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騎士団長殺し<第 1 部> 顕れるイデア編 
村上 春樹 著 
新潮社 
私は狭い谷間の入り口近くの、山の上に住んでいた。夏には谷の奥の方でひっき

りなしに雨が降ったが、谷の外側はだいたい晴れていた。それは孤独で静謐な

日々であるはずだった。騎士団長が顕れるまでは…。 

 
産経新聞 2017/03/01、朝日新聞 2017/03/05、毎日新聞 2017/03/05、東京・中

日新聞 2017/03/12、産経新聞 2017/03/19、日本経済新聞 2017/03/19 

2017:2./ 507p 
978-4-10-353432-7 

本体 ¥1,800+税

*9784103534327*

 

騎士団長殺し<第 2 部> 遷ろうメタファー編 
村上 春樹 著 
新潮社 
騎士団長がもう二週間近く私の前に姿を見せていないことも、とくに気にはしなか

った。そしてやがて次の日曜日がやってきた。きれいに晴れ上がった、慌ただしい

日曜日が…。 

 
産経新聞 2017/03/01、朝日新聞 2017/03/05、毎日新聞 2017/03/05、東京・中

日新聞 2017/03/12、産経新聞 2017/03/19、日本経済新聞 2017/03/19 

2017:2./ 541p 
978-4-10-353433-4 

本体 ¥1,800+税

*9784103534334*

 

写真をアートにした男～石原悦郎とツァイト・フォト・サロン～ 
粟生田 弓 著 
小学館 
日本初のコマーシャル・フォト・ギャラリーであるツァイト・フォト・サロンを創設し、海

外作家の紹介や日本人作家の発掘に尽力した石原悦郎。4 年間にわたるインタ

ビューから得られた彼の発言をもとに、その軌跡を描写する。 

 
産経新聞 2017/03/04 

2016:10./ 317p 
978-4-09-682224-1 

本体 ¥2,200+税

*9784096822241*

 

天國へ～写狂老人日記～ 
荒木 経惟 著 
ワイズ出版 
テレビのニュース番組や新聞記事、歩いているカメ、小学生の集団、おせち料理

の上にのるフィギュア…。首に縄を絞められた人形から女性のヘアヌードまで、モ

ノクロ写真を収めた荒木経惟の写真集。 

 
産経新聞 2017/03/04 

2017:1./ 266p 
978-4-89830-304-7 

本体 ¥3,800+税

*9784898303047*

 

アメリカの大学の裏側～「世界最高水準」は危機にあるのか?～(朝日新書 603) 
アキ・ロバーツ、竹内 洋 著 
朝日新聞出版 
過酷な教員終身雇用審査が続く学内には「枯れ木」教授が居座り続け、世界一高

い授業料に、学生ローンは 100 兆円超え! 超名門大学が「階級格差」を再生産! 
アメリカの大学の実態を現役大学教授が徹底リポートする。 

 
産経新聞 2017/03/05 

2017:1./ 275p 
978-4-02-273703-8 

本体 ¥820+税

*9784022737038*
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テロリストの処方 
久坂部 羊 著 
集英社 
医療格差の広がる日本で、勝ち組医師を狙った連続テロが発生。医事評論家の

浜川は、医師機構の若き総裁・狩野から、ある人物の捜索を依頼される。日本の

未来に警鐘を鳴らす、挑戦的な医療ミステリー。 

 
産経新聞 2017/03/05 

2017:2./ 243p 
978-4-08-771025-0 

本体 ¥1,500+税

*9784087710250*

 

検査なんか嫌いだ 
鎌田 實 著 
集英社 
検査は面倒でイヤだと感じることも多いが、病気になったり手遅れになるより、よほ

どいい。今の時代、検査で何が分かるか、どうしたら 少の検査で、自分の健康を

キープできるか、分かり易く解説する。 

 
産経新聞 2017/03/05 

2017:2./ 255p 
978-4-08-781617-4 

本体 ¥1,000+税

*9784087816174*

 

果てしなき追跡 
逢坂 剛 著 
中央公論新社 
新選組副長・土方歳三は、新政府軍の銃弾に斃れた、はずだった。一命を取り留

めた土方は、米国船に乗せられ彼の地へ渡る。だが、意識を取り戻した彼は、記

憶を無くしていて…。『読売プレミアム』連載を加筆、修正し単行本化。 

 
産経新聞 2017/03/05 

2017:1./ 588p 
978-4-12-004932-3 

本体 ¥1,900+税

*9784120049323*

 

なぜ?どうして?ペットのなぞにせまる<1> にゃんともいえない!ネコのふしぎ 
小野寺 佑紀 著 
ミネルヴァ書房 
ネコとヒトの古くからのつながりや、ネコを飼うために知っておきたいそのふしぎ、

世界のネコの品種について解説しています。 

 
産経新聞 2017/03/05 

2017:1./ 39p 
978-4-623-07895-0 

本体 ¥2,800+税

*9784623078950*

 

カリカリベーコンはどうして美味しいにおいなの?～食べ物・飲み物にまつわるカ

ガクのギモン～ 
ANDY BRUNNING 著 
化学同人 
ミントはどうして口のなかでスーッとするの? タマネギを切ると、どうして涙が出る

の? 食べ物や飲み物にまつわる奇妙で面白い話をとりあげ、それらのもとになる

化学をわかりやすくシンプルに説明する。 

 
産経新聞 2017/03/05 

2016:12./ 9p,136p 
978-4-7598-1924-3 

本体 ¥1,500+税

*9784759819243*

 

実験する小説たち～物語るとは別の仕方で～ 
木原 善彦 著 
彩流社 
言葉遊び、視覚的企み、まことしやかな事典、入れ子構造…。小説の可能性を果

敢に切り拓く「実験小説」のタイプ毎に、特徴、読みどころ、オススメ作品などを紹

介する。 

 
産経新聞 2017/03/05 

2017:1./ 262p 
978-4-7791-2281-1 

本体 ¥2,200+税

*9784779122811*
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そのままでいい～100 万いいね!を集めた 176 の言葉～ 
田口 久人 著 
ディスカヴァー・トゥエンティワン 
ありのままの自分を認めよう。そこからすべてが始まる-。仕事、家族、人生などをテ

ーマとした言葉を綴ったインスタグラムの 1000 以上の作品から、人気のあった作

品を厳選し、さらに書き下ろしを加えた 176 作品を収録。 

 
産経新聞 2017/03/05 

2017:2./ 311p 
978-4-7993-2039-6 

本体 ¥1,300+税

*9784799320396*

 

プーチン～内政的考察～ 
木村 汎 著 
藤原書店 
長期政権を継続中のプーチン。「強いロシアの再建」を掲げ、国内には苛酷な圧

政を敷く一方、経済は低迷、内政の矛盾は頂点に達している。ロシア研究の碩学

が、“プーチンのロシア”の舞台裏を詳細かつ多角的に検証する。 

 
産経新聞 2017/03/05 

2016:10./ 620p 
978-4-86578-093-2 

本体 ¥5,500+税

*9784865780932*

 

いい親よりも大切なこと～子どものために“しなくていいこと”こんなにあった!～ 
小竹 めぐみ、小笠原 舞 著 
新潮社 
「○○しなければならない」という子育てのつらさは 9 割が思い込み!? 保育のプロ

による人気講座「おやこ保育園」のメソッドを公開。「しなくていい」を軸に、遊び、

コミュニケーション、しつけのノウハウを具体的に紹介。 

 
産経新聞 2017/03/11 

2016:12./ 173p 
978-4-10-350621-8 

本体 ¥1,200+税

*9784103506218*

 

日本列島 100 万年史～大地に刻まれた壮大な物語～(ブルーバックス B-2000) 
山崎 晴雄、久保 純子 著 
講談社 
1500 万年前、ユーラシア大陸の東の端から分かれて生まれた日本列島。現在、

私たちが目にする風景を主に形作った 100 万年前以降(第四紀後半)を中心に、

複雑な地形に富んだ列島の成り立ちを解き明かす。 

 
産経新聞 2017/03/11、日本経済新聞 2017/03/19 

2017:1./ 270p 
978-4-06-502000-5 

本体 ¥1,000+税

*9784065020005*

 

銀の猫 
朝井 まかて 著 
文藝春秋 
美しく奔放な母を養いながら、江戸で老人介護を生業として暮らすお咲。逝く人に

教わる多くの真実が深く身にしみる時代長編。 

 
産経新聞 2017/03/12 

2017:1./ 332p 
978-4-16-390581-5 

本体 ¥1,600+税

*9784163905815*

 

バラ色の未来 
真山 仁 著 
光文社 
首相官邸にプラスチックのコインを投げつけていたホームレスは、総理の IR 指南

役と呼ばれた元名物町長だった。誘致失敗の裏に何があったのか、新聞社の結

城洋子は徹底的に追及しようとするが…。『小説宝石』連載を加筆修正。 

 
産経新聞 2017/03/12 

2017:2./ 383p 
978-4-334-91145-4 

本体 ¥1,600+税

*9784334911454*
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きょうりゅうたちがけんかした(世界の絵本コレクション) 
小峰書店 
「あーあ、けんかになっちゃった。きょうりゅうたちは どうするの？」子どもたちを恐

竜になぞらえ、愛情たっぷりに描いた人気のシリーズ４冊目。今回は、恐竜たちが

大げんか。ちゃんと「ごめんね」できるかな？ 

 
産経新聞 2017/03/12 

2017:2./ 32p 
978-4-338-12654-0 

本体 ¥1,400+税

*9784338126540*

 

セブン-イレブン 1 号店繁盛する商い(PHP 新書 1084) 
山本 憲司 著 
ＰＨＰ研究所 
「私にやらせてください」――山本酒店のオーナーが送った手紙からコンビニ 1 号

店が豊洲に誕生する。流通と物流革命、新商品開発のドラマ。 

 
産経新聞 2017/03/12 

2017:3./ 197p 
978-4-569-83285-2 

本体 ¥800+税

*9784569832852*

 

ある在日朝鮮社会科学者の散策～「博愛の世界観」を求めて～ 
朴 庸坤 著 
現代企画室 
祖国朝鮮の統一を願い、亡命した日本で主体思想を研究、第一人者になった

が、金炳植事件や黄長華韓国亡命などで運命が二転三転する-。日・朝・韓戦後

史の渦中を生きた社会科学者が、数奇な 88 年を振り返る。 

 
産経新聞 2017/03/12 

2017:3./ 286p 
978-4-7738-1702-7 

本体 ¥2,300+税

*9784773817027*

 

国鉄蒸気機関車 最終章 
對馬 好一、橋本 一朗 著 
洋泉社 
交通機関の技術発展の先兵となり、各地で黙々と働き続け、未来への懸け橋とな

った蒸気機関車たち。昭和 40 年代に「 終章」を迎えた国鉄全 19 形式の姿を、

280 点超の秘蔵写真でよみがえらせる。 

 
産経新聞 2017/03/12 

2017:1./ 191p 
978-4-8003-1087-3 

本体 ¥3,700+税

*9784800310873*

 

トランプ vs.中国は歴史の必然である～近現代史で読み解く米中衝突～ 
石 平 著 
産経新聞出版 
アジア覇権をめぐり米中は衝突する!米中の歴史を読み解き、中国の習近平政権

にとって、トランプ政権の対中攻勢が内憂外患の「外患」となることを論じ、米中衝

突によって日本が危機に陥ることを予測する。 

 
産経新聞 2017/03/12 

2017:2./ 214p 
978-4-8191-1298-7 

本体 ¥1,300+税

*9784819112987*

 

わたしなら日本をこう守る～半世紀日米同盟を支えた“侍”の大戦略～(ワニブッ

クス|PLUS|新書 186) 
ジェームス・E.アワー 著 
ワニブックス 
日米両国民は世界の安定の促進に大きな責任を有する-。元アメリカ国防総省安

全保障局日本部長が、日米関係をより強固にするための提言を行い、日本防衛

のこれからを説く。『季報』『産経新聞』掲載に加筆し書籍化。 

 
産経新聞 2017/03/12 

2017:2./ 189p 
978-4-8470-6582-8 

本体 ¥830+税

*9784847065828*
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国家の矛盾(新潮新書 703) 
高村 正彦、三浦 瑠麗 著 
新潮社 
安全保障政策に「完璧な解」はない。日本外交は「対米追従」なのか。「トランプ時

代」の日本の選択とは。安全保障論議をリードしてきた自民党外交族の重鎮に気

鋭の政治学者が迫った異色対談。 

 
産経新聞 2017/03/12、毎日新聞 2017/03/12 

2017:2./ 236p 
978-4-10-610703-0 

本体 ¥780+税

*9784106107030*

 

真紅のマエストラ(ハヤカワ文庫 NV 1403) 
L.S.ヒルトン 著 
早川書房 
卑劣な上司の策略で美術商の世界を追われ、奈落へと落ちたジュディス。体を売

るまでに身を落とした女の危険な逆襲が、いま始まる 

 
産経新聞 2017/03/18 

2017:1./ 461p 
978-4-15-041403-0 

本体 ¥1,160+税

*9784150414030*

 

太陽系のふしぎ 109～プラネタリウム解説員が答える身近な宇宙のなぜ～ 
永田 美絵、高柳 雄一、八板 康麿 著 
偕成社 
プラネタリウム解説員、ＮＨＫラジオ「夏休み子ども科学電話相談」の回答者の著

者が、太陽系の 109 個の疑問に答えます。 

 
産経新聞 2017/03/19 

2016:11./ 144p 
978-4-03-528510-6 

本体 ¥2,000+税

*9784035285106*

 

くらやみのなかのゆめ 
クリス・ハドフィールド、ザ・ファン・ブラザーズ、さくま ゆみこ 著 
小学館 
真っ暗な寝室がこわかったクリス。でも、宇宙飛行士が月に降り立つのをテレビで

観て、宇宙には真っ暗な闇が広がっていることを知り…。宇宙飛行士クリス・ハドフ

ィールドによる、宇宙への夢が広がる絵本。 

 
産経新聞 2017/03/19 

2017:2./ 1 冊(ページ付

なし) 
978-4-09-726679-2 

本体 ¥1,480+税

*9784097266792*

 

不発弾 
相場 英雄 著 
新潮社 
大企業に巨額の粉飾決算が発覚。捜査二課の小堀は事件の背後にひとりの男の

存在を?む。彼が金融業界に仕込んだ「不発弾」は、予想をはるかに超える規模で

この国を蝕んでいた…。『小説新潮』連載に加筆し単行本化。 

 
産経新聞 2017/03/19 

2017:2./ 380p 
978-4-10-350761-1 

本体 ¥1,600+税

*9784103507611*

 

おかしなパン～菓子パンをめぐるおかしくてためになる対談集～ 
池田 浩明、山本 ゆりこ 著 
誠文堂新光社 
パンを愛するふたりが菓子パンについて語り尽くす対話形式のエッセイ集。パンと

お菓子の豆知識やレシピ、140 軒のパン屋情報も収録。データ:2016 年 12 月現

在。 

 
産経新聞 2017/03/19 

2017:1./ 223p 
978-4-416-51626-3 

本体 ¥1,500+税

*9784416516263*
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深い穴に落ちてしまった 
イバン・レピラ、白川 貴子 著 
東京創元社 
名も年もわからない兄弟が穴に落ちて、出られなくなってしまった。なぜ章番号が

素数のみなのか。文章に織り交ぜられた不思議な暗号が示すものとは。綿密に構

成され、さまざまな寓意に彩られた物語。 

 
産経新聞 2017/03/19 

2017:1./ 125p 
978-4-488-01067-6 

本体 ¥1,500+税

*9784488010676*

 

あせらず、たゆまず、ゆっくりと。～93 歳の女優が見つけた人生の幸せ～ 
赤木 春恵 著 
扶桑社 
人との出逢いに恵まれ、ああ、どうしようと、途方にくれたとき、いつもどなたか背中

を押してくれた方々が間違いなくいてくださった-。半生を振り返りながら、80 年近

くになる女優人生で学んだことなどを綴る。 

 
産経新聞 2017/03/19 

2017:3./ 213p 
978-4-594-07670-2 

本体 ¥1,200+税

*9784594076702*

 

文系のための理数センス養成講座(新潮新書 705) 
竹内 薫 著 
新潮社 
ＡＩ時代に、「文系だから……」の言い訳は通用しない！ 「理系と文系は、そもそ

もどこが違うのか？」を入り口に、科学的思考の本質から 先端テクノロジーの捉

え方まで、現代を生き抜くための本物の教養を基礎から徹底講義。 

 
産経新聞 2017/03/19、読売新聞 2017/03/26 

2017:2./ 223p 
978-4-10-610705-4 

本体 ¥760+税

*9784106107054*

 

絆～走れ奇跡の子馬～ 
島田 明宏 著 
集英社 
東日本大震災で壊滅した福島・南相馬のファームでただ 1 頭生き残った子馬リヤ

ンを牧場主親子が競走馬に育てあげ、ダービーを・目指す…福島の現実を基に

描かれる、人と馬の感動の「絆」の物語! 

