7 

本体 ¥760+税

*9784062932127*

 

喰い尽くされるアフリカ～欧米の資源略奪システムを中国が乗っ取る日～ 
トム・バージェス、山田 美明 著 
集英社 
資源豊富なアフリカでは、植民地時代から欧米諸国が、あらゆる手段を講じて搾

取を行ってきたが、近年、新たな顔として中国の影がちらつき始めた。各国の事

情に合わせて巧妙に動く略奪者たちを追う。 

 
日本経済新聞 2016/08/21 

2016:7./ 383p 
978-4-08-781613-6 

本体 ¥1,900+税

*9784087816136*

 

侍 改版(新潮文庫 え-1-25) 
遠藤 周作 著 
新潮社 
藩主の命によりローマ法王への親書を携えて、「侍」は海を渡った。野心的な宣

教師ベラスコを案内人に、メキシコ、スペインと苦難の旅は続き、ローマでは、お

役目達成のために受洗を迫られる。 

 
日本経済新聞 2016/08/21 

2011:8./ 499p 
978-4-10-112325-7 

本体 ¥750+税

*9784101123257*

 

2001 年宇宙の旅 決定版(ハヤカワ文庫 SF) 
アーサー・C・クラーク 著 
早川書房 
三百万年前に地球に出現した謎の石板は、ヒトザルたちに何をしたか。月面に

発見された同種の石板は、人類にとって何を意味するのか。宇宙船のコンピュ

ータ HAL9000 は、なぜ人類に反乱を起こしたのか。 

 
日本経済新聞 2016/08/21 

1993:2./ 330p 
978-4-15-011000-0 

本体 ¥800+税

*9784150110000*
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堤清二 罪と業～最後の「告白」～ 
児玉 博 著 
文藝春秋 
この家族を支配したのは、愛か、狂気か。放埒の限りを尽くした父と、暴君と化し

た異母弟。セゾングループを率いた堤清二が、死の前に明かした堤一族の栄華

と崩壊の悲劇。『文藝春秋』連載を大幅に加筆し単行本化。 

 
日本経済新聞 2016/08/21 

2016:7./ 190p 
978-4-16-390494-8 

本体 ¥1,400+税

*9784163904948*

 

ことばあそびの歴史～日本語の迷宮への招待～(河出ブックス 094) 
今野 真二 著 
河出書房新社 
なぞなぞ、掛詞、折句、判じ絵、回文、都々逸……面白いことばあそびを紹介し

ながら、日本語という言語の仕組みを解き明かす。 

 
日本経済新聞 2016/08/21 

2016:6./ 310p 
978-4-309-62494-5 

本体 ¥1,700+税

*9784309624945*

 

戦争と看護婦 
川嶋 みどり、川原 由佳里、山崎 裕二、吉川 龍子 著 
国書刊行会 
看護婦たちがあの大戦で、いのちをかけて救護活動をした史実を、多くのインタ

ビューと豊富な資料を参考に明らかにする。 

 
日本経済新聞 2016/08/21 

2016:8./ 283p 
978-4-336-06041-9 

本体 ¥2,200+税

*9784336060419*

 

力学は宇宙船に乗って(プロジェクトサイエンスシリ－ズ) 
広井禎 著 
コロナ社 
宇宙船内ではどのような力が働き、物はどのように動くのだろうか。宇宙飛行士

はどのようなことを経験しているのだろうか。宇宙飛行士の体験をたどりながら力

学のエッセンスをやさしく解説。 

 
日本経済新聞 2016/08/21 

1989:2./ 58p 
978-4-339-06803-0 

本体 ¥600+税

*9784339068030*

 

明るき光の中へ～日系画家野田英夫の生涯～ 
窪島 誠一郎 著 
新日本出版社 
日系画家としてアメリカ共産党にも入党し、「民衆の中から新しい世界」を目指し

た、この野田英夫に力強く息づいていたものとは――。 

 
日本経済新聞 2016/08/21 

2016:8./ 254p 
978-4-406-06045-5 

本体 ¥2,000+税

*9784406060455*

 

嘔吐 
ジャン・ポ－ル・サルトル、白井浩司 著 
人文書院 
存在の不条理に「吐き気」を感じる青年ロカンタンの日常を、内的独白と細かな

心理描写で見事に展開させた 20 世紀十大小説の一つ。 

 
日本経済新聞 2016/08/21 

1994:10./ 306p 
978-4-409-13019-3 

本体 ¥2,200+税

*9784409130193*
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キッドのもと(ちくま文庫 あ 54-1) 
浅草キッド 著 
筑摩書房 
生い立ちから凄絶な修行時代、お笑い論、家族への思いまで。孤高の漫才コン

ビが仰天エピソード満載で送る笑いと感動のセルフ・ルポ。解説_宮藤官九郎 

 
日本経済新聞 2016/08/21 

2016:8./ 341p 
978-4-480-43370-1 

本体 ¥760+税

*9784480433701*

 

自由からの逃走 新版(現代社会科学叢書) 
エ－リッヒ・フロム、日高六郎 著 
東京創元社 
現代の「自由」の問題は、機械主義社会や全体主義の圧力によって、個人の自

由がおびやかされるというばかりでなく、人々がそこから逃れたくなる呪縛となりう

る点にあるという斬新な観点で自由を解明した、必読の名著。 

 
日本経済新聞 2016/08/21 

1984:4./ 337p 
978-4-488-00651-8 

本体 ¥1,700+税

*9784488006518*

 

心が折れる職場(日経プレミアシリーズ 312) 
見波 利幸 著 
日本経済新聞出版社 
プロカウンセラーが、メンバーの心を折ってしまう職場にはどんな特徴があり、そ

こで何が起こっているのか、具体的なエピソードを紹介しながら解説。不調を起

こす本当の原因を解明し、働きやすい職場とは何かを掘り下げる。 

 
日本経済新聞 2016/08/21 

2016:7./ 219p 
978-4-532-26312-6 

本体 ¥850+税

*9784532263126*

 

超金融緩和からの脱却 
白井 さゆり 著 
日本経済新聞出版社 
2016 年 3 月まで日銀審議委員を務めた経済学者が、この 2?3 年の主要中銀の

金融政策の動向に焦点を当てて、非伝統的金融政策の出口を読み解く。ヘリコ

プターマネーの効果と実践上の課題も詳述。 

 
日本経済新聞 2016/08/21 

2016:8./ 313p 
978-4-532-35706-1 

本体 ¥2,700+税

*9784532357061*

 

地図マニア空想の旅(知のトレッキング叢書) 
今尾 恵介 著 
集英社インターナショナル 
一枚の地図と想像力があれば、遠い外国の地や、過去の日本へ行ける。長年

地図から土地の風景を読みとり続けてきた地図研究家が辿り着いた「空想の旅」

は、今まで不可能だった旅を現実のものにした! 