 
産経新聞 2017/03/26 

2017:2./ 249p 
978-4-08-781627-3 

本体 ¥1,500+税

*9784087816273*

 

テレビじゃ言えない(小学館新書 292) 
ビートたけし 著 
小学館 
政治、犯罪、ネット社会、教育、芸能スキャンダル…。偽善と矛盾だらけの現代ニ

ッポンを、ビートたけしが毒全開でぶった切る。『週刊ポスト』連載「ビートたけしの

21 世紀毒談」から抜粋したエピソードを大幅加筆。 

 
産経新聞 2017/03/26 

2017:2./ 189p 
978-4-09-825292-3 

本体 ¥740+税

*9784098252923*

 

出世と肩書(新潮新書 708) 
藤澤 志穂子 著 
新潮社 
政、官、民、外資から勲章まで網羅した肩書入門完全版。社長とＣＥＯ、どっちが

偉い？ 「事務次官」は何番目？ チェアマンって誰？ 複雑化した現代の肩書

を、政、官、民、外資から勲章まで一気に解説。 

 
産経新聞 2017/03/26 

2017:3./ 223p 
978-4-10-610708-5 

本体 ¥760+税

*9784106107085*
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寝てもさめても猫と一緒 
熊井 明子 著 
河出書房新社 
猫を愛し、猫と共に生きてきた－昭和から平成へ、変わりゆく街角と猫たちとの哀

歓あふれる日々を描く珠玉のエッセイ集。 

 
産経新聞 2017/03/26 

2017:2./ 222p 
978-4-309-02545-2 

本体 ¥1,600+税

*9784309025452*

 

イスラム教徒の頭の中～アラブ人と日本人、何が違って何が同じ?～ 
吉村 作治 著 
ＣＣＣメディアハウス 
アラブ人の表と裏を日本人の目から見ると…。エジプト人女性との結婚と離婚を通

じて、アラブ社会とともに歩んだエジプト考古学者が、自身の体験をもとにアラブ

人の本質、結婚観、アラブの女性たちの考え方などを論じる。 

 
産経新聞 2017/03/26 

2017:2./ 252p 
978-4-484-17208-8 

本体 ¥1,500+税

*9784484172088*

 

「おもてなし」という残酷社会～過剰・感情労働とどう向き合うか～(平凡社新書 
839) 
榎本 博明 著 
平凡社 
行き過ぎた「おもてなし」(接客)の精神が現代に働く私たちの多くを追い詰めてい

る。その社会的背景や実例を示し、対処法を考える。 

 
産経新聞 2017/03/26 

2017:3./ 207p 
978-4-582-85839-6 

本体 ¥780+税

*9784582858396*

 

漱石と「學鐙」 
小山 慶太、夏目 金之助 著 
丸善出版 
明治 30 年創刊の丸善・広報誌『學鐙』には、夏目漱石の作品をはじめ、多くの執

筆者による漱石論がバラエティ豊かに掲載されてきた。漱石の作品「カーライル博

物館」と漱石論 25 篇を選んで収録する。 

 
産経新聞 2017/03/26 

2017:1./ 4p,230p 
978-4-621-30120-3 

本体 ¥1,600+税

*9784621301203*

 

にじいろのネジ 
象の森書房 
いろいろな所からネジが抜け出て、どこかへ歩いていった!ネジたちを呼んだの

は、ネジのお城のネジ王子のようで…。「ゆめづくりものづくりプロジェクト」から生ま

れた絵本。 

 
産経新聞 2017/03/26 

2017:1./ 31p 
978-4-9907393-3-1 

本体 ¥800+税

*9784990739331*

 

「革命」再考～資本主義後の世界を想う～(角川新書 K-122) 
的場 昭弘 著 
KADOKAWA 
革命とは、新しい価値観による旧来の価値観の転覆である。極左と極右に揺れる

世界は、グローバル“後”に向かっているのだ。ロシア革命より 100 年。今、改めて

革命を分析する。 

 
朝日新聞 2017/03/05 

2017:1./ 255p 
978-4-04-082121-4 

本体 ¥840+税

*9784040821214*
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脳はなぜ都合よく記憶するのか～記憶科学が教える脳と人間の不思議～ 
ジュリア・ショウ 著 
講談社 
脳は記憶の正確さを犠牲にしてでも、人が創造的に生きることを選んだ。脳が記

憶を都合よく作り替えたり、あり得ないし体験もしていない出来事を知っているか

のように記憶したりする不思議なメカニズムの存在理由を平易に語る。 

 
朝日新聞 2017/03/05 

2016:12./ 301p 
978-4-06-219702-1 

本体 ¥1,800+税

*9784062197021*

 

おそれミミズク～あるいは彼岸の渡し綱～(講談社タイガ オ C-01) 
オキシ タケヒコ 著 
講談社 
ぼくには秘密の友人がいる。名前はツナ。座敷牢で暮らす彼女と会うための条件

はたったひとつ、「怖い話」を聞かせること。ツナとぼく、夢と現、彼岸と此岸が恐怖

によって?がる時、驚天動地のビジョンがせかいを変容させる-。 

 
朝日新聞 2017/03/05 

2017:2./ 325p 
978-4-06-294060-3 

本体 ¥720+税

*9784062940603*

 

都会(マチ)のトム&ソーヤ<1>(マガジンエッジ KC) 
フクシマ ハルカ、はやみね かおる 著 
講談社 
ごく平凡な中学生・内藤内人は、ふとした偶然から、同じクラスの天才御曹司・竜

王創也の秘密を知ってしまう。そしてその日から、思いもかけない、2 人の冒険の

日々が始まって…!? 

 
朝日新聞 2017/03/05 

2016:6./ 192p 
978-4-06-391013-1 

本体 ¥620+税

*9784063910131*

 

大佛次郎と猫～500 匹と暮らした文豪～ 
大佛次郎記念館 著 
小学館 
たいへんな愛猫家として知られる国民的作家・大佛次郎。そんな彼が蒐集した

300 点にものぼる猫の人形や絵などの中から厳選し、「猫のいる日々」掲載の文章

や写真とともに掲載する。 

 
朝日新聞 2017/03/05 

2017:2./ 111p 
978-4-09-388535-5 

本体 ¥1,500+税

*9784093885355*

 

セカンドウィンド<3>(小学館文庫 か 24-4) 
川西 蘭 著 
小学館 
溝口洋は、キャプテンとして南雲学院高校自転車部を率いる立場になり、自転車

部を取り巻く環境も変わった。新任コーチの厳しい指導への不満やインターハイ

連覇のプレッシャーで、チーム内に不協和音が高まっていき…。 

 
朝日新聞 2017/03/05 

2015:12./ 477p 
978-4-09-406241-0 

本体 ¥730+税

*9784094062410*

 

セカンドウィンド<1>(小学館文庫) 
川西 蘭 著 
小学館 
0 

 
朝日新聞 2017/03/05 

2010:5./ 440p 
978-4-09-408503-7 

本体 ¥714+税

*9784094085037*
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セカンドウィンド<2>(小学館文庫) 
川西 蘭 著 
小学館 
0 

 
朝日新聞 2017/03/05 

2010:5./ 441p 
978-4-09-408504-4 

本体 ¥714+税

*9784094085044*

 

縫わんばならん 
古川 真人 著 
新潮社 
長崎の島の漁村の家の一族をめぐる四世代の来歴。語り合うことで持ち寄る記憶

の断片を縫いあわせて結実するものがたりは、意識の流れを縦横に編み込んで

人生の彩りを織りなす-。『新潮』掲載を単行本化。 

 
朝日新聞 2017/03/05 

2017:1./ 138p 
978-4-10-350741-3 

本体 ¥1,600+税

*9784103507413*

 

ADHD でよかった(新潮新書 702) 
立入 勝義 著 
新潮社 
子どもの頃から多動で不注意。大学入試にも全敗！ 正面から向き合えば、「障

害」は「強み」に転じる。実は世の天才、成功者も「ＡＤＨＤだらけ」！ 米在住 20
年の起業家・コンサルタントが綴った驚きと感動の手記。 

 
朝日新聞 2017/03/05 

2017:1./ 203p 
978-4-10-610702-3 

本体 ¥740+税

*9784106107023*

 

里地里山エネルギー～自立分散への挑戦～(中公新書ラクレ 572) 
河野 博子 著 
中央公論新社 
風力、太陽光、小水力など自然資源を使った「小さいエネルギー」。この電力で地

域内の暮らしをまかなえるのか。「地産地消」「地方創生」はできるのか。その夢と

現実を徹底検証する。 

 
朝日新聞 2017/03/05 

2017:1./ 221p 
978-4-12-150572-9 

本体 ¥780+税

*9784121505729*

 

破壊された男(ハヤカワ文庫 SF 2111) 
アルフレッド・ベスター 著 
早川書房 
エスパーが実権を握るディストピアを舞台に、サイバーパンクの先駆けとも言える

スピード感溢れる攻防戦が描かれる。第一回ヒューゴー賞受賞作 

 
朝日新聞 2017/03/05 

2017:1./ 378p 
978-4-15-012111-2 

本体 ¥800+税

*9784150121112*

 

あなたが最期の最期まで生きようと、むき出しで立ち向かったから 
須藤 洋平 著 
河出書房新社 
トゥレット症候群という難病を抱えた中也賞の詩人は三陸で被災した。死者たちを

言葉に刻印しながら魂をつきさす衝撃の詩集。 

 
朝日新聞 2017/03/05 

2011:11./ 67p 
978-4-309-02077-8 

本体 ¥1,400+税

*9784309020778*
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我が名は、カモン 
犬童 一心 著 
河出書房新社 
「トラブルですよ、加門さん!」ベテラン芸能マネージャー加門慶多が難問奇問に

挑む、注目の映画監督の初小説。綿矢りさ氏他、絶賛! 

 
朝日新聞 2017/03/05 

2016:12./ 305p 
978-4-309-02528-5 

本体 ¥1,600+税

*9784309025285*

 

新シニア市場攻略のカギはモラトリアムおじさんだ!(ビデオリサーチが提案する

マーケティング新論 2) 
ビデオリサーチひと研究所 著 
ダイヤモンド社 
昔の高齢者といまのシニアの違いをひもとき、多様化するシニアの特徴を 6 グル

ープに分類して解説。さらに、6 グループの中でもっとも数が多い新しいシニア市

場の主役「モラトリアムおじさん」の攻略法を解説する。 

 
朝日新聞 2017/03/05 

2017:2./ 203p 
978-4-478-10198-8 

本体 ¥1,400+税

*9784478101988*

 

皇族と天皇(ちくま新書 1224) 
浅見 雅男 著 
筑摩書房 
日本の歴史の中でも特異な存在だった明治以降の皇族。彼らはいかなる事件を

引き起こし、天皇を悩ませてきたか。近現代の皇族と天皇の歩みを解明する通史

決定版。 

 
朝日新聞 2017/03/05 

2016:12./ 510p 
978-4-480-06938-2 

本体 ¥1,300+税

*9784480069382*

 

デヴィッド・ボウイ～変幻するカルト・スター～(ちくま新書 1234) 
野中 モモ 著 
筑摩書房 
ジギー・スターダストの煌びやかな衝撃、『レッツ・ダンス』の世界制覇、死の直前

に発表された『★』……常に変化し、世界を魅了したボウイの創造の旅をたどる。 

 
朝日新聞 2017/03/05 

2017:1./ 254p 
978-4-480-06941-2 

本体 ¥840+税

*9784480069412*

 

ブラウン神父の童心 新版(創元推理文庫 M チ 3-1) 
G.K.チェスタトン 著 
東京創元社 
奇想天外なトリック、痛烈な諷刺とユーモアで、ミステリ史上に燦然と輝く短編集が

リニューアル。ブラウン神父初登場の「青い十字架」、大胆なトリックの「見えない

男」、有名な警句で知られる「折れた剣」など全 12 編を収録。 

 
朝日新聞 2017/03/05 

2017:1./ 381p 
978-4-488-11013-0 

本体 ¥740+税

*9784488110130*

 

複数性のエコロジー～人間ならざるものの環境哲学～ 
篠原 雅武 著 
以文社 
思想家との対話を続けるなかで辿り着いた、自分への配慮とヒトとモノを含む他な

る存在との結びつきの哲学。「生きづらさ」に向き合う著者が、ティモシー・モートン

の人文学的環境学の読解と解釈を行う。インタヴューも収録。 

 
朝日新聞 2017/03/05 

2016:12./ 7p,307p 
978-4-7531-0335-5 

本体 ¥2,600+税

*9784753103355*
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東日本大震災“あの日”そして 6 年～記憶・生きる・未来～ 
彩流社 
3・11 から 6 年。復興はいまだ道なかば。だが、その年月にはそれぞれが生きた

歴史がある-。“あの日”の記憶を胸に、逆境に立ち向かい、日常を取り戻すべく歩

みを続ける人たちの姿を定点撮影で追ったフォト・ドキュメント。 

 
朝日新聞 2017/03/05 

2017:3./ 159p 
978-4-7791-2311-5 

本体 ¥2,000+税

*9784779123115*

 

安東次男詩集(現代詩文庫) 
安東次男 著 
思潮社 
0 

 
朝日新聞 2017/03/05 

1982:10./ 148p 
978-4-7837-0735-6 

本体 ¥1,165+税

*9784783707356*

 

復興キュレーション～語りのオーナーシップで作り伝える“くじらまち”～(キオクの

ヒキダシ 2) 
加藤 幸治 著 
社会評論社 
牡鹿半島の鮎川浜をフィールドとした、東日本大震災以降の文化財レスキューと

企画展の報告と提言。対話から地元の記憶を引き出す企画展示の見せ方を試行

錯誤する様子を、「聞書き」と現場写真を交えて再現する。 

 
朝日新聞 2017/03/05 

2017:1./ 254p 
978-4-7845-1734-3 

本体 ¥2,300+税

*9784784517343*

 

無形民俗文化財が被災するということ～東日本大震災と宮城県沿岸部地域社

会の民俗誌～ 
滝澤 克彦 編 
新泉社 
東日本大震災前からの祭礼、民俗芸能などの伝統行事と生業の歴史を踏まえ、

甚大な震災被害をこうむった宮城県沿岸部地域社会における無形民俗文化財の

ありようを記録・分析し、社会的意義を考察する。 

 
朝日新聞 2017/03/05 

2014:1./ 318p 
978-4-7877-1320-9 

本体 ¥2,500+税

*9784787713209*

 

雨天の盆栽<1>(マッグガーデンコミックス Beat's シリーズ) 
つるかめ 著 
マッグガーデン 
ちょっと空想癖のある女子高生・小日向楓は、実家が盆栽園だという同級生・雨宮

雨天に出会い、可愛く奥深い“盆栽”の魅力に触れていく…。ポップに、キュート

に、本格的に!埼玉県大宮を舞台に送る、ガールズ・盆栽・グラフィティ♪ 

 
朝日新聞 2017/03/05 

2017:2./ 192p 
978-4-8000-0654-7 

本体 ¥600+税

*9784800006547*

 

サザビーズで朝食を～競売人が明かす美とお金の物語～ 
フィリップ・フック 著 
フィルムアート社 
シャガール、ミロはブルーが多いほど高額に?ゴッホは自殺したからこそ価値が高

まった?サザビーズのディレクターが、長年の経験をもとに、作品の様式からオーク

ションの裏側まで、美術にまつわるトピックを解説する。 

 
朝日新聞 2017/03/05 

2016:12./ 469p 
978-4-8459-1632-0 

本体 ¥3,000+税

*9784845916320*
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YOKAI NO SHIMA～日本の祝祭－万物に宿る神々の仮装～ 
シャルル・フレジェ 著 
青幻舎 
日本列島において古くから行われ受け継がれてきた、五穀豊穣や子孫繁栄を願

う祭りや年中行事。フランス人写真家が、全国 58 カ所の祭りや年中行事に出現

する仮面や装束、キャラクターを取材し、写真とともに紹介する。 

 
朝日新聞 2017/03/05 

2016:6./ 255p 
978-4-86152-529-2 

本体 ¥3,800+税

*9784861525292*

 

ヤズディの祈り 
林 典子 著 
赤々舎 
2014 年 8 月、ダーシュ(過激派組織 IS)の侵略を受けた中東の少数民族・ヤズデ

ィ。破壊された村の風景、避難先での暮らし、シンガル山の雄姿…。30 余組の証

言と、現地で共に生活しながら撮り続けた写真を収録する。 

 
朝日新聞 2017/03/05 

2016:12./ 223p 
978-4-86541-058-7 

本体 ¥2,800+税

*9784865410587*

 

津波のまちに生きて 
川島 秀一 著 
冨山房インターナショナル 
漁労文化を置き去りにした復興は、本当の復興には成り得ない。気仙沼に生ま

れ、育ち、被災した民俗学者が地震・津波の状況と三陸沿岸の生活文化を紹介。

人間と海の強いかかわりを探り、真の生命を取り留めえる「復興」を示す。 

 
朝日新聞 2017/03/05 

2012:4./ 245p 
978-4-905194-34-7 

本体 ¥1,800+税

*9784905194347*

 

夜行 
森見 登美彦 著 
小学館 
僕らは誰も彼女のことを忘れられなかった。長谷川さんが姿を消した夜から 10
年。僕ら 5 人の仲間は、鞍馬の火祭りの日に再会した。「夜行」とは何か。彼女と

再会できるのか-。『STORY BOX』掲載を全面改稿。 

 
朝日新聞 2017/03/05、朝日新聞 2017/03/26 

2016:10./ 253p 
978-4-09-386456-5 

本体 ¥1,400+税

*9784093864565*

 

王様でたどるイギリス史(岩波ジュニア新書 847) 
池上 俊一 著 
岩波書店 
ヨーロッパの王室が廃止されたり形式化したりするなか、イギリス王室は今も人気

を誇っている。その理由とイギリスの文化や心性の特徴を、千数百年にわたる王

室の「歴史」と個性的な王様たちを通してあぶり出す。 

 
朝日新聞 2017/03/12 

2017:2./ 15p,249p,5p 
978-4-00-500847-6 

本体 ¥880+税

*9784005008476*

 

狩人の悪夢(火村シリーズ) 
有栖川 有栖 著 
KADOKAWA 
ホラー作家の白布施と対談することになった、推理作家の有栖川有栖。眠ると悪

夢を見てしまうという部屋のある白布施の家に行くことになった有栖だが、事件に

巻き込まれ…。火村英生シリーズ。『文芸カドカワ』掲載を書籍化。 

 
朝日新聞 2017/03/12 

2017:1./ 413p 
978-4-04-103885-7 

本体 ¥1,600+税

*9784041038857*
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発達障害の僕が輝ける場所をみつけられた理由 
栗原 類 著 
KADOKAWA 
8 歳で発達障害と診断された栗原類は、なぜ自分の才能を生かす居場所をみつ

けて輝けるようになったのか。モデル・タレント・役者として歩んできたこれまでの道

のりを語る。母、主治医、又吉直樹のインタビューも収録。 

 
朝日新聞 2017/03/12 

2016:10./ 237p 
978-4-04-601777-2 

本体 ¥1,200+税

*9784046017772*

 

他流試合－俳句入門真剣勝負!(講談社+α 文庫 B35-2) 
金子 兜太、いとう せいこう 著 
講談社 
「俳句って何だろう」「俳句の面白さをもっと知りたい」 俳句界の巨人・金子兜太

に、作家・いとうせいこうが挑む! 俳句を通して、「詩語論」「日本語論」「平和の俳

句」を語り合う。 

 
朝日新聞 2017/03/12 

2017:2./ 379p 
978-4-06-281697-7 

本体 ¥890+税

*9784062816977*

 

近代天皇論～「神聖」か、「象徴」か～(集英社新書 0865) 
片山 杜秀、島薗 進 著 
集英社 
退位問題をきっかけに天皇とは何かについて新たな論争の火蓋が切られた。この

問題を幕末にまで遡り、この国の伝統と西欧文明との間で揺れ続けた日本の近代

の中の天皇の姿と向き合う画期的な対論! 

 
朝日新聞 2017/03/12 

2017:1./ 251p 
978-4-08-720865-8 

本体 ¥760+税

*9784087208658*

 

イスラーム入門～文明の共存を考えるための 99 の扉～(集英社新書 0869) 
中田 考 著 
集英社 
99 のトピックでイスラームの用語や重要人物を概説。スンナ派 4 大学派や近現代

の著名な思想家もピックアップし、かつコラムで大川周明や井筒俊彦といった日

本の研究者にも言及する類を見ない入門書。 

 
朝日新聞 2017/03/12 

2017:2./ 247p 
978-4-08-720869-6 

本体 ¥760+税

*9784087208696*

 

小林信彦・萩本欽一ふたりの笑タイム～名喜劇人たちの横顔・素顔・舞台裏～

(集英社文庫 こ 12-4) 
小林 信彦、萩本 欽一 著 
集英社 
コメディ界の重鎮と日本のエンタテインメント界を知り尽くした作家、初の対談が実

現。コメディ黎明期からテレビ全盛期までの、今だから、この二人だから話せる知

られざるエピソードがもりだくさん。 

 
朝日新聞 2017/03/12 

2017:1./ 222p 
978-4-08-745536-6 

本体 ¥520+税

*9784087455366*

 

小説ライムライト～チャップリンの映画世界～ 
チャールズ・チャップリン、デイヴィッド・ロビンソン、大野 裕之、上岡 伸雄、南條 

竹則 著 
集英社 
没後 40 年、映像の天才は作家としてもすごかった!喜劇王が書いた唯一の小説=
映画『ライムライト』の原作。映画とひと味違うチャップリンの詩的言語を紹介、映像

化を追うノンフィクションと写真資料も充実。 

 
朝日新聞 2017/03/12 

2017:1./ 429p 
978-4-08-771035-9 

本体 ¥3,500+税

*9784087710359*
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反知性主義～アメリカが生んだ「熱病」の正体～(新潮選書) 
森本 あんり 著 
新潮社 
民主主義の破壊者か。格差是正の救世主か。米国のキリスト教と自己啓発の歴史

から、反知性主義の恐るべきパワーと意外な効用を描く。 

 
朝日新聞 2017/03/12 

2015:2./ 282p 
978-4-10-603764-1 

本体 ¥1,300+税

*9784106037641*

 

吉本隆明・江藤淳全対話(中公文庫 よ 15-9) 
吉本 隆明、江藤 淳 著 
中央公論新社 
文学、思想、政治、時代状況…。戦後を代表する二大批評家、吉本隆明と江藤

淳が、1960 年代半ばから 80 年代後半にかけて行った全対談を年代順に集成。

吉本隆明のインタビュー「江藤さんについて」も収録。 

 
朝日新聞 2017/03/12 

2017:2./ 345p 
978-4-12-206367-9 

本体 ¥1,000+税

*9784122063679*

 

トランプ 
ワシントン・ポスト取材班、マイケル・クラニッシュ、マーク・フィッシャー 著 
文藝春秋 
初めて明かされる、国盗り物語の全貌-。トランプ家の歴史から、幼少時代、ビジネ

スマンとしての経歴、トランプ旋風まで、ワシントン・ポスト記者の徹底取材をもと

に、「トランプとは何者か」を突き止める。 

 
朝日新聞 2017/03/12 

2016:10./ 541p 
978-4-16-390539-6 

本体 ¥2,100+税

*9784163905396*

 

植物はなぜ薬を作るのか(文春新書 1119) 
斉藤 和季 著 
文藝春秋 
ポリフェノール、解熱鎮痛薬、天然甘味料、抗がん薬…。なぜ、どのように植物は

薬を作るのか。植物メタボロミクスの専門家が、 先端の研究を紹介しつつ、植物

と薬の奥深い関係を探る。 

 
朝日新聞 2017/03/12 

2017:2./ 239p 
978-4-16-661119-5 

本体 ¥880+税

*9784166611195*

 

こびとが打ち上げた小さなボール 
チョ セヒ、斎藤 真理子 著 
河出書房新社 
刊行から 30 年、韓国で今も も読まれる 130 万部のロングセラー。知られざる世

界的名作がついに邦訳。解説=四方田犬彦。 

 
朝日新聞 2017/03/12 

2016:12./ 357p 
978-4-309-20723-0 

本体 ¥1,900+税

*9784309207230*

 

白きたおやかな峰(河出文庫 き 5-1) 
北 杜夫 著 
河出書房新社 
カラコルムの未踏峰ディラン遠征隊に、医師として参加。そこにあるのに到達を拒

む、白銀の三角錐とは?日本山岳文学の白眉。 

 
朝日新聞 2017/03/12 

2012:3./ 336p 
978-4-309-41139-2 

本体 ¥850+税

*9784309411392*
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情報法のリーガル・マインド 
林 紘一郎 著 
勁草書房 
ドローンや自動運転車の事故責任は誰に? 情報通信の現場を率い、法学と経済

学を修めた著者ならではの知見を駆使した情報法の俯瞰図。情報法に特有の法

的現象を摘出したリーガル・マインドを提示する。 

 
朝日新聞 2017/03/12 

2017:2./ 8p,307p 
978-4-326-40334-9 

本体 ¥3,600+税

*9784326403349*

 

MATSUMOTO 
LF.ボレ、フィリップ・ニクルー、原 正人 著 
誠文堂新光社 
1994 年 6 月、とある宗教団体が地方都市・松本で事件を起こし、人々の平穏な日

常を混乱に陥れる。だが、それは「リハーサル」に過ぎなかった…。松本サリン事

件を描いたバンド・デシネ作品。原作者インタビューも収録。 

 
朝日新聞 2017/03/12 

2017:2./ 199p 
978-4-416-71670-0 

本体 ¥2,200+税

*9784416716700*

 

シリア難民～人類に突きつけられた 21 世紀最悪の難問～ 
パトリック・キングズレー 著 
ダイヤモンド社 
EU 分裂、イスラム国、相次ぐテロ…。泥沼化する難民危機の「 前線」で、いった

い何が起こっているのか?移民専門ジャーナリストが、3 大陸 17 か国で取材し、

「難民危機」の本質をあぶり出す。 

 
朝日新聞 2017/03/12 

2016:11./ 13p,342p 
978-4-478-06885-4 

本体 ¥2,000+税

*9784478068854*

 

私のつづりかた～銀座育ちのいま・むかし～ 
小沢 信男 著 
筑摩書房 
現在 89 歳の作家が、泰明小学校二年生のときに書いた作文を、いま読みなお

す。町並み、学校、友人、家族－甦る、82 年前の東京! 

 
朝日新聞 2017/03/12 

2017:2./ 203p 
978-4-480-81535-4 

本体 ¥1,800+税

*9784480815354*

 

孤島の冒険(フォア文庫) 
N・ヴヌーコフ 著 
童心社 
海洋生物調査船のデッキから大波にさらわれた 14 歳の少年サーシャ。泳ぎつい

た島は無人島。雨や嵐、飢えや孤独、おそいかかる試練にどう立ち向かうのか。

実話をもとにくり広げられる冒険物語。〈ソフトカバー〉 

 
朝日新聞 2017/03/12 

1998:6./ 331p 
978-4-494-02734-7 

本体 ¥800+税

*9784494027347*

 

教養としての 10 年代アニメ(ポプラ新書 117) 
町口 哲生 著 
ポプラ社 
「魔法少女まどか☆マギカ」「ノーゲーム・ノーライフ」「とある科学の超電磁砲」…。

教養としての「10 年代アニメ」を分析することで、現代社会や若者についての理解

を深める。近畿大学の名物講義をベースに書籍化。 

 
朝日新聞 2017/03/12 

2017:2./ 234p 
978-4-591-15338-3 

本体 ¥900+税

*9784591153383*
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徳川家康～われ一人腹を切て、万民を助くべし～(ミネルヴァ日本評伝選) 
笠谷 和比古 著 
ミネルヴァ書房 
三河の弱小大名に生まれたものの、持前の努力と強運、そして家臣団に支えられ

てついに天下人となった徳川家康。本書では、その知られざる人物像を析出しつ

つ、卓越した戦略と政略、そして政治思想を解明する。 

 
朝日新聞 2017/03/12 

2016:12./ 
21p,435p,13p 
978-4-623-07869-1 

本体 ¥3,500+税

*9784623078691*

 

自分とは違った人たちとどう向き合うか～難民問題から考える～ 
ジグムント・バウマン、伊藤 茂 著 
青土社 
イギリスの EU 離脱、IS によるテロ…すべてが、民族や文化や宗教の異なる人び

とを排除する風潮の中で起こっている。社会学の巨人が、移民・難民問題を人類

の共生という広範かつ根本的な視点とも照らし合わせながら論じる。 

 
朝日新聞 2017/03/12 

2017:2./ 131p,3p 
978-4-7917-6973-5 

本体 ¥1,800+税

*9784791769735*

 

冒険図鑑～野外で生活するために～ 
さとうち藍 著 
福音館書店 
歩く、食べる、寝る、作って遊ぶ、動・植物との出会い、危険への対応の 6 章から

なる野外生活の案内書。薬草、応急手当、料理の基本、観天望気など、家でも役

立つページがたくさん。 

 
朝日新聞 2017/03/12 

1985:6./ 381p 
978-4-8340-0263-8 

本体 ¥1,600+税

*9784834002638*

 

熱狂の王ドナルド・トランプ 
マイケル・ダントニオ、高取 芳彦、吉川 南 著 
インプレス 
ホワイトハウスの館主の座を目指す、現代アメリカの寵児ドナルド・トランプ。勝利

への欲望、熱狂、飽くなきメディア戦略から、ビジネスパーソンとしての横顔まで、

丁寧な取材により、精緻かつフェアに描いた評伝。 

 
朝日新聞 2017/03/12 

2016:10./ 382p 
978-4-8443-7498-5 

本体 ¥1,780+税

*9784844374985*

 

毒盃 
佐藤 紅緑、町田 久次 著 
論創社 
ペトログラードに生を享けた浪雄は日露戦争下に来日するが、後に自らの銅像除

幕式で<毒杯>を仰ぐ運命に弄ばれる。大正 4 年に『福島民友新聞』に連載され

た、「佐藤紅緑全集」未収録の幻の長編を挿絵と共に単行本化。 

 
朝日新聞 2017/03/12 

2017:1./ 295p 
978-4-8460-1582-4 

本体 ¥3,200+税

*9784846015824*

 

自由貿易は私たちを幸せにするのか? 
上村 雄彦、首藤 信彦、内田 聖子 著 
コモンズ 
トランプのアメリカ、EU 離脱のイギリス…。いま世界中で、自由貿易に対する疑問

の声が湧き上がっている。貿易や投資の全容と本質を市民社会の側から分析し

て、対案を提起する。 

 
朝日新聞 2017/03/12 

2017:2./ 167p 
978-4-86187-139-9 

本体 ¥1,500+税

*9784861871399*
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帝国以後～アメリカ・システムの崩壊～ 
エマニュエル・トッド 著 
藤原書店 
ソ連崩壊を世界で も早く予言した著者が、ハンチントン、フクヤマ、チョムスキー

らを逆手にとり、「EU 露日 vs アメリカ」という新構図、「新ユーラシア時代の到来」

を予言。イラク攻撃以後の世界秩序を展望する。 

 
朝日新聞 2017/03/12 

2003:4./ 299p 
978-4-89434-332-0 

本体 ¥2,500+税

*9784894343320*

 

ルポ トランプ王国～もう一つのアメリカを行く～(岩波新書 新赤版 1644) 
金成 隆一 著 
岩波書店 
アパラチア山脈を越えると状況が一変した。トランプを支持する人々がいた。山あ

いのバー、ダイナー、床屋、時には自宅に上がり込んで聴いた、将来を案ずる勤

勉な人たちの声を通して、もう一つのアメリカを紹介する。 

 
朝日新聞 2017/03/12、毎日新聞 2017/03/12 

2017:2./ 11p,265p 
978-4-00-431644-2 

本体 ¥860+税

*9784004316442*

 