 
日本経済新聞 2016/08/21 

2016:6./ 252p 
978-4-7976-7318-0 

本体 ¥1,300+税

*9784797673180*

 

由伸・巨人と金本・阪神崩壊の内幕(宝島社新書 461) 
野村 克也 著 
宝島社 
2016 年、巨人は高橋由伸、阪神は金本知憲が新監督に就任したが、7 月現

在、両チームとも極度の不振にあえいでいる。それはなぜか。球界一の論客・野

村克也が、問題点をあぶり出しつつ勝てない理由を舌鋒鋭く斬りまくる。 

 
日本経済新聞 2016/08/21 

2016:8./ 220p 
978-4-8002-5702-4 

本体 ¥800+税

*9784800257024*
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地図趣味。 
杉浦 貴美子 著 
洋泉社 
古今東西の偏愛地図コレクション、著者のつくる個性豊かな地図、地図・地形モ

チーフのお菓子やアクセサリー、地図をたずねる旅…。地図を愛してやまない

著者によるビジュアル・エッセイ。「等高線ケーキ」等のレシピも収録。 

 
日本経済新聞 2016/08/21 

2016:7./ 143p 
978-4-8003-0961-7 

本体 ¥1,500+税

*9784800309617*

 

国際秩序 
ヘンリー・キッシンジャー、伏見 威蕃 著 
日本経済新聞出版社 
中国、中東とどう接するか。イスラム主義と中東、アメリカとイラン、アジアの多様

性…。アメリカ政府で枢要の地位にあった著者が、21 世紀の国際秩序のありよう

を歴史的な観点から考察する。 

 
日本経済新聞 2016/08/21、朝日新聞 2016/08/28 

2016:6./ 477p 
978-4-532-16976-3 

本体 ¥3,700+税

*9784532169763*

 

妻籠め 
佐藤 洋二郎 著 
小学館 
孤独を見つめる作家が描いた 高傑作! 

 
日本経済新聞 2016/08/21、東京・中日新聞 2016/08/28 

2016:7./ 189p 
978-4-09-386444-2 

本体 ¥1,600+税

*9784093864442*

 

戦後日本外交～軌跡と課題～(岩波現代全書 089) 
栗山 尚一 著 
岩波書店 
いかにして「戦後レジーム」は構築されたのか。40 年間、外務省の中枢を歩んで

きた著者が、戦後外交の歩みを評価し、今後の針路を示した遺著。日米同盟・

尖閣問題・憲法九条論という、日本外交 大の課題についても提言する。 

 
日本経済新聞 2016/08/28 

2016:6./ 12p,271p 
978-4-00-029189-7 

本体 ¥2,400+税

*9784000291897*

 

YKK 秘録 
山崎 拓 著 
講談社 
山崎拓、加藤紘一、小泉純一郎。自民党改革を目指し、政界で大ブームを起こ

した若き日の真実。迫真の政治ドキュメント。 

 
日本経済新聞 2016/08/28 

2016:7./ 315p 
978-4-06-220212-1 

本体 ¥1,800+税

*9784062202121*

 

滑稽の研究(講談社学術文庫 2379) 
田河 水泡 著 
講談社 
「のらくろ」の巨匠が「滑稽とはなにか」を真摯に探求する。古今東西の哲学者に

よる笑いの研究を参照し、滑稽の美学をつくりあげる。 

 
日本経済新聞 2016/08/28 

2016:8./ 273p 
978-4-06-292379-8 

本体 ¥960+税

*9784062923798*
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世界史としての日本史(小学館新書 280) 
半藤 一利、出口 治明 著 
小学館 
近年メディアを席巻する“日本特殊論”。しかし、世界史のなかに日本史を位置

づければ、本当の歴史と日本人の姿が浮かび上がる。日本史と世界史に圧倒

的教養を誇る 2 人が、既存の歴史観を覆し、今なすべきことを語り尽くす。 

 
日本経済新聞 2016/08/28 

2016:8./ 253p 
978-4-09-825280-0 

本体 ¥780+税

*9784098252800*

 

戦艦武蔵～忘れられた巨艦の航跡～(中公新書 2387) 
一ノ瀬 俊也 著 
中央公論新社 
1944 年にレイテ沖海戦で撃沈された武蔵は、敗戦後、長きにわたり半ば忘れら

れた存在だった。高い人気を保った大和との差はどこから生まれたのか。建造

から沈没までの軌跡を追い、さらには戦後日本の戦争観の変遷をたどる。 

 
日本経済新聞 2016/08/28 

2016:7./ 301p 
978-4-12-102387-2 

本体 ¥860+税

*9784121023872*

 

脳外科医マーシュの告白 
ヘンリー・マーシュ、栗木 さつき 著 
ＮＨＫ出版 
名医とはどんな医師か、良き死とは何か…。イギリスを代表する脳神経外科医

が、医療現場の真実やドラマを臨場感溢れる筆致で描き出し、医療や生命をめ

ぐる根源的な問いをつきつけるノンフィクション。 

 
日本経済新聞 2016/08/28 

2016:6./ 356p 
978-4-14-081703-2 

本体 ¥2,000+税

*9784140817032*

 

不機嫌な作詞家～阿久悠日記を読む～ 
三田 完 著 
文藝春秋 
5 度のレコード大賞に輝いた作詞家、阿久悠。その創作の秘密や天才ゆえの苦

悩とは。圧倒的にエネルギッシュで切実な生を、27 年間、1 日も休まず綴った日

記を通して描く評伝。 

 
日本経済新聞 2016/08/28 

2016:7./ 294p 
978-4-16-390504-4 

本体 ¥1,700+税

*9784163905044*

 

日常を探検に変える～ナチュラル・エクスプローラーのすすめ～ 
トリスタン・グーリー、屋代 通子 著 
紀伊國屋書店出版部 
古の探検家たちは道を行く途上で何に注意を払っていたのか、その視点の先を

たどりつつ、身近な自然のなかで意識を開く技法を説く。 

 
日本経済新聞 2016/08/28 

2016:6./ 427p 
978-4-314-01138-9 

本体 ¥2,000+税

*9784314011389*

 