覗くモーテル観察日誌 
ゲイ・タリーズ、白石 朗 著 
文藝春秋 
著者に奇妙な手紙が届く。送り主はモーテル経営者で、天井裏から利用者を観

察し日誌をつけているという。不倫や同性愛、麻薬取引の絡んだ殺人事件まで、

米ノンフィクションを牽引してきた著者と“覗き魔”、その 30 年の記録。 

 
朝日新聞 2017/03/12、毎日新聞 2017/03/12 

2017:1./ 254p 
978-4-16-390596-9 

本体 ¥1,770+税

*9784163905969*

 

春に散る<上> 
沢木 耕太郎 著 
朝日新聞出版 
「俺たちにはまだ、やり残したことがある」 40 年ぶりにアメリカから帰国したひとり

の男。かつてボクシングの世界で共に頂点を目指した仲間と再会して…。『朝日

新聞』連載を大幅に加筆して単行本化。 

 
朝日新聞 2017/03/19 

2016:12./ 427p 
978-4-02-251441-7 

本体 ¥1,600+税

*9784022514417*

 

春に散る<下> 
沢木 耕太郎 著 
朝日新聞出版 
男たちのもとへ現れた若きボクサー。才能あふれる彼に、いったい何を手渡して

やれるだろう? 人生の終盤にたどり着く「幸せ」のかたちを問う感動巨編。『朝日新

聞』連載を大幅に加筆して単行本化。 

 
朝日新聞 2017/03/19 

2016:12./ 419p 
978-4-02-251442-4 

本体 ¥1,600+税

*9784022514424*

 

蚊がいる(角川文庫 ほ 21-3) 
穂村 弘 著 
KADOKAWA 
人気歌人にして、エッセイの名手・穂村弘の、もっともセンシティブな部分を収録し

たエッセイ集。自称“ふわふわ人間”穂村弘のあたふたっぷりに共感しつつ、その

鋭い自分観察と分析は、まさに“永久保存用”の納得感。 

 
朝日新聞 2017/03/19 

2017:2./ 268p 
978-4-04-102625-0 

本体 ¥600+税

*9784041026250*
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書店員波山個間子<1>(it COMICS) 
黒谷 知也 著 
KADOKAWA 
「青ひげブックス」で、ブックアドバイザーとして働く書店員・波山個間子。接客は

すこし苦手だけど、読書量と本の知識ならこの店随一。お客様と本との出会いをと

りもつために、本の世界を彼女は今日も歩きまわる。 

 
朝日新聞 2017/03/19 

2017:2./ 155p 
978-4-04-892735-2 

本体 ¥650+税

*9784048927352*

 

こぼれ落ちて季節は(講談社文庫 か 141-1) 
加藤 千恵 著 
講談社 
年齢も生活環境も異なる 5 組の男女関係から次々とこぼれ落ちる光と影を、現代

の恋愛歌人「カトチエ」が鮮やかにすくいあげる! 

 
朝日新聞 2017/03/19 

2017:2./ 253p 
978-4-06-293597-5 

本体 ¥600+税

*9784062935975*

 

安土往還記 改版(新潮文庫) 
辻 邦生 著 
新潮社 
争乱渦巻く戦国時代、宣教師を送りとどけるために渡来した外国の船員を語り手

とし、争乱のさ中にあって、純粋にこの世の道理を求め、自己に課した掟に一貫し

て忠実であろうとする“尾張の大殿(シニョーレ)”織田信長の心と行動を描く。 

 
朝日新聞 2017/03/19 

2005:11./ 257p 
978-4-10-106801-5 

本体 ¥490+税

*9784101068015*

 

ポピュリズムとは何か～民主主義の敵か、改革の希望か～(中公新書 2410) 
水島 治郎 著 
中央公論新社 
イギリスの EU 離脱、反イスラム、反エリート、トランプ米大統領誕生…。世界を揺

さぶる「熱狂」の正体とは?ポピュリズム(大衆迎合主義)が西欧から南北アメリカ、日

本まで席巻する現状を分析し、その本質に迫る。 

 
朝日新聞 2017/03/19 

2016:12./ 4p,244p 
978-4-12-102410-7 

本体 ¥820+税

*9784121024107*

 

貧困と地域～あいりん地区から見る高齢化と孤立死～(中公新書 2422) 
白波瀬 達也 著 
中央公論新社 
劣悪な住環境、生活保護受給者の増加、社会的孤立の広がり、身寄りのない

期…。日雇労働者の町と呼ばれ、現在は福祉の町として知られる大阪のあいりん

地区を通じて、「貧困の地域集中」とそれによって生じた問題を論じる。 

 
朝日新聞 2017/03/19 

2017:2./ 5p,222p 
978-4-12-102422-0 

本体 ¥800+税

*9784121024220*

 

新・映像の世紀大全(NHK スペシャル) 
NHK「新・映像の世紀」プロジェクト 著 
ＮＨＫ出版 
2015～16 年放送の NHK「新・映像の世紀」を中心に、1995～96 年放送の「映像

の世紀」の内容も含め、117 のトピックスを選定。20 世紀～21 世紀の歩みを、アー

カイブスから抽出した膨大な静止画と共に辿る。 

 
朝日新聞 2017/03/19 

2017:2./ 291p 
978-4-14-081713-1 

本体 ¥4,100+税

*9784140817131*
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火山で読み解く古事記の謎(文春新書 1122) 
蒲池 明弘 著 
文藝春秋 
なぜ、古事記神話は日向(九州南部)と出雲(島根県)を主な舞台としているのか。

もし、7300 年前の巨大噴火を縄文人が記憶していたら…。地質学データ、足で集

めた情報をもとに古事記神話の謎を解く。 

 
朝日新聞 2017/03/19 

2017:3./ 252p 
978-4-16-661122-5 

本体 ¥920+税

*9784166611225*

 

半自叙伝(河出文庫 ふ 15-1) 
古井 由吉 著 
河出書房新社 
現代日本文学 高峰の作家は、時代になにを読み、自身の創作をどう深めてき

たのか－老年と幼年、魂の往復から滲む深遠なる思索。 

 
朝日新聞 2017/03/19 

2017:2./ 215p 
978-4-309-41513-0 

本体 ¥830+税

*9784309415130*

 

あやつられる難民～政府、国連、NGO のはざまで～(ちくま新書 1240) 
米川 正子 著 
筑摩書房 
国連と各国政府、NGO の間で翻弄される難民。彼ら本位の支援はなぜ実現しな

いのか。アフリカでの支援経験を踏まえ批判的に報告する。 

 
朝日新聞 2017/03/19 

2017:2./ 318p 
978-4-480-06947-4 

本体 ¥940+税

*9784480069474*

 

〈新編〉風雲ジャズ帖(平凡社ライブラリー) 
山下 洋輔、相倉 久人 著 
平凡社 
山下トリオの行くところ、何かが起きる…。異質な場に果敢に踏み込み、風を呼

び、雲を呼び、嵐を呼ぶ。旅日記 3 編に加え、「ブルー・ノート研究」を収録。音楽

之友社 1975 年刊「風雲ジャズ帖」の新編。 

 
朝日新聞 2017/03/19 

2004:6./ 350p 
978-4-582-76502-1 

本体 ¥1,300+税

*9784582765021*

 

職人の近代～道具鍛冶千代鶴是秀の変容～ 
土田 昇 著 
みすず書房 
大工道具鍛冶としてゆるぎない地位を得た千代鶴是秀。機能美の極致のような作

品の中で、なぜ、使用されることを想定しない美しいデザイン切出を作ったのか。

その作風変化の謎をとき、職人の道徳と誇りを描く。 

 
朝日新聞 2017/03/19 

2017:2./ 4p,313p 
978-4-622-08593-5 

本体 ¥3,700+税

*9784622085935*

 

家族最後の日 
植本 一子 著 
太田出版 
家族というのはなんなのだろう。家族だからとすべてをぶつけても、受け入れられ

るとは限らないのに…。母との絶縁、義弟の自殺、夫の癌。写真家・植本一子が生

きた、懸命な日常の記録。 

 
朝日新聞 2017/03/19 

2017:2./ 299p 
978-4-7783-1555-9 

本体 ¥1,700+税

*9784778315559*
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日本フリージャズ史 
副島 輝人 著 
青土社 
山下洋輔、坂田明等の天才プレイヤーを旗頭に 60 年代末から突出した演奏表

現を生み出し、世界的評価を得た日本のフリージャズの歴史を辿る熱い一冊。フ

リージャズ界の第一人者ならではの貴重なドキュメント満載。 

 
朝日新聞 2017/03/19 

2002:4./ 400p,12p 
978-4-7917-5956-9 

本体 ¥2,800+税

*9784791759569*

 

戦後日本のジャズ文化～映画・文学・アングラ～ 
マイク・モラスキー 著 
青土社 
黒沢明、裕次郎からアニメまで。五木寛之、中上健次、筒井康隆、村上春樹、ジャ

ズ喫茶からジャズ革命論まで。ジャズはいかに受容され多くの表現者たちの源泉

となってきたか。戦後カルチャーの空隙を突く異色のジャズ文化論。 

 
朝日新聞 2017/03/19 

2005:7./ 384p 
978-4-7917-6201-9 

本体 ¥2,400+税

*9784791762019*

 

トランプがはじめた 21 世紀の南北戦争～アメリカ大統領選 2016～ 
渡辺 由佳里 著 
晶文社 
2016 年大統領選でトランプを選んだアメリカ。これからアメリカはどこへ行く? ボス

トンに長く暮らし、予備選の初期からオンラインマガジン等に大統領選について解

説してきた著者による、リアル・アメリカの 新レポート。 

 
朝日新聞 2017/03/19 

2017:1./ 246p 
978-4-7949-6948-4 

本体 ¥1,400+税

*9784794969484*

 

ハイスペック女子の憂鬱(新書 y 307) 
矢島 新子 著 
洋泉社 
高学歴、高収入で美人。いわゆる「ハイスペック女子」と呼ばれる女性たちのカウ

ンセリングに当たることが多い産業医が、彼女たちのトラブルや悩みから浮かび上

がる女性の社会進出に潜む問題点を、具体的な事例と共に分析する。 

 
朝日新聞 2017/03/19 

2017:2./ 191p 
978-4-8003-1164-1 

本体 ¥950+税

*9784800311641*

 

建築史とは何か? 
アンドリュー・リーチ、横手 義洋 著 
中央公論美術出版 
建築における建築史の意義とは?気鋭の研究者による建築史の全般をわかりやす

く概説した必携の書。 

 
朝日新聞 2017/03/19 

2016:10./ 207p 
978-4-8055-0774-2 

本体 ¥1,900+税

*9784805507742*

 

老いへの「ケジメ」～モタさんの言葉～(WIDE SHINSHO 219) 
斎藤 茂太 著 
新講社 
日常を構成するひとつひとつに、自分なりの「ケジメ」をつけてゆく。身辺のあれこ

れを、少しずつ整理してゆく。それらが老いへの「小さなケジメ」である-。“ハッピー

エンド”を迎えるためのモノとこころの整理術を教える。 

 
朝日新聞 2017/03/19 

2015:6./ 205p 
978-4-86081-532-5 

本体 ¥1,000+税

*9784860815325*
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ゴジラ幻論～日本産怪獣類の一般と個別の博物誌～ 
倉谷 滋 著 
工作舎 
2016 年、東京に上陸し、活動を停止した巨大不明生物「ゴジラ」。従来の生物学

の知見では単純に説明することのできない生態、機能、起源と発生プロセス等に

おける多くの謎に、進化発生学者が挑む。 

 
朝日新聞 2017/03/19 

2017:2./ 293p 
978-4-87502-482-8 

本体 ¥2,000+税

*9784875024828*

 

大鮃 
藤原 新也 著 
三五館 
あなたの優しさは強さからくる優しさじゃなく、弱さからくる優しさだと思います-。父

性を求める青年が、 北の海に出会った老人。包容力に満ちた老いの季節を迎

えた老人と青年の奇跡の一日を描く。 

 
朝日新聞 2017/03/19 

2016:12./ 269p 
978-4-88320-682-7 

本体 ¥1,600+税

*9784883206827*

 

相倉久人ジャズ著作大全<下巻> 言葉によるジャズ行為の爛熟章 
相倉 久人 著 
DU BOOKS 
山下洋輔ら日本前衛ジャズ・シーンへも多大な影響を及ぼした音楽評論家・司会

者の相倉久人によるジャズ評論集。「ジャズの中の現代」「新宿砂漠にジャズを掘

る」などを収録。 

 
朝日新聞 2017/03/19 

2014:3./ 574p 
978-4-907583-02-6 

本体 ¥2,800+税

*9784907583026*

 

田中正造と足尾鉱毒問題～土から生まれたリベラル・デモクラシー～ 
三浦 顕一郎 著 
有志舎 
足尾鉱毒問題を人権問題として捉え、「 弱」の人々の権利や生命を「 強」から

守るために闘った田中正造。その思想と生涯を描き出しながら、政治とは本来、誰

のためにあるのかを考える。 

 
朝日新聞 2017/03/19 

2017:2./ 6p,312p 
978-4-908672-10-1 

本体 ¥2,600+税

*9784908672101*

 

子育て支援と経済成長(朝日新書 606) 
柴田 悠 著 
朝日新聞出版 
子育て支援の経済効果は投入予算の 2.3 倍!?子育て支援が社会全体に対して、

どのような経済効果をもつのかを分析。さらに、子育て支援が出生率、自殺率、子

どもの貧困率などにもたらす影響も紹介する。 

 
朝日新聞 2017/03/19、日本経済新聞 2017/03/19 

2017:2./ 225p 
978-4-02-273706-9 

本体 ¥760+税

*9784022737069*

 

クラウド時代の思考術～Google が教えてくれないただひとつのこと～ 
ウィリアム・パウンドストーン、森 夏樹 著 
青土社 
検索すればありとあらゆる情報が手に入る時代に、知識とどう向き合うか。無知か

ら来る自己の過信「ダニング=クルーガー効果」をキーワードに、さまざまなジャン

ルを横断しネット時代における新しい知のあり方を提案する。 

 
朝日新聞 2017/03/19、日本経済新聞 2017/03/19 

2017:1./ 397p,33p 
978-4-7917-6966-7 

本体 ¥2,400+税

*9784791769667*
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夢金～古典落語「夢金」より～(古典と新作らくご絵本) 
ばば けんいち 編 
あかね書房 
江戸にしんしんと雪のふる夜。金に目がない船頭がいる船宿にきた、怪しいお客

たちの正体とは…? 平成の名人・立川談春が演じる古典落語「夢金」を、寺門孝

之が絵本化。 

 
朝日新聞 2017/03/25 

2017:2./ 32p 
978-4-251-09510-7 

本体 ¥1,500+税

*9784251095107*

 

そして、ぼくは旅に出た。～はじまりの森ノースウッズ～ 
大竹 英洋 著 
あすなろ書房 
ノースウッズへ。それが自分の人生を前に進めることのできる、ただひとつの行動

だった-。大自然に憧れ、写真家をめざすことになった 1999 年の旅を綴る。『ナシ

ョナルジオグラフィック日本版』のウェブ連載に加筆し書籍化。 

 
朝日新聞 2017/03/25 

2017:3./ 418p 
978-4-7515-2868-6 

本体 ¥1,900+税

*9784751528686*

 

あからん～ことばさがし絵本～(日本傑作絵本シリーズ) 
西村 繁男 著 
福音館書店 
あんぜんちたいであさのあいさつ-。「あ」から「ん」まで、それぞれの文字をテーマ

に絵と文をかいた絵本。本の中に描かれた、それぞれの文字からはじまることばを

さがしてみましょう。 

 
朝日新聞 2017/03/25 

2017:2./ 64p 
978-4-8340-8323-1 

本体 ¥1,400+税

*9784834083231*

 

重力と恩寵(岩波文庫 33-690-4) 
シモーヌ・ヴェイユ 著 
岩波書店 
たとえこの身が泥の塊となりはてても、なにひとつ穢さずにいたい-。戦火の中でも

究極の純粋さを志したシモーヌ・ヴェイユの代表作。深い内省の跡を伝える雑記

帳からの新校訂版。 

 
朝日新聞 2017/03/26 

2017:3./ 448p,4p 
978-4-00-336904-3 

本体 ¥1,130+税

*9784003369043*

 

ビアンカ・オーバースタディ(角川文庫 つ 2-23) 
筒井 康隆 著 
KADOKAWA 
ウニの生殖の研究をする超絶美少女・ビアンカ北町。彼女の放課後（オーバース

タディ）は、ちょっと危険な生物学の実験研究にのめりこむ、生物研究部員。そん

な彼女の前に突然、「未来人」が現れて－－！ 

 
朝日新聞 2017/03/26 

2016:5./ 188p 
978-4-04-103718-8 

本体 ¥640+税

*9784041037188*

 

タテ社会の人間関係(講談社現代新書) 
中根 千枝 著 
講談社 
なぜ日本人は上下の順番のつながりを気にするのか?なぜ日本人は資格(職業な

ど)よりも場(会社など)の共有を重視するのか?－日本の社会構造を鋭く析出した

ベストセラー! 

 
朝日新聞 2017/03/26 

1967:2./ 189p 
978-4-06-115505-3 

本体 ¥700+税

*9784061155053*
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ビアンカ・オーバーステップ<上>(星海社 FICTIONS ト 2-01) 
筒城 灯士郎 著 
星海社 
天体観測の 中に消失してしまった好奇心旺盛な超絶美少女、ビアンカ北町。

妹のロッサ北町は愛する姉を見つけ出すため、時空を超えた冒険を始める。筒井

康隆唯一のライトノベル「ビアンカ・オーバースタディ」の正統なる続篇。 

 
朝日新聞 2017/03/26 

2017:3./ 321p 
978-4-06-139964-8 

本体 ¥1,350+税

*9784061399648*

 

ビアンカ・オーバーステップ<下>(星海社 FICTIONS ト 2-02) 
筒城 灯士郎 著 
星海社 
消えた姉・ビアンカを追い、時空を翔けるロッサ北町。姉はどこへ消失したのか、<
ウブメ効果>とは何なのか、そして< 未来人>とは誰なのか。筒井康隆唯一のライ

トノベル「ビアンカ・オーバースタディ」の正統なる続篇。 

 
朝日新聞 2017/03/26 

2017:3./ 270p 
978-4-06-139965-5 

本体 ¥1,350+税

*9784061399655*

 

田舎のパン屋が見つけた「腐る経済」～タルマーリー発、新しい働き方と暮らし～

(講談社+α 文庫 G302-1) 
渡邉 格 著 
講談社 
「腐らない」おカネが資本主義の矛盾を生みだしている。なら、お金や経済を「腐

らせて」みたら? 田舎のパン屋となった著者が実践する、働く人・地域の人に還元

する「腐る経済」と暮らしを紹介。新たな挑戦についても綴る。 

 
朝日新聞 2017/03/26 

2017:3./ 270p 
978-4-06-281714-1 

本体 ¥790+税

*9784062817141*

 

雪国 改版(新潮文庫) 
川端 康成 著 
新潮社 
親譲りの財産で、きままな生活を送る島村は、雪深い温泉町で芸者駒子と出会

う。許婚者の療養費を作るため芸者になったという、駒子の一途な生き方に惹か

れながらも、島村はゆきずりの愛以上のつながりを持とうとしない－。 

 
朝日新聞 2017/03/26 

2006:5./ 208p 
978-4-10-100101-2 

本体 ¥360+税

*9784101001012*

 

岩場の上から 
黒川 創 著 
新潮社 
2045 年、核燃料 終処分場造成が噂される町。そこに聳える伝説の奇岩-。17 歳

の少年と町の人びとを中心に、<戦後百年>の視点から日本の現在と未来を射抜

く壮大な長篇小説。『新潮』掲載を単行本化。 

 
朝日新聞 2017/03/26 

2017:2./ 428p 
978-4-10-444408-3 

本体 ¥2,500+税

*9784104444083*

 

孤独論～逃げよ、生きよ～ 
田中 慎弥 著 
徳間書店 
相手の要望に応え続ける“罠”に陥ってはいないか。群れのなかで奴隷のような

日々に耐え続けるより、四の五の言わず、まずは逃げてみろ-。孤高の芥川賞作

家が、孤独であることの必要性を語る。 

 
朝日新聞 2017/03/26 

2017:2./ 181p 
978-4-19-864349-2 

本体 ¥1,000+税

*9784198643492*
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「三陸津波」と集落再編～ポスト近代復興に向けて～ 
岡村 健太郎 著 
鹿島出版会 
津波常襲地域と呼ばれてきた東北・三陸地方-。多様な主体がせめぎあう集落再

編の歴史を、統治機構の変化やそれにともなう制度・運用の変遷、民衆の動勢か

ら読み解き、新たな復興モデルを説き起こす。 

 
朝日新聞 2017/03/26 

2017:2./ 345p,4p 
978-4-306-04647-4 

本体 ¥4,300+税

*9784306046474*

 

選択しないという選択～ビッグデータで変わる「自由」のかたち～ 
キャス・サンスティーン 著 
勁草書房 
ネットに氾濫する「あなたへのおすすめ」の数々…。来たるべき世界は効率的なユ

ートピアか?見えない強制に満ちたディストピアか? 

 
朝日新聞 2017/03/26 

2017:1./ 4p,237p,23p 
978-4-326-55077-7 

本体 ¥2,700+税

*9784326550777*

 

その他の外国語エトセトラ(ちくま文庫 く 26-2) 
黒田 龍之助 著 
筑摩書房 
英語、独語などメジャーな言語ではないけれど、世界のどこかで使われている外

国語。それにまつわる面白いけど役に立たないエッセイ集。解説 菊池良生 

 
朝日新聞 2017/03/26 

2017:3./ 398p 
978-4-480-43402-9 

本体 ¥880+税

*9784480434029*

 

地方創生大全 
木下 斉 著 
東洋経済新報社 
地方再生請負人、地方創生のカリスマと称される著者が、多くの成功事例・失敗

事例をもとに解説する「地方創生&街づくりのルール」。 

 
朝日新聞 2017/03/26 

2016:10./ 302p 
978-4-492-21225-7 

本体 ¥1,500+税

*9784492212257*

 

土方巽～衰弱体の思想～ 
宇野 邦一 著 
みすず書房 
舞踊家・土方巽。「肉体の叛乱」から「衰弱体」にいたる創造の軌跡をたどり、驚異

の書「病める舞姫」を読みとく。晩年の舞踏家と交流した著者による哲学的肖像に

して土方論の集大成。 

 
朝日新聞 2017/03/26 

2017:2./ 260p 
978-4-622-08568-3 

本体 ¥5,200+税

*9784622085683*

 

松居直と絵本づくり 
藤本 朝巳 著 
教文館 
月刊絵本『こどものとも』を創刊し、多くの名作絵本を世に送り出してきた福音館書

店の名編集者・松居直。日本の絵本づくりに革命をもたらした彼の編集哲学とそ

の奥義を、児童文学研究者が紹介する。 

 
朝日新聞 2017/03/26 

2017:1./ 225p,10p 
978-4-7642-6124-2 

本体 ¥1,800+税

*9784764261242*
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ショコラ～歴史から消し去られたある黒人芸人の数奇な生涯～ 
ジェラール・ノワリエル 著 
集英社インターナショナル 
20 世紀初頭の華やかなりしパリで人気随一の芸人となった元奴隷の黒人がい

た。だが、芸は認められたが「人間」とは認められず、歴史から消え去った…。日

本で 1 月公開決定の仏映画『ショコラ』の原作! 

 
朝日新聞 2017/03/26 

2017:1./ 571p 
978-4-7976-7337-1 

本体 ¥3,200+税

*9784797673371*

 

「小商い」で自由にくらす～房総いすみの DIY な働き方～ 
磯木 淳寛 著 
イカロス出版 
「Face to Face」を掲げ、小さな経済圏を豊かにする対面型の「小商い」に注目。房

総いすみ地域における小商いの実践者たちを取り上げ、小商いで豊かな暮らしを

成り立たせるためのコツを紹介する。 

 
朝日新聞 2017/03/26 

2017:1./ 183p 
978-4-8022-0300-5 

本体 ¥1,400+税

*9784802203005*

 

不平等を考える～政治理論入門～(ちくま新書 1241) 
齋藤 純一 著 
筑摩書房 
格差の拡大が社会に深刻な分断をもたらしている。不平等の問題を克服するた

め、いかに制度を構想すべきか。いまを考える政治哲学入門。 

 
朝日新聞 2017/03/26、読売新聞 2017/03/26 

2017:3./ 284p 
978-4-480-06949-8 

本体 ¥880+税

*9784480069498*

 

17 音の青春～五七五で綴る高校生のメッセージ～<2017> 
神奈川大学広報委員会 編 
KADOKAWA 
17 音の俳句に凝縮された高校生たちの青春の日々…。第 19 回神奈川大学全

国高校生俳句大賞の入選作品を紹介する。応募高校一覧、団体賞受賞校、一句

入選作品、選考座談会なども収録。 

 
朝日新聞 2017/03/27 

2017:3./ 153p 
978-4-04-876443-8 

本体 ¥700+税

*9784048764438*

 

シルバー・デモクラシー～戦後世代の覚悟と責任～(岩波新書 新赤版 1610) 
寺島 実郎 著 
岩波書店 
戦後民主主義、高度成長の恩恵を受けてきた団塊の世代は「与えられた民主主

義」をどう超克するのか。4000 万人高齢者社会の到来を見据え、シルバーが貢献

する新たな参画型社会の構築を提言する。 

 
東京・中日新聞 2017/03/05 

2017:1./ 14p,200p 
978-4-00-431610-7 

本体 ¥760+税

*9784004316107*

 

闇(ダーク)ウェブ(文春新書 1086) 
セキュリティ集団スプラウト 著 
文藝春秋 
麻薬、児童ポルノ、偽造パスポート、偽札、個人情報、サイバー攻撃、殺人請負、

武器…。「秘匿通信技術」と「ビットコイン」が生みだしたサイバー空間の深海にう

ごめく「無法地帯」の驚愕の実態に迫る。 

 
東京・中日新聞 2017/03/05 

2016:7./ 218p 
978-4-16-661086-0 

本体 ¥780+税

*9784166610860*
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サイバー戦争論～ナショナルセキュリティの現在～ 
伊東 寛 著 
原書房 
陸上自衛隊のシステム防護隊初代隊長、我が国のサイバー戦争の第一人者とし

て知られる著者による、定義や範囲から技術論に至る本格的なサイバー戦争論。

様々な実例を挙げ、また関連用語集を付してわかりやすく解説した時代の必携

本！ 

 
東京・中日新聞 2017/03/05 

2016:8./ 255p 
978-4-562-05341-4 

本体 ¥2,500+税

*9784562053414*

 

墨龍賦 
葉室 麟 著 
ＰＨＰ研究所 
建仁寺の「雲龍図」を描いた男・海北友松。武士の子として、滅んだ実家の再興を

夢見つつも、絵師として名を馳せた生涯を描く歴史長編。 

 
東京・中日新聞 2017/03/05 

2017:1./ 284p 
978-4-569-83234-0 

本体 ¥1,600+税

*9784569832340*

 

失われた宗教を生きる人々～中東の秘教を求めて～(亜紀書房翻訳ノンフィクシ

ョン・シリーズ 2-14) 
ジェラード・ラッセル 著 
亜紀書房 
レタスを食べるのを拒否するヤズィード教徒、輪廻転生を信じるドゥルーズ派…。

中東の秘境に、マイナー宗教の伝統を生きる人々を訪ね、その生々しい肉声か

ら、文化の共生を可能にする古代の叡智を浮かび上がらせる。 

 
東京・中日新聞 2017/03/05 

2016:12./ 488p 
978-4-7505-1444-4 

本体 ¥3,700+税

*9784750514444*

 

消えゆく「限界大学」～私立大学定員割れの構造～ 
小川 洋 著 
白水社 
消える大学と生き残る大学の違いとは何か?定員割れが起きるメカニズムに着目

し、その歴史的経緯にまでさかのぼって検証する。 

 
東京・中日新聞 2017/03/05、日本経済新聞 2017/03/05 

2016:12./ 232p 
978-4-560-09526-3 

本体 ¥2,000+税

*9784560095263*

 

世界と僕のあいだに 
タナハシ・コーツ 著 
慶應義塾大学出版会 
黒人の肉体は自らの所有物ではなく、白人によって築かれた祖国アメリカの歴史

を支えてきた資源にすぎない-。冷徹な現実認識をもって、現代アメリカ社会の矛

盾を描き、黒人が生き抜く術を教える、父から息子への長い長い手紙。 

 
東京・中日新聞 2017/03/12 

2017:2./ 189p 
978-4-7664-2391-4 

本体 ¥2,400+税

*9784766423914*

 

雲のうえの千枚ダム～中国雲南・大棚田地帯～(キオクのヒキダシ 1) 
西谷 大 著 
社会評論社 
雲南省金平県者米谷の少数民族の暮らしを 10 年間住み込みで調査した記録。

現地の人々がみせる表情、情景、そして大自然の棚田地帯をとらえた写真が満

載。『グラフィケーション』連載を加筆・修正。 

 
東京・中日新聞 2017/03/12 

2017:1./ 271p 
978-4-7845-1733-6 

本体 ¥2,400+税

*9784784517336*
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若狭がたり～わが「原発」撰抄～ 
水上 勉 著 
アーツアンドクラフツ 
3.11<フクシマ>以後を、いかに生きるか。福井県若狭を故郷にもつ作家・水上勉

が描く<脱原発>啓発のエッセイと小説を集成。<フクシマ>以後の自然・くらし・原

発の在り方を示唆する。 

 
東京・中日新聞 2017/03/12 

2017:3./ 229p 
978-4-908028-18-2 

本体 ¥2,000+税

*9784908028182*

 

切腹考 
伊藤 比呂美 著 
文藝春秋 
?外を読むことが、生きる死ぬるにつながるのである-。切腹のエロスに魅せられた

詩人が綴る、「阿部一族」を自らの声で語りなおしながら伴侶を看取るまで。『文學

界』掲載に加筆し単行本化。 

 
東京・中日新聞 2017/03/12、朝日新聞 2017/03/26、毎日新聞 2017/03/26 

2017:2./ 280p 
978-4-16-390603-4 

本体 ¥1,700+税

*9784163906034*

 

AI と人類は共存できるか?～人工知能 SF アンソロジー～ 
長谷 敏司、藤井 太洋、人工知能学会 編 
長谷 敏司、藤井 太洋 著 
早川書房 
倉田タカシ、長谷敏司、早瀬耕、藤井太洋、吉上亮が、「治」「経済」「倫理」「芸

術」「宗教」というアプローチから、人類と AI の未来を描く。人工知能研究の第一

人者、松原仁らの 新論考を併録。 

 
東京・中日新聞 2017/03/19 

2016:11./ 430p 
978-4-15-209648-7 

本体 ¥2,100+税

*9784152096487*

 

人工知能と経済の未来～2030 年雇用大崩壊～(文春新書 1091) 
井上 智洋 著 
文藝春秋 
あらゆる人々が遊んで暮らせるユートピアか? 一部の人々だけが豊かになるディ

ストピアか? AI の発達でほとんどの人が仕事を失う近未来を、気鋭の経済学者が

大胆に予測する。 

 
東京・中日新聞 2017/03/19 

2016:7./ 249p 
978-4-16-661091-4 

本体 ¥800+税

*9784166610914*

 

血と肉 
中山 咲 著 
河出書房新社 
その日私はお腹の子と、夜行バスで東京を去った…田舎のラブホテルを舞台に、

女性の持つ業と痛み、そして「命」の連鎖を描く飛躍作! 