「平穏死」を受け入れるレッスン～自分はしてほしくないのに、なぜ親に延命治

療をするのですか?～ 
石飛 幸三 著 
誠文堂新光社 
「いつまでも生きていてほしい」けれども、「できるだけ楽に逝かせてあげたい」。

悩む家族のジレンマにベテラン医師が答える。 

 
日本経済新聞 2016/08/28 

2016:7./ 214p 
978-4-416-71627-4 

本体 ¥900+税

*9784416716274*
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ことばの地理学～方言はなぜそこにあるのか～ 
大西 拓一郎 著 
大修館書店 
川や海の交通網、家族制度、人口密度など、多彩な視点から「土地」と｢ことば｣

の結びつきの謎に迫り、方言研究の新たな地平を切り拓く。 

 
日本経済新聞 2016/08/28 

2016:8./ 204p 
978-4-469-21360-7 

本体 ¥2,200+税

*9784469213607*

 

文学部で読む日本国憲法(ちくまプリマー新書 260) 
長谷川 櫂 著 
筑摩書房 
憲法を読んでみよう。｢法律｣としてではなく、私たちがふだん使っている｢日本語

の文章｣として。綴られた言葉は現代を生きる私たちになにを語りかけるだろう

か。 

 
日本経済新聞 2016/08/28 

2016:8./ 167p 
978-4-480-68963-4 

本体 ¥780+税

*9784480689634*

 

最強の働き方～世界中の上司に怒られ、凄すぎる部下・同僚に学んだ 77 の

教訓～ 
ムーギー・キム 著 
東洋経済新報社 
「メール」「資料作り」「メモ取り」「話し方」……。一流の人から学んだ「仕事で必

要な全スキル」を徹底解説。 

 
日本経済新聞 2016/08/28 

2016:7./ 375p 
978-4-492-04593-0 

本体 ¥1,600+税

*9784492045930*

 

現代経済学の潮流<2016> 
松村 敏弘 編 
東洋経済新報社 
日本経済学会の 2015 年度春季・秋季大会で発表された論文の中から 5 本を

掲載するとともに、「医療・介護の維持可能性」「日本の経済問題と経済学」をテ

ーマにした 2 つのパネル・ディスカッションを収録。 

 
日本経済新聞 2016/08/28 

2016:8./ 13p,249p 
978-4-492-31483-8 

本体 ¥2,400+税

*9784492314838*

 

公共部門のマネジメント～合意形成をめざして～ 
財務省財務総合政策研究所 編 
樫谷 隆夫 著 
同文舘出版 
公共組織における組織内の合意形成や、地域住民等も含めた組織内外の合意

形成に向けた、計数的マネジメントの役立ちについて検討する。 

 
日本経済新聞 2016/08/28 

2016:6./ 12p,260p 
978-4-495-20481-5 

本体 ¥2,900+税

*9784495204815*

 

投資される経営売買される経営 
中神 康議 著 
日本経済新聞出版社 
なぜ投資家は分かりづらい行動をとるのか?経営者からは見えづらい投資家の

分類や生態を示した上で、長期投資に耐えうる企業経営の姿を明らかにする。

良の投資家による、これまでになかった経営論。 

 
日本経済新聞 2016/08/28 

2016:6./ 259p 
978-4-532-32086-7 

本体 ¥2,200+税

*9784532320867*
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収奪の星～天然資源と貧困削減の経済学～ 
ポール・コリアー 著 
みすず書房 
「資源の呪い」のメカニズムとは?ガバナンスと資源の関係とは?資源の探査、政

府によるその価値の確保から、資源収入の消費、貯蓄、投資まで、アフリカなど

の現状を分析し、その活用のための決定の連鎖を丁寧に跡づける。 

 
日本経済新聞 2016/08/28 

2012:3./ 269p,12p 
978-4-622-07671-1 

本体 ¥3,000+税

*9784622076711*

 

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 2016/08/28 

2004:10./ 353p,16p 
978-4-622-08181-4 

本体 ¥1,600+税

*9784622081814*

 

学術書の編集者 
橘 宗吾 著 
慶應義塾大学出版会 
名古屋大学出版会の編集長として日本の学術書出版を牽引する著者が、編

集・本造りの実際について縦横に語る現役編集者必携の編集論。 

 
日本経済新聞 2016/08/28 

2016:7./ 6p,198p,7p 
978-4-7664-2352-5 

本体 ¥1,800+税

*9784766423525*

 

文字を作る仕事 
鳥海 修 著 
晶文社 
フォント制作会社・字游工房の代表で書体設計の第一人者が、理想の文字作

り、未来につなぐ文字作りに込めた思想をつまびらかにする。 

 
日本経済新聞 2016/08/28 

2016:7./ 235p 
978-4-7949-6928-6 

本体 ¥1,800+税

*9784794969286*

 

最底辺の 10 億人～最も貧しい国々のために本当になすべきことは何か?～ 
ポール・コリアー、中谷 和男 著 
日経ＢＰ社 
底辺の 10 億人諸国を、紛争・天然資源・内陸国・劣悪なガバナンス(統治)とい
った 4 つの罠から解き放ち、経済成長を促すためには、国際的な協力と介入が

必要である。そのために、新たな行動基準となる国際憲章を提案する。 

 
日本経済新聞 2016/08/28 

2008:6./ 319p 
978-4-8222-4674-7 

本体 ¥2,200+税

*9784822246747*

 

AI 時代の勝者と敗者～機械に奪われる仕事、生き残る仕事～ 
トーマス・H.ダベンポート、ジュリア・カービー 著 
日経ＢＰ社 
さらに進化する人工知能に人間は、企業は、どう対応すべきか?アナリティクス界

の第一人者が、スマートマシンの 前線、人間の強み、生き残り方を具体的に

解説する。 

 
日本経済新聞 2016/08/28 

2016:6./ 394p 
978-4-8222-5162-8 

本体 ¥2,100+税

*9784822251628*



 62  

 

2020 年に挑む中国～超大国のゆくえ～ 
日本経済研究センター 編 
文眞堂 
日中の第一線の研究者がテーマ別に分析。中国の指導部が何を考え、どのよう

な方向に導こうとしているのかを明らかにする。 

 
日本経済新聞 2016/08/28 

2016:7./ 6p,263p 
978-4-8309-4909-8 

本体 ¥2,800+税

*9784830949098*

 

自分の時間～1 日 24 時間でどう生きるか～ 新装新版 
アーノルド・ベネット 著 
三笠書房 
イギリスの大作家アーノルド・ベネットによる時間術。自己を向上させるために限