 
東京・中日新聞 2017/03/19 

2017:1./ 164p 
978-4-309-02540-7 

本体 ¥1,400+税

*9784309025407*

 

夏目漱石～人間は電車ぢやありませんから～(ミネルヴァ日本評伝選) 
佐々木 英昭 著 
ミネルヴァ書房 
日本の小説のみならず、俳句・文学理論・英文学研究において新しい領野を切り

開き、多数門弟の敬愛を一身に集めた夏目漱石。「ノート」など新資料探索や縁

者聞き取り調査により、漱石の思考とその推移を照射する<内的>伝記。 

 
東京・中日新聞 2017/03/19 

2016:12./ 
16p,377p,10p 
978-4-623-07893-6 

本体 ¥3,500+税

*9784623078936*
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「青春 18 きっぷ」ポスター紀行 
込山 富秀 著 
講談社 
鉄道が走る日本固有の景色の奥深さや、日本の鉄道の素晴らしさを、製作者サイ

ドからの解説を交えて伝える鉄道ファン待望の写真集。 

 
東京・中日新聞 2017/03/26 

2015:5./ 159p 
978-4-06-219279-8 

本体 ¥1,800+税

*9784062192798*

 

マティスとルオー友情の手紙 
アンリ・マティス、ジョルジュ・ルオー、ジャクリーヌ・マンク 編 
アンリ・マティス、ジョルジュ・ルオー、後藤 新治、パナソニック汐留ミュージアム 
著 
みすず書房 
パリ国立美術学校で出会って以来、50 年にわたり手紙を交わし、家族ぐるみの交

流をつづけたマティスとルオー。ふたりの巨匠の創作の舞台裏がわかる往復書簡

集。手紙や絵画の図版、年譜なども収録。 

 
東京・中日新聞 2017/03/26 

2017:1./ 263p,61p 図

版 19 枚 
978-4-622-08564-5 

本体 ¥3,500+税

*9784622085645*

 

殺人の人類史<上> 
コリン・ウィルソン、デイモン・ウィルソン、松田 和也 著 
青土社 
人はなぜ暴力をふるうのか。究極の問いへの答えを求めて-。古代から近代、そし

ていまなお繰り広げられるありとあらゆる暴力の膨大なリストを整理し、人類史 大

の謎にせまる鬼才コリン・ウィルソンの遺作。 

 
東京・中日新聞 2017/03/26 

2016:11./ 386p 
978-4-7917-6961-2 

本体 ¥3,200+税

*9784791769612*

 

殺人の人類史<下> 
コリン・ウィルソン、デイモン・ウィルソン、松田 和也 著 
青土社 
人はなぜ暴力をふるうのか。究極の問いへの答えを求めて-。古代から近代、そし

ていまなお繰り広げられるありとあらゆる暴力の膨大なリストを整理し、人類史 大

の謎にせまる鬼才コリン・ウィルソンの遺作。 

 
東京・中日新聞 2017/03/26 

2016:11./ 305p,14p 
978-4-7917-6962-9 

本体 ¥3,000+税

*9784791769629*

 

生命(いのち)の詩人・尹東柱～『空と風と星と詩』誕生の秘蹟～ 
多胡 吉郎 著 
影書房 
清冽な詩篇を残し、1945 年 2 月に、27 歳で福岡刑務所で獄死した尹東柱。日本

でも広く愛される韓国の国民的詩人の足跡をたんねんに追い、 新の調査・研究

成果をふまえ、その人、その文学の核心に迫る。 

 
東京・中日新聞 2017/03/26 

2017:2./ 294p 
978-4-87714-469-2 

本体 ¥1,900+税

*9784877144692*

 

震災があっても続ける～三陸・山田祭を追って～ 
矢野 陽子 著 
はる書房 
たとえ震災があっても、なくても変わらないものがある-。縁あって津波と火災で焼

け野原になってしまった三陸・山田町に通い続けた著者が、山田祭が復活するま

でを綴る。 

 
東京・中日新聞 2017/03/26 

2017:1./ 292p 
978-4-89984-159-3 

本体 ¥1,500+税

*9784899841593*
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方言萌え!?～ヴァーチャル方言を読み解く～(岩波ジュニア新書 845) 
田中 ゆかり 著 
岩波書店 
方言を演出的ツールとして用いることが SNS やゲームを始め巷で流行中! そん

な「ヴァーチャル方言」は、「リアル方言」にも影響を与えている。その関係をつぶさ

に観察し、日本語や日本社会の新たな断面を浮き彫りにする。 

 
読売新聞 2017/03/05 

2016:12./ 
16p,205p,14p 
978-4-00-500845-2 

本体 ¥880+税

*9784005008452*

 

ファミレス<上>(角川文庫 し 29-9) 
重松 清 著 
KADOKAWA 
宮本陽平が見つけた離婚届には、妻の署名が入っていた。唯一の趣味である料

理を通じた友人の一博と康文は、様子のおかしい陽平を心配するが、彼らの家庭

も順風満帆ではなく…。2017 年 1 月公開映画「恋妻家宮本」の原作。 

 
読売新聞 2017/03/05 

2016:5./ 326p 
978-4-04-103160-5 

本体 ¥640+税

*9784041031605*

 

ファミレス<下>(角川文庫 し 29-10) 
重松 清 著 
KADOKAWA 
陽平の料理仲間の一博の家では、料理講師のエリカとその臨月の娘がなぜか居

候。陽平と康文も巻き込んだ出産騒動に。50 歳前後のオヤジ 3 人それぞれの奮

闘の行方は-? 2017 年 1 月公開映画「恋妻家宮本」の原作。 

 
読売新聞 2017/03/05 

2016:5./ 323p 
978-4-04-104219-9 

本体 ¥640+税

*9784041042199*

 

お師匠さま、整いました! 
泉 ゆたか 著 
講談社 
亡き夫の跡を継ぎ寺子屋の師匠をしている桃。ある日、大人の身でありながら、も

う一度学び直したいという春が訪ねてくる。春の素直さと才能に桃は魅せられてい

くが、寺子屋一秀才な生意気娘・鈴が黙っているはずがなく…。 

 
読売新聞 2017/03/05 

2017:1./ 221p 
978-4-06-220393-7 

本体 ¥1,400+税

*9784062203937*

 

人生のお福分け(集英社文庫 き 22-1) 
清川 妙 著 
集英社 
古典の魅力をつねに支えと癒しにしてきた暮らしと、生活の細部を愛しみ、毎日を

真剣に丁寧に過す、そのしなやかな生き方を語る──人生の極意にみちた宝石箱

のようなエッセイ集。(解説/吉沢久子) 

 
読売新聞 2017/03/05 

2017:1./ 218p 
978-4-08-745534-2 

本体 ¥500+税

*9784087455342*

 

たけしの面白科学者図鑑～ヘンな生き物がいっぱい!～(新潮文庫 ひ-11-25) 
ビートたけし 著 
新潮社 
乾燥すると不死身になるネムリユスリカ、人間くさい個性を持つ粘菌、深海に潜む

謎のダイオウイカ…。ビートたけしが個性豊かな学者たちから話を引き出す、知的

で愉快なサイエンストーク、生物編。 

 
読売新聞 2017/03/05 

2017:2./ 262p 
978-4-10-122535-7 

本体 ¥520+税

*9784101225357*
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おばちゃんたちのいるところ 
松田 青子 著 
中央公論新社 
「わたしたち、もののけになりましょう」追いつめられた現代人のもとへ、八百屋お

七や皿屋敷のお菊が一肌脱ぎにやってくる。愉快な連作短編集。『アンデル小さ

な文芸誌』連載を加筆修正し単行本化。 

 
読売新聞 2017/03/05 

2016:12./ 231p 
978-4-12-004918-7 

本体 ¥1,400+税

*9784120049187*

 

浄土真宗とは何か～親鸞の教えとその系譜～(中公新書 2416) 
小山 聡子 著 
中央公論新社 
日本 大の仏教宗派、浄土真宗。平安時代の浄土信仰や、密教呪術とのつなが

りにも目を向け、親鸞の教えと、それがどのように広まったのかを、豊富な史料とエ

ピソードに基づき描きだす。 

 
読売新聞 2017/03/05 

2017:1./ 5p,272p 
978-4-12-102416-9 

本体 ¥860+税

*9784121024169*

 

あなたの人生の意味～先人に学ぶ「惜しまれる生き方」～ 
デイヴィッド・ブルックス 著 
早川書房 
『ニューヨーク・タイムズ』の名コラムニストが、アイゼンハワーからモンテーニュま

で、さまざまな人生を歩んだ 10 人の生涯を通じて、現代人が忘れている内的成

熟の価値と「生きる意味」を根源から問い直す。 

 
読売新聞 2017/03/05 

2017:1./ 478p 
978-4-15-209666-1 

本体 ¥2,300+税

*9784152096661*

 

三種の神器～天皇の起源を求めて～(河出文庫 と 5-2) 
戸矢 学 著 
河出書房新社 
天皇とは何か、神器はなぜ天皇に祟ったのか。天皇を天皇たらしめる祭祀の基

本・三種の神器の歴史と実際を掘り下げる。 

 
読売新聞 2017/03/05 

2016:12./ 248p 
978-4-309-41499-7 

本体 ¥780+税

*9784309414997*

 

珍奇な昆虫～オールカラー版～(光文社新書 867) 
山口 進 著 
光文社 
「ジャポニカ学習帳」の表紙写真を 40 年以上撮り続けてきたカメラマンが、世界中

で出会った昆虫のお宝写真を一挙披露。一生を巣の中で過ごすチョウ、潜水して

獲物を狩るアリなど、奇妙で面白い昆虫たちをオールカラーで紹介。 

 
読売新聞 2017/03/05 

2017:2./ 290p 
978-4-334-03970-7 

本体 ¥1,000+税

*9784334039707*

 

あしたも、こはるびより。 
つばた 英子、つばた しゅういち 著 
主婦と生活社 
キッチンガーデンで野菜を育て、換気扇のない台所で保存食をつくり、玄関のな

いワンルームの丸太小屋で暮らす…。83 歳と 86 歳の夫婦ふたりの、簡素だけど

優雅な歳時記。 

 
読売新聞 2017/03/05 

2011:10./ 157p 
978-4-391-13993-8 

本体 ¥1,400+税

*9784391139938*
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昆虫のすごい瞬間図鑑～一度は見ておきたい!公園や雑木林で探せる命の躍動

シーン～ 
石井 誠 著 
誠文堂新光社 
命が生まれる瞬間、大変身を遂げる瞬間、獲物に襲いかかる瞬間、身をひそめて

いる瞬間、オスとメスが出会う瞬間…。公園や雑木林といった身近で出会える昆

虫たちの決定的瞬間を紹介します。 

 
読売新聞 2017/03/05 

2017:2./ 223p 
978-4-416-51710-9 

本体 ¥2,100+税

*9784416517109*

 

在りし、在らまほしかりし三島由紀夫 
高橋 睦郎 著 
平凡社 
三島晩年に身近にいた者として、五感で感得した作家がどんな人だったか、また

どう生きてほしかったか。50 年書き続けた三島論。 

 
読売新聞 2017/03/05 

2016:12./ 280p 
978-4-582-83746-9 

本体 ¥2,600+税

*9784582837469*

 

ファーブル先生の昆虫教室～本能のかしこさとおろかさ～ 
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。 

 
読売新聞 2017/03/05 

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

本体 ¥1,800+税

*9784591150313*

 

書簡の時代～ロラン・バルト晩年の肖像～ 
アントワーヌ・コンパニョン、中地 義和 著 
みすず書房 
コレージュ・ド・フランス教授となった世界的文学研究者が、青年の自分に宛てら

れたロラン・バルトの手紙を読み返し、往時の師弟関係と友情を見つめなおす。名

著「恋愛のディスクール・断章」「明るい部屋」誕生の貴重な証言。 

 
読売新聞 2017/03/05 

2016:12./ 211p 
978-4-622-08563-8 

本体 ¥3,800+税

*9784622085638*

 

裸足で逃げる～沖縄の夜の街の少女たち～(at プラス叢書 16) 
上間 陽子 著 
太田出版 
沖縄の風俗業界で働く女性たちの調査の記録。家族や恋人や知らない男たちか

ら暴力を受けて育った少女たちが、そこから逃げて、自分の居場所をつくりあげる

までを綴る。『at プラス』掲載に書き下ろしを加えて書籍化。 

 
読売新聞 2017/03/05 

2017:2./ 260p 
978-4-7783-1560-3 

本体 ¥1,700+税

*9784778315603*

 

ローカルブックストアである～福岡ブックスキューブリック～ 
大井 実 著 
晶文社 
福岡の小さな本屋「ブックスキューブリック」。独自の店づくりから、トークイベントや

ブックフェスティバルのつくり方、カフェ&ギャラリー運営まで、本屋稼業の体験を

もとに、これからの小商いとまちづくりのかたちを示す。 

 
読売新聞 2017/03/05 

2017:1./ 238p 
978-4-7949-6951-4 

本体 ¥1,600+税

*9784794969514*
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東西名品昭和モダン建築案内 
北夙川 不可止、黒沢 永紀 著 
洋泉社 
大正末期から昭和初期に建設された建築遺産を紹介。アール・デコ、フランク・ロ

イド・ライト、病院、ホテル、時計塔…。17 のテーマで東京圏と京阪神圏の名建築

を徹底比較する。 

 
読売新聞 2017/03/05 

2017:1./ 159p 
978-4-8003-1134-4 

本体 ¥1,800+税

*9784800311344*

 

貧者の息子～カビリーの教師メンラド～(叢書《エル・アトラス》) 
ムルド・フェラウン、青柳 悦子 著 
水声社 
フランス占領下のアルジェリア、カビリー地方で農民の子として生まれたメンラド・

フルルは、貧しいながらも勉学に励み、努力して教師となる…。アルジェリア現代

文学の始祖による不朽の名作。 

 
読売新聞 2017/03/05 

2016:11./ 278p 
978-4-8010-0241-8 

本体 ¥2,800+税

*9784801002418*

 

人種戦争という寓話～黄禍論とアジア主義～ 
廣部 泉 著 
名古屋大学出版会 
欧米に広く見られた黄禍論的言説と、広い意味でのアジア主義は、相互に作用し

合いながら、どのように日米関係に影響を与えてきたのか。1890 年代半ばからア

ジア太平洋戦争終結に至る半世紀の歴史を検討する。 

 
読売新聞 2017/03/05 

2017:1./ 4p,241p,47p 
978-4-8158-0858-7 

本体 ¥5,400+税

*9784815808587*

 

Y 先生と競馬 
坪松 博之 著 
本の雑誌社 
山口瞳とともに競馬場に通いつめた編集者が綴る評伝エッセイ。 

 
読売新聞 2017/03/05 

2017:1./ 493p 
978-4-86011-295-0 

本体 ¥2,200+税

*9784860112950*

 

象虫～マイクロプレゼンス～ 
小桧山 賢二 著 
出版芸術社 
小さな虫たちの工芸品ともいうべき美しい姿の数々?。色・形・大きさともに多様性

に富んだ象虫を、マイクロフォトコラージュの手法で拡大して捉えたデジタル写真

集。 

 
読売新聞 2017/03/05 

2009:7./ １２８ｐ 
978-4-88293-376-2 

本体 ¥2,800+税

*9784882933762*

 

本屋、はじめました～新刊書店 Title 開業の記録～ 
辻山 良雄 著 
苦楽堂 
物件探し、店舗デザイン、イベント、ウェブ、そして「棚づくり」の実際まで。個人で

新刊書店 Title を開いた辻山良雄が、本屋をつくるにはどうすればよいのかを綴

る。堀部篤史(誠光社店主)との対談も収録。 

 
読売新聞 2017/03/05 

2017:1./ 219p,20p 
978-4-908087-05-9 

本体 ¥1,600+税

*9784908087059*
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フンボルトの冒険～自然という<生命の網>の発明～ 
アンドレア・ウルフ 著 
ＮＨＫ出版 
18 世紀後半、プロイセン王国で生まれ、博物学者および探検家として活躍したフ

ンボルトの伝記。彼が発見した自然そのものの概念を改めて紹介し、その今日的

な意味を伝えるとともに、フンボルトに共鳴した人々の足跡も追う。 

 
読売新聞 2017/03/05、日本経済新聞 2017/03/05、東京・中日新聞 2017/03/19 

2017:1./ 493p,6p 
978-4-14-081712-4 

本体 ¥2,900+税

*9784140817124*

 

キャスターという仕事(岩波新書 新赤版 1636) 
国谷 裕子 著 
岩波書店 
ジャーナリズムに新しい風を吹き込んだ<クローズアップ現代>。番組スタッフたち

の熱き思いとともに、真摯に、そして果敢に、自分の言葉で世に問いかけ続けてき

たキャスターが、23 年にわたる挑戦の日々を語る。 

 
読売新聞 2017/03/12 

2017:1./ 5p,246p 
978-4-00-431636-7 

本体 ¥840+税

*9784004316367*

 

落語と歩く(岩波新書 新赤版 1642) 
田中 敦 著 
岩波書店 
「八っつぁん」「喜ぃやん」になったつもりで落語の舞台を歩いてみると、昔と今が

行きかう東京や大阪の姿が見えてくる。全国の落語ゆかりの地を訪ね歩いている

著者による、落語フィールドウォークのすすめ。 

 
読売新聞 2017/03/12 

2017:1./ 3p,211p,36p 
978-4-00-431642-8 

本体 ¥840+税

*9784004316428*

 

ホルケウ英雄伝～この国のいと小さき者～<上> 
山浦 玄嗣 著 
KADOKAWA 
エミシが自治を行なってきたモーヌップ。坂東から移り住んできた豪族の圧政に憤

りを覚えた青年マサリキンは、女奴隷となる運命のチキランケを奪い、馬で逃亡を

試みる。窮地に立たされた 2 人は…。壮大な古代史ファンタジー。 

 
読売新聞 2017/03/12 

2016:12./ 375p 
978-4-04-104828-3 

本体 ¥1,800+税

*9784041048283*

 

ホルケウ英雄伝～この国のいと小さき者～<下> 
山浦 玄嗣 著 
KADOKAWA 
囚われのチキランケを鎮所まで追ってきたマサリキンだったが、自らも牢に入れら

れ、死罪が下される。チキランケが歌う「風の歌」は人々の心を打ち、いつしか鎮

所の誰もが口ずさむ歌となり…。壮大な古代史ファンタジー。 

 
読売新聞 2017/03/12 

2016:12./ 366p 
978-4-04-105016-3 

本体 ¥1,800+税

*9784041050163*

 

森が消えれば海も死ぬ～陸と海を結ぶ生態学～ 第 2 版(ブルーバックス) 
松永 勝彦 著 
講談社 
昔から、魚介類を増やすには水辺の森林を守ることが大切とされ、現在では、漁

師たちが山の木を育てる「漁民の森」運動が全国で進められている。その科学的

根拠ともなった「陸と海を結ぶ生態系」を解き明かす。 

 
読売新聞 2017/03/12 

2010:2./ 188p 
978-4-06-257670-3 

本体 ¥800+税

*9784062576703*
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愉しい学問(講談社学術文庫 2406) 
フリードリヒ・ニーチェ 著 
講談社 
ニーチェが 1882 年に発表した主著。随所で笑いを誘うアフォリズムの連なりの中

から「永遠回帰」の思想が立ち上がり、「神は死んだ」という鮮烈な宣言がなされ

る。 

 
読売新聞 2017/03/12 

2017:1./ 507p 
978-4-06-292406-1 

本体 ¥1,450+税

*9784062924061*

 

よみがえる力は、どこに(新潮文庫 し-7-37) 
城山 三郎 著 
新潮社 
土光敏夫、本田宗一郎…。反骨精神あふれる男たちの気概を通じて日本の誇り

を伝える講演録のほか、先立った妻への思いがほとばしる「そうか、もう君はいな

いのか」補遺、吉村昭との円熟の対話集を収録。 

 
読売新聞 2017/03/12 

2017:3./ 227p 
978-4-10-113338-6 

本体 ¥490+税

*9784101133386*

 

損する結婚儲かる離婚(新潮新書 706) 
藤沢 数希 著 
新潮社 
「恋」だの「愛」だのといったキレイゴトに騙されるな！ 結婚相手選びは株式投資

と同じ。夫婦は食うか食われるかの関係にある。そんな男女の「損得勘定」と、適

切な結婚相手の選び方を具体的なケースを元に解き明かす。 

 
読売新聞 2017/03/12 

2017:2./ 206p 
978-4-10-610706-1 

本体 ¥740+税

*9784106107061*

 

橋をかける～子供時代の読書の思い出～(文春文庫) 
美智子 著 
文芸春秋 
「読書は私に、悲しみや喜びにつき、思い巡らす機会を与えてくれました」皇后さ

まが自身の読書の思い出を語りながら、時代を顧み、子供たちに将来の希望と平

和を祈る。世界に感動を与えた 2 つの講演を収録。 

 
読売新聞 2017/03/12 

2009:4./ 139p 
978-4-16-775381-8 

本体 ¥933+税

*9784167753818*

 

宇宙が始まる前には何があったのか?(文春文庫 S20-1) 
ローレンス・クラウス 著 
文藝春秋 
「宇宙は加速しながら膨張しており、やがて光速を超える」「99 パーセントの宇宙

は見えない」…。宇宙物理学者のローレンス・クラウスが、近年成し遂げられた驚く

べき発見を紹介しながら、宇宙物理学の現在を語る。 

 
読売新聞 2017/03/12 

2017:1./ 343p 
978-4-16-790781-5 

本体 ¥800+税

*9784167907815*

 

終電の神様(実業之日本社文庫 あ 13-1) 
阿川 大樹 著 
実業之日本社 
夜の満員電車が、事故で運転を見合わせる。この「運転停止」が、それぞれの場

所へ向かう人々の人生にとって思いがけないターニングポイントになり、そして…。

『ジェイ・ノベル』掲載に書き下ろしを加えて文庫化。 

 
読売新聞 2017/03/12 

2017:2./ 315p 
978-4-408-55347-4 

本体 ¥593+税

*9784408553474*
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アメリカ大統領は分極化した議会で何ができるか(MINERVA 人文・社会科学叢

書 212) 
松本 俊太 著 
ミネルヴァ書房 
立法を通じて国をまとめる「現代大統領制」が限界に達している。分極化が進むア

メリカで求められる大統領のあり方とは何か。過去 60 年にわたる大統領の立法活

動の計量分析と 6 本の事例研究から考察する。 

 
読売新聞 2017/03/12 

2017:1./ 9p,347p 
978-4-623-07827-1 

本体 ¥6,000+税

*9784623078271*

 

金曜日の本屋さん<2> 夏とサイダー(ハルキ文庫 な 17-2) 
名取 佐和子 著 
角川春樹事務所 
「読みたい本が見つかる」と評判の駅ナカ書店・金曜堂は、アルバイトの倉井以外

の 3 人全員が、地元・野原高校出身者。その金曜堂に、現役野原高生の紗世が

訪ねてきて…。『ランティエ』掲載に書き下ろしを加えて文庫化。 

 
読売新聞 2017/03/12 

2017:2./ 268p 
978-4-7584-4071-4 

本体 ¥600+税

*9784758440714*

 

ヒラメ・カレイのおもてとうら～平たい魚のウラの顔～(もっと知りたい!海の生きも

のシリーズ 7) 
山下 洋 著 
恒星社厚生閣 
脊椎動物で左右が唯一非対称なのが、ヒラメ・カレイ。実は稚魚は普通の魚の姿

で、成長に応じ眼が体の片側に移る不思議な魚。生物・生態学の解説と共に漁獲

量が減り高級魚となったヒラメの資源保護まで多彩な研究・活動を紹介。 

 
読売新聞 2017/03/12 

2013:11./ 127p 
978-4-7699-1465-5 

本体 ¥2,600+税

*9784769914655*

 

悲愛～あの日のあなたへ手紙をつづる～ 
金菱 清、東北学院大学震災の記録プロジェクト 編 
新曜社 
3・11 震災から 6 年を前に、何人もの被災者が愛すべき人、失ったものたちへの

痛切な想いを手紙に綴ってくれました。『呼び覚まされる霊性の震災学』に続く、

珠玉の手紙集。 

 
読売新聞 2017/03/12 

2017:3./ 11p,222p 
978-4-7885-1515-4 

本体 ¥2,000+税

*9784788515154*

 

生命とは何だろう?(知のトレッキング叢書) 
長沼 毅 著 
集英社インターナショナル 

初の生命はどこで生まれたのか、進化とはどのような理論なのか、生命を人工

的に創りだすことは可能なのか、そもそも生命の本質とは何なのか…。極限環境

の生物を研究する著者が、生命に関する様々な謎を解説する。 

 
読売新聞 2017/03/12 

2013:1./ 165p 
978-4-7976-7243-5 

本体 ¥1,000+税

*9784797672435*

 

中国の誕生～東アジアの近代外交と国家形成～ 
岡本 隆司 著 
名古屋大学出版会 
「中国」とは何か、なぜ摩擦が絶えないのか。誰も描きえなかった「中国」誕生の全

体像に迫った渾身作。 

 
読売新聞 2017/03/12 

2017:1./ 11p,514p,33p 
978-4-8158-0860-0 

本体 ¥6,300+税

*9784815808600*
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絵画の歴史～洞窟壁画から iPad まで～ 
デイヴィッド・ホックニー、マーティン・ゲイフォード、木下 哲夫 著 
青幻舎 
人類は何を見つめ、描いてきたのか。洞窟壁画からレンブラント、中国の水墨画、

ディズニー映画、iPad ドローイングまで、画像の歴史を叙述するとともに、時代や

地域の枠を越え、絵画表現の本質に迫る。図版 310 点を収録。 

 
読売新聞 2017/03/12 

2017:3./ 360p 
978-4-86152-587-2 

本体 ¥5,500+税

*9784861525872*

 

都道府県ランキング～統計から読み解く～<vol.2> 消費・行動編 
久保 哲朗 著 
新建新聞社 
消費量・行動時間に関する 100 項目のランキングデータから、都道府県別、項目

別の 2 つの統計スタイルによって、それぞれの県民性をわかりやすく分析する。

各自治体の現在の傾向を知り、ビジネスの即戦力として役立つ書。 

 
読売新聞 2017/03/12 

2017:1./ 303p 
978-4-86527-067-9 

本体 ¥2,500+税

*9784865270679*

 

K・スギャーマ博士の動物図鑑～ノーダリニッチ島～ 
K・スギャーマ 著 
絵本館 
この絵本を開いたときから、みんなノーダリニッチ島の住人です。驚くほどの創造

力で描かれた 100 種類の動物たち。子どもたちに大人気。 

 
読売新聞 2017/03/12 

1991:10./ 107p 
978-4-87110-151-6 

本体 ¥2,400+税

*9784871101516*

 

シャクシャインの戦い 
平山 裕人 著 
寿郎社 
近世 大の民族戦争<シャクシャインの戦い>について、具体的な史料やアイヌ伝

承などに当たり、実際に事件のあった現場にも足を運び、実地検分をして、この戦

いの事実を再現。その全貌に迫る。 

 
読売新聞 2017/03/12 

2016:12./ 322p 
978-4-902269-93-2 

本体 ¥2,500+税

*9784902269932*

 

死してなお踊れ～一遍上人伝～ 
栗原 康 著 
河出書房新社 
壊してさわいで燃やしてあばれろ!踊り念仏の一遍がダメな者たちをこそ救うため

にアナーキーに甦る。注目の著者による渾身の力篇。 

 
読売新聞 2017/03/12、産経新聞 2017/03/19 

2017:1./ 248p 
978-4-309-24791-5 

本体 ¥1,600+税

*9784309247915*

 

ミステリーな仏像 
本田 不二雄 著 
駒草出版 
ガリガリに?せ衰えた阿弥陀如来、体内に臓器と骨格をそなえた秘仏、人髪を植え

込んだ鬼子母神、白馬に乗ったお地蔵さま…。日本各地に残る驚きの神仏像

120 体を厳選し、比類なき姿に込められた祈りと信仰を読み解く。 

 
読売新聞 2017/03/12、産経新聞 2017/03/25 

2017:2./ 255p 
978-4-905447-75-7 

本体 ¥1,500+税

*9784905447757*
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ウニはすごいバッタもすごい～デザインの生物学～(中公新書 2419) 
本川 達雄 著 
中央公論新社 
バッタの跳躍、クラゲの毒針、ウシの反芻など、進化の過程で姿を変え、武器を身

につけたいきものたちの巧みな生存戦略に迫る。東京工業大学での講義をもとに

書籍化。著者が作詞作曲したいきものの「褒め歌」7 曲の楽譜も掲載。 

 
読売新聞 2017/03/12、日本経済新聞 2017/03/26 

2017:2./ 2p,321p 
978-4-12-102419-0 

本体 ¥840+税

*9784121024190*

 

虎の夜食 
中村 安伸 著 
邑書林 
これはたぶん光をつくる春の遊び 神にふたつの口あるごとく秋の花 1995 年、初

めて句会に参加した頃からおよそ 20 年にわたって作ってきた俳句作品をまとめ

た初の単行句集。ツイッターに掲載した短文も収録する。 

 
読売新聞 2017/03/21 

2016:12./ 135p 
978-4-89709-827-2 

本体 ¥2,200+税

*9784897098272*

 

クラウドガール 
金原 ひとみ 著 
朝日新聞出版 
刹那にリアルを感じる美しい妹・杏と、規律正しく行動する聡明な姉の理有。二人

が共有する、家族をめぐる秘密とは。スピード感と才気あふれる筆致がもたらす衝

撃のラスト。『朝日新聞』連載を単行本化。 

 
読売新聞 2017/03/26 

2017:1./ 206p 
978-4-02-251444-8 

本体 ¥1,400+税

*9784022514448*

 

浮世に言い忘れたこと(小学館文庫 さ 27-1) 
三遊亭 圓生 著 
小学館 
古今亭志ん生、桂文楽と並ぶ“昭和の三名人”の一人として、後世まで語り継がれ

る噺家・六代目三遊亭圓生。その名人が、芸や寄席、食べものについて真摯に語

った、昭和の大衆文化に浸れる一冊。 

 
読売新聞 2017/03/26 

2017:1./ 269p 
978-4-09-406387-5 

本体 ¥580+税

*9784094063875*

 

発掘狂騒史～「岩宿」から「神の手」まで～(新潮文庫 う-23-1) 
上原 善広 著 
新潮社 
「岩宿遺跡の発見」相澤忠洋と、「旧石器の神様」芹沢長介。2 人がもたらした、歴

史を塗り変える「新発見」から旧石器発掘捏造事件まで、石に魅せられた者たち

の天国と地獄を描く。 

 
読売新聞 2017/03/26 

2017:2./ 366p 
978-4-10-120686-8 

本体 ¥590+税

*9784101206868*

 

芝公園六角堂跡 
西村 賢太 著 
文藝春秋 
厳寒の深夜、師・藤澤清造の終焉地に佇む北町貫多。何の為に私小説を書くの

か。予定調和とは無縁の、静かなる鬼気を孕んだ作品集。『文學界』ほか掲載を

単行本化。 

 
読売新聞 2017/03/26 

2017:2./ 182p 
978-4-16-390525-9 

本体 ¥1,500+税

*9784163905259*
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せいのめざめ 
益田 ミリ、武田 砂鉄 著 
河出書房新社 
修学旅行の夜、プールの授業、股間にボールがあたる…性のエピソードに溢れて

いた 10 代。妄想と憧れが暴走した日々を鮮やかに描く。 

 
読売新聞 2017/03/26 

2017:1./ 147p 
978-4-309-02542-1 

本体 ¥1,300+税

*9784309025421*

 

福祉政治史～格差に抗するデモクラシー～ 
田中 拓道 著 
勁草書房 
福祉国家はどのような要因によって発展してきたのか。現在どう変容しているの

か。先進国のこれまでを比較考察し日本の将来像を探る。 

 
読売新聞 2017/03/26 

2017:2./ 12p,297p,29p 
978-4-326-35169-5 

本体 ¥3,000+税

*9784326351695*

 

ルポ ネットリンチで人生を壊された人たち(光文社新書 869) 
ジョン・ロンソン 著 
光文社 
自らの行動やコメントがネットで大炎上し、社会的地位や職を失った人たちを徹底

取材。その悲惨さを炙り出す。加害者・被害者双方の心理を深掘りし、炎上のメカ

ニズムや、グーグルの検索結果から個人情報を消す方法も探る。 

 
読売新聞 2017/03/26 

2017:2./ 501p 
978-4-334-03972-1 

本体 ¥1,200+税

*9784334039721*

 

アカシア・からたち・麦畑(光文社文庫) 
佐野洋子 著 
光文社 
0 

 
読売新聞 2017/03/26 

1987:10./ 214p 
978-4-334-70634-0 

本体 ¥476+税

*9784334706340*

 

「パパは大変」が「面白い!」に変わる本～「仕事も家庭も」世代の新・人生戦略～ 
ファザーリング・ジャパン 編 
安藤 哲也 著 
扶桑社 
パパたちを取り巻く家庭・職場・地域におけるジレンマとその背景を取り上げ、パ