られた時間をいかに使うべきか、具体的ヒントを提示。 

 
日本経済新聞 2016/08/28 

2016:5./ 174p 
978-4-8379-5764-5 

本体 ¥1,200+税

*9784837957645*

 

評伝 春日井建 
岡嶋憲治 著 
短歌研究社 
日本経済新聞 2016/08/28 

2016:7./ 420p 
978-4-86272-496-0 

本体 ¥2,700+税

*9784862724960*

 

ライオンズ、1958。 
平岡 陽明 著 
角川春樹事務所 
かつて博多には、西鉄ライオンズというプロ野球チームがあった。伝説のやくざ

と、史上 強のスラッガー、そして普通の記者。自らの「生き方」を貫いた男たち

のハードボイルドな人情物語。 

 
毎日新聞 2016/08/06 

2016:7./ 282p 
978-4-7584-1287-2 

本体 ¥1,600+税

*9784758412872*

 

この日のために～池田勇人・東京五輪への軌跡～<上> 
幸田 真音 著 
KADOKAWA 
「この日」のために、闘った男たちがいた! 

 
毎日新聞 2016/08/07 

2016:4./ 270p 
978-4-04-102340-2 

本体 ¥1,600+税

*9784041023402*

 

この日のために～池田勇人・東京五輪への軌跡～<下> 
幸田 真音 著 
KADOKAWA 
いかにして実現し、何をもたらしたのか? 

 
毎日新聞 2016/08/07 

2016:4./ 271p 
978-4-04-103633-4 

本体 ¥1,600+税

*9784041036334*

 

イギリス人の、割り切ってシンプルな働き方～“短く働く”のに、“なぜか成果を

出せる”人たち～ 
山嵜 一也 著 
KADOKAWA 
深い教養が根付く国・イギリス人の働き方は、意外にシンプル!? 

 
毎日新聞 2016/08/07 

2016:5./ 190p 
978-4-04-601591-4 

本体 ¥1,300+税

*9784046015914*
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刺青・秘密 改版(新潮文庫) 
谷崎 潤一郎 著 
新潮社 
性的倒錯の世界を描き、美しいものに征服される喜び、美即ち強きものである作

者独自の美の世界が顕わされた処女作「刺青」。作者唯一の告白書にして懺悔

録である自伝小説「異端者の悲しみ」ほかに「少年」「秘密」など、初期の短編全

七編を収める。 

 
毎日新聞 2016/08/07 

1994:1./ 273p 
978-4-10-100503-4 

本体 ¥520+税

*9784101005034*

 

不平等との闘い～ルソーからピケティまで～(文春新書 1078) 
稲葉 振一郎 著 
文藝春秋 
「不平等議論」の始まりを、私的所有について論じた 18 世紀のルソーとスミスに

定め、資本主義の発見から、マルクス、新古典派経済学、90 年代の「不平等ル

ネサンス」、21 世紀のピケティまでを論じる。 

 
毎日新聞 2016/08/07 

2016:5./ 248p,6p 
978-4-16-661078-5 

本体 ¥800+税

*9784166610785*

 

世界を読み解くためのギリシア・ローマ神話入門(河出ブックス 093) 
庄子 大亮 著 
河出書房新社 
Amazon も NIKE もスターバックスも。現代に息づくギリシア・ローマ神話のイメー

ジを探り、その魅力を語る画期的な入門書。 

 
毎日新聞 2016/08/07 

2016:6./ 309p 
978-4-309-62495-2 

本体 ¥1,700+税

*9784309624952*

 

偽りの書簡(創元推理文庫 M リ 8-1) 
R.リーバス、S.ホフマン 著 
東京創元社 
独裁政権下のバルセロナで上流階級の未亡人が扼殺された。新聞記者アナは

取材中に被害者への恋文を発見するが、差出人はわからない。そんなとき、はと

この文献学者ベアトリズが文章の綴り方などから書いた人物像を導き出し…。 

 
毎日新聞 2016/08/07 

2016:5./ 569p 
978-4-488-12807-4 

本体 ¥1,400+税

*9784488128074*

 

望郷と海(始まりの本) 
石原 吉郎 著 
みすず書房 
人は死において、ひとりひとりその名を呼ばれなければならないものなのだ-。シ
ベリアでの収容所体験の日々と戦後日本社会に何をみたか。シベリア抑留を経

験した詩人による散文集。 

 
毎日新聞 2016/08/07 

2012:6./ 304p 
978-4-622-08356-6 

本体 ¥3,000+税

*9784622083566*

 

From ひろしま 
石内 都 著 
求龍堂 
愛らしい飾りボタンがひとつ付いた、夏の白いニット。この服の持ち主の少女は、

今でも行方不明である…。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した写真集。 

 
毎日新聞 2016/08/07 

2014:8./ 135p 
978-4-7630-1428-3 

本体 ¥8,000+税

*9784763014283*
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セサル・バジェホ全詩集(ロス・クラシコス 4) 
セサル・バジェホ 著 
現代企画室 
20 世紀ラテンアメリカ詩を代表する、ペルーの国民的詩人セサル・バジェホ。ア

ンデスの先住民世界など独自のテーマを切り開いた初詩集「黒衣の使者ども」

から、「スペインよこの杯を我から遠ざけよ」までの作品を収録。 

 
毎日新聞 2016/08/07 

2016:8./ 366p 
978-4-7738-1609-9 

本体 ¥3,200+税

*9784773816099*

 

外来種は本当に悪者か?～新しい野生 THE NEW WILD～ 
フレッド・ピアス 著 
草思社 
著名科学ジャーナリストが、悪者呼ばわりされてきた生物の活躍ぶりを評価し、

外来種のイメージを根底から覆す科学ノンフィクション。 

 
毎日新聞 2016/08/07 

2016:7./ 320p,15p 
978-4-7942-2212-1 

本体 ¥1,800+税

*9784794222121*

 

ペルーの異端審問 
フェルナンド・イワサキ、八重樫 克彦、八重樫 由貴子 著 
新評論 
バルガス・リョサが絶賛する中南米文学の新たな旗手、初の邦訳！植民地異端

裁判を軽妙な短篇仕立てで綴る抱腹絶倒の 17 編。 

 
毎日新聞 2016/08/07 

2016:7./ 156p 
978-4-7948-1044-1 

本体 ¥1,800+税

*9784794810441*

 