パが育児を「面白い!」と思えるようになる、さまざまな実践的アイデアと方法を伝え

る。「男性学」の第一人者・田中俊之との対談も収録。 

 
読売新聞 2017/03/26 

2017:2./ 189p 
978-4-594-07652-8 

本体 ¥1,300+税

*9784594076528*

 

数理法務のすすめ 
草野 耕一 著 
有斐閣 
「法の行動分析」「法の統計分析」「法の財務分析」の実務上有用性が高いテーマ

について、数学的議論を厳密に行いつつも、具体的な事例を用いて解説。数理

法務の実践力が身につき、法律家としての技量が高まる一冊。 

 
読売新聞 2017/03/26 

2016:9./ 9p,335p 
978-4-641-12588-9 

本体 ¥3,800+税

*9784641125889*
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ナスカイ 
梅 佳代 著 
亜紀書房 
福島第一原発事故の影響等から 2017 年 3 月に閉校する全寮制の中高一貫男

子校、那須高原海城中学校・高等学校。「会う度に印象が変わる」10 代、移りゆく

季節を駆け抜ける少年達の姿を収める。キャンパスノート仕様の装丁。 

 
読売新聞 2017/03/26 

2017:3./ 1 冊(ページ付

なし) 
978-4-7505-1504-5 

本体 ¥1,996+税

*9784750515045*

 

マルティン・ルター～エキュメニズムの視点から～ 
W.カスパー 著 
教文館 
「九五か条の提題」でルターが教会の再生を求めてから 500 年。彼が投じた神学

的問いの今日的意義とは? カトリック教会でエキュメニズムを牽引してきた著者

が、ルター像を再解釈し、多様性における一致への希望を語る。 

 
読売新聞 2017/03/26 

2017:1./ 97p,5p 
978-4-7642-6459-5 

本体 ¥1,400+税

*9784764264595*

 

美しい色の町なみ～Colorful Journey around the World～ 
淡野 明彦 著 
エクスナレッジ 
やさしく包み込むパステルカラーの町テルチ(チェコ)、海と空の色をうつす町ジョ

ードプル(インド)、黄金色にかがやく町カルタヘナ(コロンビア)…。世界のカラフル

な町を色別に紹介します。データ:2016 年 10 月現在。 

 
読売新聞 2017/03/26 

2017:3./ 175p 
978-4-7678-2274-7 

本体 ¥1,800+税

*9784767822747*

 

メーゾン・ベルビウの猫 
椿 實 著 
幻戯書房 
『椿實全作品』(82 年)以降、本人が構想していた拾遺集に未発表の遺稿を増補し

た中短篇作品集。日本幻想文学の水脈の異貌。 

 
読売新聞 2017/03/26 

2017:1./ 412p 
978-4-86488-113-5 

本体 ¥4,500+税

*9784864881135*

 

阿久悠 詞と人生(明治大学リバティブックス) 
吉田 悦志 著 
明治大学出版会 
生涯で 5,000 曲もの曲を遺した阿久悠の人生を追い、作詞作品の本質をも射抜く

意欲作。新たに発見された事実も多数掲載。没後 10 年記念出版。 

 
読売新聞 2017/03/26 

2017:3./ 3p,208p 
978-4-906811-20-5 

本体 ¥2,000+税

*9784906811205*

 

ハードワーク～勝つためのマインド・セッティング～ 
エディー・ジョーンズ 著 
講談社 
ラグビー元日本代表ヘッドコーチ、エディー・ジョーンズが、日本代表チームを鍛

えながら、彼らに伝えたことをすべて語る。ビジネスで即使える「成功するための心

構え」が身につく一冊。 

 
日本経済新聞 2017/03/05 

2016:12./ 203p 
978-4-06-220357-9 

本体 ¥1,400+税

*9784062203579*
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入門東南アジア近現代史(講談社現代新書 2410) 
岩崎 育夫 著 
講談社 
土着国家から欧米の植民地へ、日本による占領統治、ASEAN の誕生-。ヨーロッ

パの植民地時代から現代までを対象に、東南アジア諸国の政治や経済、社会や

国際関係の動きに焦点をあて、この地域の持つ特徴や課題を考察する。 

 
日本経済新聞 2017/03/05 

2017:1./ 279p 
978-4-06-288410-5 

本体 ¥880+税

*9784062884105*

 

話すための英語力(講談社現代新書 2411) 
鳥飼 玖美子 著 
講談社 
「英語を話したい」という声が高まっている。会話を長続きさせるコツをつかみたい

人のために、日本語との言語間の「距離」がある、英語の苦手意識を克服する

良のストラテジーを丁寧に教授する。 

 
日本経済新聞 2017/03/05 

2017:2./ 222p 
978-4-06-288411-2 

本体 ¥800+税

*9784062884112*

 

ゴルフが上手くなれば人生でも成功する～偉大なチャンピオンたちに学ぶ～ 
アンドリュー・ウッド、ブライアン・トレーシー 著 
主婦の友社 
数々の修羅場を勝ち抜いてきたゴルファーたちの生き様や考え方は、私たちの仕

事、人生の貴重な生きた教訓となる。偉大なるゴルフ・チャンピオンたちが教えてく

れるビジネスと人生で成功する 18 の戦術を紹介。 

 
日本経済新聞 2017/03/05 

2007:1./ 478p 
978-4-07-255042-7 

本体 ¥950+税

*9784072550427*

 

大英博物館の話(中公文庫 て 4-10) 
出口 保夫 著 
中央公論新社 
1759 年に開館した大英博物館は、英国の発展とともに蒐集品を増やし、「世界

一」の名にふさわしいまでに成長した-。コレクション、寄贈者、職員、足繁く通った

人物などを通し、いまなお拡大を続ける博物館の歴史を辿る。 

 
日本経済新聞 2017/03/05 

2017:2./ 251p 
978-4-12-206366-2 

本体 ¥740+税

*9784122063662*

 

動物農場 新訳版(ハヤカワ epi 文庫 87) 
ジョージ・オーウェル 著 
早川書房 
動物たちは飲んだくれの農場主を追い出し理想的な共和国を築こうとするが

……。全体主義やスターリン主義への痛烈な批判を寓話的に描いた作品 

 
日本経済新聞 2017/03/05 

2017:1./ 206p 
978-4-15-120087-8 

本体 ¥700+税

*9784151200878*

 

この国のかたち<1>(文春文庫) 
司馬 遼太郎 著 
文芸春秋 
長年の間、日本の歴史からテーマを掘り起こし、香り高く豊かな作品群を書き続け

てきた著者が、この国の成り立ちについて、独自の史観と明快な論理で解きあか

した注目の評論。月刊文藝春秋の巻頭エッセイ。 

 
日本経済新聞 2017/03/05 

1993:9./ 285p 
978-4-16-710560-0 

本体 ¥520+税

*9784167105600*
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この国のかたち<2>(文春文庫) 
司馬 遼太郎 著 
文芸春秋 
日本史に深い造詣を持つ著者が、さまざまな歴史の情景から夾雑物を洗いなが

して、その核となっているものに迫り、日本人の本質は何かを問いかける。確かな

史観に裏打ちされた卓抜した評論。 

 
日本経済新聞 2017/03/05 

1993:10./ 282p 
978-4-16-710561-7 

本体 ¥520+税

*9784167105617*

 

この国のかたち<3>(文春文庫) 
司馬 遼太郎 著 
文芸春秋 
この国の歴史のなかから、日本人の特性を探り出し、考察することによって普遍的

なものとはなにかを考える。 

 
日本経済新聞 2017/03/05 

1995:5./ 260p 
978-4-16-710562-4 

本体 ¥520+税

*9784167105624*

 

この国のかたち<4>(文春文庫) 
司馬 遼太郎 著 
文芸春秋 
昭和前期、日本を滅亡の淵にまで追い込んだ軍部の暴走の影には、「統帥権」と

いう魔物がいた。歴史から日本の本質を探る畢生の評論。 

 
日本経済新聞 2017/03/05 

1997:2./ 269p 
978-4-16-710564-8 

本体 ¥520+税

*9784167105648*

 

この国のかたち<5>(文春文庫) 
司馬 遼太郎 著 
文芸春秋 
神道や朱子学はわが国の精神史にいかなる影響を与えたか。日本人の本質を長

年にわたって考察してきた著者の深く独自な史観にもとづく歴史評論集。 

 
日本経済新聞 2017/03/05 

1999:1./ 269p 
978-4-16-710584-6 

本体 ¥510+税

*9784167105846*

 

この国のかたち<6>(文春文庫) 
司馬 遼太郎 著 
文芸春秋 
1996 年 2 月 12 日、10 年間続いた『文藝春秋』の巻頭随筆「この国のかたち」は

著者の死をもって未完のまま終わることになった。本書は、絶筆となった「歴史の

なかの海軍」他を収録。 

 
日本経済新聞 2017/03/05 

2000:2./ 254p 
978-4-16-710585-3 

本体 ¥530+税

*9784167105853*

 

プルーストと過ごす夏 
アントワーヌ・コンパニョン、ジュリア・クリステヴァ、國分 俊宏 著 
光文社 
20 世紀文学の 高峰と言われる、プルースト「失われた時を求めて」。その魅力を

現代フランスを代表するプルースト研究者、作家などが、それぞれの視点からわ

かりやすく語った、プルースト入門の決定版。 

 
日本経済新聞 2017/03/05 

2017:2./ 331p 
978-4-334-97915-7 

本体 ¥2,300+税

*9784334979157*
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勝ちきる頭脳 
井山 裕太 著 
幻冬舎 
常識外と言われようが、自分の 善を信じ抜く-。囲碁界史上初・七冠同時制覇の

強囲碁棋士が、「勝負」という観点から、囲碁に関する考えやたどってきた足跡

を語る。AI や国際戦にも言及する。 

 
日本経済新聞 2017/03/05 

2017:2./ 238p 
978-4-344-97899-7 

本体 ¥1,300+税

*9784344978997*

 

屋根うらの絵本かき～ちばてつや自伝～ 
ちば てつや 著 
新日本出版社 
漫画家の下地をつくった戦争時の体験、「あしたのジョー」など名作の裏話…。漫

画家生活 60 年のちばてつやが、イラストと文章で縦横に語る自伝集。共同通信

社配信の連載他を書籍化。 

 
日本経済新聞 2017/03/05 

2016:12./ 205p 
978-4-406-06108-7 

本体 ¥1,900+税

*9784406061087*

 

ターゲット～ゴディバはなぜ売上 2 倍を 5 年間で達成したのか?～ 
ジェローム・シュシャン 著 
高橋書店 
フランス人社長が弓道から学んだ日本人の心をもとに、老舗ビジネス、イノベーシ

ョンにも言及し、仕事上の悩みや葛藤の解決法、ビジネスを成功に導く画期的な

方法論を語る。「幸せ」になれる仕事の仕方、考え方のヒントが満載。 

 
日本経済新聞 2017/03/05 

2016:2./ 173p 
978-4-471-40103-0 

本体 ¥1,300+税

*9784471401030*

 

政府の隠れ資産 
ダグ・デッター、ステファン・フォルスター 著 
東洋経済新報社 
公的資産の活用で、経済や政府の財政状況を改善させる道を提言。世界各国の

成功・失敗事例を紹介し、日本にも示唆を与える。 

 
日本経済新聞 2017/03/05 

2017:1./ 16p,307p,16p 
978-4-492-21230-1 

本体 ¥2,800+税

*9784492212301*

 

ブロックチェーン革命～分散自律型社会の出現～ 
野口 悠紀雄 著 
日本経済新聞出版社 
仮想通貨を支える情報技術・ブロックチェーンが、応用対象を拡大し、ビジネスや

経済、社会の姿を劇的に変えようとしている。ブロックチェーンの全容を、内外の

新事例をもとに平易に説き明かし、その可能性を展望する。 

 
日本経済新聞 2017/03/05 

2017:1./ 355p 
978-4-532-35719-1 

本体 ¥1,800+税

*9784532357191*

 

感染源～防御不能のパンデミックを追う～ 
ソニア・シャー、上原 ゆうこ 著 
原書房 
中世から現代に至る「コレラの足跡」をベースに、どうやって病原体が感染してパ

ンデミックを引き起こすのかをわかりやすく紹介し、また、温暖化や都市化による

病原体の増加など、社会の問題、近未来の問題として提起した話題の書。 

 
日本経済新聞 2017/03/05 

2017:1./ 357p 
978-4-562-05371-1 

本体 ¥2,500+税

*9784562053711*
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私の行き方～阪急電鉄、宝塚歌劇を創った男～(PHP 文庫) 
小林 一三 著 
ＰＨＰ研究所 
徹底した自由・合理主義の精神から、権威・特権・因習に挑み、強大な阪急王国

を築き上げた「比類なきアイデアマン」の経営論・人生論。 

 
日本経済新聞 2017/03/05 

2006:9./ 333p 
978-4-569-66689-1 

本体 ¥619+税

*9784569666891*

 

「思考」のすごい力～心はいかにして細胞をコントロールするか～ 
ブルース・リプトン 著 
ＰＨＰ研究所 
遺伝子は単なる生物の設計図にすぎない。意識や環境が細胞をコントロールし、

遺伝子のふるまいを変えるのだ。人間の持つ無限の可能性を科学的に解明し

た、新しい生物学の革命的挑戦。 

 
日本経済新聞 2017/03/05 

2009:1./ 334p,13p 
978-4-569-70064-9 

本体 ¥1,800+税

*9784569700649*

 

コトラー&ケラーのマーケティング・マネジメント 第 12 版 
フィリップ・コトラー、ケビン・レーン・ケラー 著 
丸善出版 
21 世紀のマーケティングの定義から長期的成長の実現までを解説した現代マー

ケティングのバイブル。共著者にブランド・マネジメントの第一人者ケラーを迎え、

ブランド戦略に関する記述を充実させた原著第 12 版の翻訳。 

 
日本経済新聞 2017/03/05 

2014:4./ 31p,967p 
978-4-621-06616-4 

本体 ¥8,500+税

*9784621066164*

 

毛の人類史～なぜ人には毛が必要なのか～(ヒストリカル・スタディーズ 18) 
カート・ステン 著 
太田出版 
4000 年前の人間も脱毛に悩んでいた?3 カ月前のストレスで髪が抜ける?毛髪科

学の研究者が、毛の本質、毛の持つ科学的・文化的・歴史的側面、そして人類の

生活における毛の役割を、わかりやすくコンパクトに伝える。 

 
日本経済新聞 2017/03/05 

2017:2./ 250p,32p 
978-4-7783-1557-3 

本体 ¥2,400+税

*9784778315573*

 

森の生活 
ヘンリー・Ｄ．ソロー 著 
宝島社 
森の自然観察と畑仕事と読書を愉しむ。このシンプルな生活が、2 世紀を生きる

深い思索を生んだ。自然と文明、個人と社会、そしてひとが心豊かに生きていくと

はどういうことなのか…。読みやすくなったアメリカの古典。 

 
日本経済新聞 2017/03/05 

2005:12./ 317p 
978-4-7966-5016-8 

本体 ¥2,648+税

*9784796650168*

 

「経営の定石」の失敗学～傾く企業の驚くべき共通点～ 
小林 忍 著 
ディスカヴァー・トゥエンティワン 
傾く企業は「経営の定石」に熱心に取り組んでいる!? 気鋭の企業再生コンサルタ

ントが経営危機を徹底検証。「経営の定石」の罠にはまった実例を取り上げ、それ

らを反例として“処方箋”を紹介する。チェックリスト付き。 

 
日本経済新聞 2017/03/05 

2016:12./ 323p 
978-4-7993-2018-1 

本体 ¥1,600+税

*9784799320181*
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猫の日本史～猫と日本人がつむいだ千三百年の物語～(歴史新書) 
桐野 作人 著 
洋泉社 
古代の天皇から禅僧、武士、江戸の庶民に至るまで多くの人々に愛されてきた猫

たち。残された数少ない記録から、猫の暮らしや、猫を中心とする人々の交流等

を丹念に描き出し、一千年以上におよぶ猫と日本人のかかわりをたどる。 

 
日本経済新聞 2017/03/05 

2017:1./ 287p 
978-4-8003-1130-6 

本体 ¥1,050+税

*9784800311306*

 

「じゃなかしゃば」新しい水俣 
吉井 正澄 著 
藤原書店 
1994 年 5 月 1 日、水俣市長として水俣病犠牲者慰霊式で初めて謝罪した