新編原民喜詩集(新・日本現代詩文庫) 
原 民喜 著 
土曜美術出版販売 
代表作「夏の花」のほか、「原爆小景」「鎮魂歌 心願の国」「魔のひととき」を掲

載。グラビア「原爆被災時のノート」、藤島宇内・海老根勲・長津功三良による解

説、年譜も収録する。 

 
毎日新聞 2016/08/07 

2009:8./ 186p 
978-4-8120-1743-2 

本体 ¥1,400+税

*9784812017432*

 

ヒロシマを伝える～詩画人・四國五郎と原爆の表現者たち～ 
永田 浩三 著 
ＷＡＶＥ出版 
「にんげんをかえせ…」の詩で有名な「原爆詩集」はどのように生まれたのか?ヒロ
シマの表現者たちの物語。 

 
毎日新聞 2016/08/07 

2016:7./ 277p 
978-4-86621-008-7 

本体 ¥2,000+税

*9784866210087*

 

オリンピック経済幻想論～2020 年東京五輪で日本が失うもの～ 
アンドリュー・ジンバリスト 著 
ブックマン社 
東京五輪はすでに金銭的にも広告的にも頭打ち。感動を与え富を失う世界的イ

ベントの意味とは?過去の大会の経済収支から読み解く、“オリンピックは儲から

ない”という真実。 

 
毎日新聞 2016/08/07 

2016:3./ 226p 
978-4-89308-855-0 

本体 ¥1,600+税

*9784893088550*
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寂しさが歌の源だから～穂村弘が聞く馬場あき子の波瀾万丈～ 
馬場 あき子、穂村 弘 著 
KADOKAWA 
表現との格闘を語り下ろした馬場あき子初の自伝。聞き手穂村弘。 

 
毎日新聞 2016/08/07、産経新聞 2016/08/21 

2016:6./ 241p 
978-4-04-876366-0 

本体 ¥1,800+税

*9784048763660*

 

ひとびとの精神史<第 9 巻> 震災前後 
栗原 彬 編 
工藤 博康 著 
岩波書店 
人物から描き出す<戦後 70 年>。第 9 巻は、大災害、格差・貧困、安保法制、原

発、辺野古、マイノリティなど、それぞれの現場で活動する 21 人の文章から、

2000 年以降を浮かび上がらせる。 

 
毎日新聞 2016/08/14 

2016:7./ 11p,377p 
978-4-00-028809-5 

本体 ¥2,500+税

*9784000288095*

 

戦中派不戦日記(角川文庫) 
山田 風太郎 著 
角川書店 
激動の昭和 20 年を、当時満 23 歳だった医学生・山田誠也(風太郎)がありのま

まに記録した日記文学の 高峰。いかにして「戦中派」の思想は生まれたのか?
作品に通底する人間観の形成がうかがえる貴重な一作。 

 
毎日新聞 2016/08/14 

2010:10./ 603p 
978-4-04-135658-6 

本体 ¥952+税

*9784041356586*

 

戦中派不戦日記 新装版(講談社文庫) 
山田 風太郎 著 
講談社 
毎日新聞 2016/08/14 

2002:12./ 697p 
978-4-06-273632-9 

本体 ¥980+税

*9784062736329*

 

「大日本帝国」崩壊～東アジアの 1945 年～(中公新書) 
加藤 聖文 著 
中央公論新社 
「大日本帝国」とは何だったのか。日本、朝鮮、台湾、満洲、樺太、南洋群島とい

った帝国の「版図」が、1945 年 8 月 15 日、どのように敗戦を迎えたのかを追うこ

とによって、帝国の本質を描き出す。 

 
毎日新聞 2016/08/14 

2009:7./ 266p 
978-4-12-102015-4 

本体 ¥820+税

*9784121020154*

 

がん～4000 年の歴史～<上>(ハヤカワ文庫 NF 467) 
シッダールタ・ムカジー 著 
早川書房 
紀元前から現代まで 4000 年にわたって人々を苦しめてきた病「がん」。古代エ

ジプトの医師イムホテプは「治療法はない」と述べ、ヒポクラテスは「カルキノス」と

名づけた-。患者、医師の苦闘のドラマと病魔の真の姿を描く。 

 
毎日新聞 2016/08/14 

2016:6./ 501p 
978-4-15-050467-0 

本体 ¥920+税

*9784150504670*
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がん～4000 年の歴史～<下>(ハヤカワ文庫 NF 468) 
シッダールタ・ムカジー 著 
早川書房 
20 世紀に入り、怪物「がん」と闘うには、治療だけでなく、予防という防御が必要

なことが明らかになる。新薬をめぐる駆け引き、分子生物学の進歩が迫る根源的

な原因…。人類と「がん」との壮絶な闘争史を描く。 

 
毎日新聞 2016/08/14 

2016:6./ 489p 
978-4-15-050468-7 

本体 ¥920+税

*9784150504687*

 

戦艦大和講義～私たちにとって太平洋戦争とは何か～ 
一ノ瀬 俊也 著 
人文書院 
大和の歴史は屈辱なのか日本人の誇りなのか 

 
毎日新聞 2016/08/14 

2015:4./ 329p 
978-4-409-52061-1 

本体 ¥2,000+税

*9784409520611*

 

憲法 9 条とわれらが日本～未来世代へ手渡す～(筑摩選書 0133) 
大澤 真幸 著 
筑摩書房 
深いところから憲法九条と戦後日本を鋭く問う。社会学者の編著者が、根底的な

議論を展開する井上達夫、加藤典洋、中島岳志の諸氏とともに「これから」を考

える! 

 
毎日新聞 2016/08/14 

2016:6./ 254p 
978-4-480-01639-3 

本体 ¥1,500+税

*9784480016393*

 

絹谷幸二自伝 
絹谷 幸二 著 
日本経済新聞出版社 
古都・奈良で生まれ育ち、イタリアで古典的技法を体得。それが、生命力と躍動

感みなぎる唯一無二の画風に結実した-。日本を代表する洋画家・絹谷幸二が

73 年のあゆみを振り返る。『日本経済新聞』朝刊連載に加筆し書籍化。 

 
毎日新聞 2016/08/14 

2016:7./ 237p 図版 8
枚 
978-4-532-16993-0 

本体 ¥2,400+税

*9784532169930*

 

テレビは男子一生の仕事～ドキュメンタリスト牛山純一～ 
鈴木 嘉一 著 
平凡社 
『ノンフィクション劇場』をはじめ、“テレビ第一期生”としてドキュメンタリーの地平

を切り拓いた伝説的プロデューサーの生涯。 

 
毎日新聞 2016/08/14 

2016:7./ 358p 
978-4-582-83732-2 

本体 ¥2,200+税

*9784582837322*

 

ぼくは君たちを憎まないことにした 
アントワーヌ・レリス、土居 佳代子 著 
ポプラ社 
パリ同時多発テロ事件で 愛の妻を失った著者は、フェイスブック上でテロリスト

に「憎しみを与えない」と宣言した-。事件後の 2 週間の日常の中に、小さな息子

と共に生きる希望を綴り込んだドキュメント。 

 
毎日新聞 2016/08/14 

2016:6./ 149p 
978-4-591-15090-0 

本体 ¥1,200+税

*9784591150900*
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GOZO ノート<1> コジキの思想 
吉増 剛造 著 
慶應義塾大学出版会 
言語のアヴァンギャルドをひた走る吉増剛造が、60～80 年代に刻みつけた赤裸

の言葉たち－。1 は「詩」をテーマにした、過激にして優美なエッセイを収録。平

野啓一郎の解説も掲載。投込詩付き。 

 
毎日新聞 2016/08/14 

2016:6./ 318p 
978-4-7664-2339-6 

本体 ¥3,500+税

*9784766423396*

 

GOZO ノート<2> 航海日誌 
吉増 剛造 著 
慶應義塾大学出版会 
言語のアヴァンギャルドをひた走る吉増剛造が、60～80 年代に刻みつけた赤裸

の言葉たち－。2 は、沖縄、東北、世田谷、アメリカなど、「旅」をテーマにしたエ

ッセイを収録。長野まゆみの解説も掲載。投込詩付き。 

 
毎日新聞 2016/08/14 

2016:6./ 302p 
978-4-7664-2340-2 

本体 ¥3,500+税

*9784766423402*

 

GOZO ノート<3> わたしは映画だ 
吉増 剛造 著 
慶應義塾大学出版会 
言語のアヴァンギャルドをひた走る吉増剛造が、60～80 年代に刻みつけた赤裸

の言葉たち－。3 は、映画・写真・絵画・マンガなど「イメージ」をテーマにしたエ

ッセイを収録。荒木経惟との対談も掲載。投込詩付き。 

 
毎日新聞 2016/08/14 

2016:6./ 302p 
978-4-7664-2341-9 

本体 ¥3,500+税

*9784766423419*

 

科学の方法(岩波新書 青版 G-50) 
中谷宇吉郎 著 
岩波書店 
人工頭脳、原子力の開発、人工衛星など自然科学の発展はめざましい。しかし

同時にその将来のありかたについて論議がまき起っている。 

 
毎日新聞 2016/08/21 

1993:4./ 212p 
978-4-00-416050-2 

本体 ¥760+税

*9784004160502*

 

新しい科学論～「事実」は理論をたおせるか～(ブル－バックス) 
村上陽一郎 著 
講談社 
人間にとって科学とは何か。こうした根源的な問いに立ち返り、新しい時代に即

応した科学の在り方を問う。混迷する科学に方向性を与える科学論。 

 
毎日新聞 2016/08/21 

1979:1./ 202p 
978-4-06-117973-8 

本体 ¥820+税

*9784061179738*

 

蘭学事始(講談社学術文庫) 
杉田 玄白、片桐 一男 著 
講談社 
1815 年、83 歳の杉田玄白は蘭学の草創から隆盛に至るまでを思いを込めて書

き綴った。『解体新書』公刊の苦心や刊行後の蘭学界の様々な動向など、まさに

その現場に身を置いた者ならではの臨場感あふれる筆致は迫力に満ちている。 

 
毎日新聞 2016/08/21 

2000:1./ 250p 
978-4-06-159413-5 

本体 ¥900+税

*9784061594135*
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治癒の現象学(講談社選書メチエ 499) 
村上 靖彦 著 
講談社 
人が「回復する」こと、とくに不安や精神の病から回復するとは、いったいどのよう

な出来事なのか。「治る」という不可思議な経験の意味と構造を、精神病理学の

臨床的知見と交叉させて考察する。 

 
毎日新聞 2016/08/21 

2011:5./ 203p 
978-4-06-258500-2 

本体 ¥1,500+税

*9784062585002*

 

人間の建設(新潮文庫) 
小林 秀雄、岡 潔 著 
新潮社 
有り体にいえば雑談である。しかし並の雑談ではない。文系的頭脳の歴史的天

才と理系的頭脳の歴史的天才による雑談である。学問、芸術、酒、現代数学、

アインシュタイン、俳句、素読、本居宣長……主題は激しく転回する。 

 
毎日新聞 2016/08/21 

2010:2./ 183p 
978-4-10-100708-3 

本体 ¥400+税

*9784101007083*

 

ゲノム編集の衝撃～「神の領域」に迫るテクノロジー～ 
NHK「ゲノム編集」取材班 著 
ＮＨＫ出版 
エイズやガンを治し、食料問題を解決する!? 遺伝子を自在に設計し、生物を変

えるテクノロジー、ゲノム編集。その驚くべき実態を 前線への取材を基に解き

明かす。国内第一人者、山本卓のインタビューも収載。 

 
毎日新聞 2016/08/21 

2016:7./ 221p 
978-4-14-081702-5 

本体 ¥1,300+税

*9784140817025*

 

にっぽん!馬三昧～戦後、全ての都道府県に競馬場があった～ 
鈴木 慈雄 著 
文芸社 
47 都道府県の「馬文化」をユーモアたっぷりに紹介。馬好き、競馬好き必読の

一冊。 

 
毎日新聞 2016/08/21 

2016:7./ 191p 
978-4-286-17478-5 

本体 ¥1,200+税

*9784286174785*

 

日本文学全集<12> 松尾芭蕉/おくのほそ道 
丸谷 才一、大岡 信、高橋 治 著 
河出書房新社 
芭蕉、蕪村、一茶の発句を、それぞれ松浦寿輝、辻原登、長谷川櫂が精選し評

釈を付す。ほかに、「おくのほそ道」(新訳)、「とくとく歌仙」(丸谷才一他)など。俳

句入門に 適の一冊。 

 
毎日新聞 2016/08/21 

2016:6./ 548p 
978-4-309-72882-7 

本体 ¥2,600+税

*9784309728827*

 

仙人と妄想デートする～看護の現象学と自由の哲学～ 
村上 靖彦 著 
人文書院 
重度の精神病、ALS、人工中絶など存在の極限に向き合う看護師の語りの分析

が、哲学に新たなステージを切り拓く。 

 
毎日新聞 2016/08/21 

2016:5./ 241p 
978-4-409-94009-9 

本体 ¥2,300+税

*9784409940099*
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アントニウスとクレオパトラ<上> 
エイドリアン・ゴールズワーシー、阪本 浩 著 
白水社 
アントニウスは優れた軍人・名将だったのか?クレオパトラとの愛はどこまで本物

だったのか?通説をいくつも覆す新しい評伝。 

 
毎日新聞 2016/08/21 

2016:6./ 289p 
978-4-560-09255-2 

本体 ¥3,400+税

*9784560092552*

 

アントニウスとクレオパトラ<下> 
エイドリアン・ゴールズワーシー、阪本 浩 著 
白水社 
アントニウスは優れた軍人・名将だったのか?クレオパトラとの愛はどこまで本物

だったのか?通説をいくつも覆す新しい評伝。 

 
毎日新聞 2016/08/21 

2016:6./ 212p,71p 
978-4-560-09256-9 

本体 ¥3,400+税

*9784560092569*

 

平安時代記録語集成<上> 
峰岸 明 著 
吉川弘文館 
平安時代の記録語約 3 万語の資料を集成。小右記・御堂関白記など 11 点から

採録し、所出箇所(年月日・刊本頁行)・用例を示す。 

 
毎日新聞 2016/08/21 

2016:7./ 31p,1,576p 
978-4-642-01474-8 

本体 ¥34,000+税

*9784642014748*

 

平安時代記録語集成<下> 
峰岸 明 著 
吉川弘文館 
平安時代の記録語約 3 万語の資料を集成。小右記・御堂関白記など 11 点から

採録し、所出箇所(年月日・刊本頁行)・用例を示す。記録語解義を付す。 

 
毎日新聞 2016/08/21 

2016:7./ 1 冊 
978-4-642-01475-5 

本体 ¥34,000+税

*9784642014755*

 

科学論の展開～科学と呼ばれているのは何なのか?～ 改訂新版 
A.F.チャルマーズ 著 
恒星社厚生閣 
定評ある科学哲学の入門書。原著第三版の邦訳 

 
毎日新聞 2016/08/21 

2013:4./ 12p,408p,18p 
978-4-7699-1300-9 

本体 ¥2,700+税

*9784769913009*

 

宮沢賢治の詩友・黄瀛の生涯～日本と中国二つの祖国を生きて～ 
佐藤 竜一 著 
コールサック社 
中国人を父に、日本人を母に、二つの祖国を風雪に耐えて生き抜いた詩人・黄

瀛(1906?2005)の評伝。日中戦争前後と晩年に焦点を当て、宮沢賢治とも親交

があり日中文化交流に身を賭した幻の詩人の一生を描く。 

 
毎日新聞 2016/08/21 

2016:5./ 255p 
978-4-86435-251-2 

本体 ¥1,500+税

*9784864352512*
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日本近現代陶芸史 
外舘 和子 著 
阿部出版 
陶芸の近代、現代とは何か。何が受け継がれ、変革されたのか。幕末・明治から

平成の現在まで、約 150 年の日本陶芸史を記述。時代のキーパーソンとなる作

り手について詳述するほか、陶芸以外の動向との関係にも触れる。 

 
毎日新聞 2016/08/21 

2016:5./ 671p 
978-4-87242-440-9 

本体 ¥5,000+税

*9784872424409*

 

未来への伝言 
こやま 峰子、藤本 将 著 
未知谷 
いねむりしている間に すっかりかわってしまう 車窓の 景色のように 悲しみが

すぎてほしい(「発車」より) 次代を背負う子どもたちに平和な時代を手渡すため

の詩集。 

 
毎日新聞 2016/08/21 

2016:8./ 101p 
978-4-89642-503-1 

本体 ¥1,500+税

*9784896425031*

 

山月記・李陵～他九篇～(岩波文庫 緑 145-1) 
中島 敦 著 
岩波書店 
近代精神の屈折が、祖父伝来の儒家に育ったその漢学の血脈のうちに昇華さ

れた表題作をはじめ、『西遊記』に材を取って自我の問題を掘り下げた「悟浄出

世」「悟浄歎異」、南洋への夢を紡いだ「環礁」など彼の真面目を伝える作十一

篇。 

 
毎日新聞 2016/08/28 

1994:7./ 421p 
978-4-00-311451-3 

本体 ¥860+税

*9784003114513*

 

シリコンバレーで起きている本当のこと 
宮地 ゆう 著 
朝日新聞出版 
世界を変える企業が次々現れ巨万の富を生み出しつつも、所得格差や人種差

別などの問題を抱える町シリコンバレー。シリコンバレーのさまざまな実態を多角

的に追った 先端ルポ。『朝日新聞デジタル』の連載をもとに再構成。 

 
毎日新聞 2016/08/28 

2016:8./ 205p 
978-4-02-251399-1 

本体 ¥1,200+税

*9784022513991*

 

論語～中国古典選～<上>(朝日選書) 
吉川幸次郎 著 
朝日新聞出版 
現在望むべくもない豪華な顔ぶれが、古典を原典から精密に読み込み、定評を

得た中国古典選。文庫本による決定版を今回久しぶりに選書で復刊する。第一

回は総監修吉川幸次郎氏の代表作「論語」。下巻末に便利な名句索引を付

す。 

 
毎日新聞 2016/08/28 

1996:10./ 353p 
978-4-02-259001-5 

本体 ¥1,800+税

*9784022590015*
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論語～中国古典選～<下>(朝日選書) 
吉川幸次郎 著 
朝日新聞出版 
現在望むべくもない豪華な顔ぶれが、古典を原典から精密に読み込み、定評を

得た中国古典選。文庫本による決定版を今回久しぶりに選書で復刊する。第一

回は総監修吉川幸次郎氏の代表作「論語」。下巻末に便利な名句索引を付

す。 

 
毎日新聞 2016/08/28 

1996:10./ 352p 
978-4-02-259002-2 

本体 ¥2,000+税

*9784022590022*

 

日本人はどこへ向かっているのか 
山崎 正和 著 
潮出版社 
混迷する現代社会をどう生きればいいのか。山積する難局をいかに乗り越えれ

ばいいのか。稀代の碩学が、日本人の進むべき道をわかりやすく照らし出す。

『潮』連載評論に加筆し書籍化。 

 
毎日新聞 2016/08/28 

2016:5./ 230p 
978-4-267-02051-3 

本体 ¥1,800+税

*9784267020513*

 

折々の民俗学 
常光 徹 著 
河出書房新社 
山村・海村の話だけでなく、街場の日々の話題も丁寧に採集した、四季折々の

暮らしの民俗学。「高知新聞」好評連載完結。 

 
毎日新聞 2016/08/28 

2016:7./ 208p 
978-4-309-22674-3 

本体 ¥1,500+税

*9784309226743*

 

カリコリせんとや生まれけむ(幻冬舎文庫 あ-43-1) 
会田 誠 著 
幻冬舎 
天才美術家、会田誠の頭の中身はどうなっている?アートの 前線から、制作の

現場、子育て、2 ちゃんねる、中国、マルクス、料理まで。作品同様の社会通念

に対する強烈なアンチテーゼが万華鏡のように語られるエッセイ集。 

 
毎日新聞 2016/08/28 

2012:10./ 270p 
978-4-344-41920-9 

本体 ¥600+税

*9784344419209*

 

いつもおまえが傍にいた 
今井 絵美子 著 
祥伝社 
めげてなんかいられない。余命が判っただけでもありがたい。愛猫キャシーととも

に、やりたいことをやれるだけやって、 後は「アバヨ!」と逝くつもり。抗癌剤治療

を拒否し、執筆に余命を懸ける作家の「これが私の生きる道」。 

 
毎日新聞 2016/08/28 

2016:7./ 256p 
978-4-396-63503-9 

本体 ¥1,500+税

*9784396635039*

 

図説戦時下の化粧品広告<1931-1943> 
石田 あゆう 著 
創元社 
満洲事変以降の戦時体制下における婦人雑誌の化粧品広告の変化を追う、ビ

ジュアル資料。原節子写真も多数、図版数 500 点余。 

 
毎日新聞 2016/08/28 

2016:7./ 239p 
978-4-422-21015-5 

本体 ¥4,500+税

*9784422210155*
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思わず使ってみたくなる知られざることわざ 
時田 昌瑞 著 
大修館書店 
史の中で忘れられていた、知られざる珠玉のことわざをご紹介。会話やスピー

チ、文章のちょっとした味づけに、使いこなしてみては。 

 
毎日新聞 2016/08/28 

2016:8./ 207p 
978-4-469-21355-3 

本体 ¥1,700+税

*9784469213553*

 

論語(ちくま文庫) 
桑原武夫 著 
筑摩書房 
かつて『論語』ぎらいだったフランス文学者が人生の年輪のなかで読み返しなが

ら発見したその新しい魅力と「よき人孔子」の素顔。人間性は善であるとする孔

子が説いた人生の知恵は、著者の人間への深い洞察と重ねられることによって

生き生きとよみがえる。 

 
毎日新聞 2016/08/28 

1985:12./ 269p 
978-4-480-02019-2 

本体 ¥740+税

*9784480020192*

 

国家を考えてみよう(ちくまプリマー新書 256) 
橋本 治 著 
筑摩書房 
国家は国民のものなのに、国家を考えるのは難しい。国家の歴史を辿りつつ、

考えることを難しくしている理由を探り、どうすれば「国家を考えられるか」を考え

る。 

 
毎日新聞 2016/08/28 

2016:6./ 204p 
978-4-480-68961-0 

本体 ¥820+税

*9784480689610*

 

人生の真実(創元海外 SF 叢書 11) 
グレアム・ジョイス 著 
東京創元社 
千里眼を持つ女家長マーサの決断で、赤ん坊はヴァイン家の 8 人の女たちに

育てられることに。フランクと名づけられた男の子は風変わりな一族の中で大きく

なってゆき…。英国幻想小説の巨匠による、生と死を見つめる家族の物語。 

 
毎日新聞 2016/08/28 

2016:7./ 359p 
978-4-488-01460-5 

本体 ¥2,500+税

*9784488014605*

 

イレズミと日本人(平凡社新書 816) 
山本 芳美 著 
平凡社 
近年その法的位置づけが問われるイレズミ。不良文化のイメージが先行する

中、文化的想像力の変遷を辿り直し今後の対応策を提言する。 

 
毎日新聞 2016/08/28 

2016:6./ 221p 
978-4-582-85816-7 

本体 ¥820+税

*9784582858167*

 

精神医学歴史事典 
エドワード・ショーター 編 
みすず書房 
現代の精神医学のあり方を知るために書かれた初めての歴史事典＝読む事

典。時代や地域を越えて関連する l 項目を 50 音順に網羅する。 

 
毎日新聞 2016/08/28 

2016:7./ 33p,438p 
978-4-622-07868-5 

本体 ¥9,000+税

*9784622078685*
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定本山村を歩く(ヤマケイ文庫) 
岡田 喜秋 著 
山と渓谷社 
都市近郊の低山から奥山の懐深くまで、山とともに人々が暮らす風景を訪ねる

…。旅行雑誌『旅』の名編集長として知られた著者が、歩いて旅した日本全国の

山里のようすを精緻に記録した紀行文 32 編を収録。 

 
毎日新聞 2016/08/28 

2016:5./ 356p 
978-4-635-04794-4 

本体 ¥950+税

*9784635047944*

 

原爆にも部落差別にも負けなかった人びと～広島・小さな町の戦後史～ 
大塚 茂樹 著 
かもがわ出版 
広島の爆心地に近い都市部落・福島町。被爆と差別に向きあい、自立と民主主

義のまちづくりを進めてきた名もなき人びとの戦後の記録。 

 
毎日新聞 2016/08/28 

2016:6./ 355p 
978-4-7803-0832-7 

本体 ¥2,500+税

*9784780308327*

 

近代科学のリロケーション～南アジアとヨーロッパにおける知の循環と構築～ 
カピル・ラジ、水谷 智、水井 万里子、大澤 広晃 著 
名古屋大学出版会 
西洋中心でもなく、地域主義でもなく。帝国のネットワークにおける移動・循環の

中で科学が共同構築される現場を描き出す画期的な書。 

 
毎日新聞 2016/08/28 

2016:7./ 6p,229p,79p 
978-4-8158-0841-9 

本体 ¥5,400+税

*9784815808419*

 

シブいビル～高度成長期生まれ・東京のビルガイド～ 
鈴木 伸子 著 
リトル・モア 
1964 年東京オリンピック前後に建設された昭和の香りただようビルが、たまらなく

カッコイイ!スクラップ&ビルドが激しい東京で、いま見ておくべき貴重なビルの、

歴史と建築的トピック、愉しみ方を案内する。 

 
毎日新聞 2016/08/28 

2016:8./ 127p 
978-4-89815-445-8 

本体 ¥1,700+税

*9784898154458*

 


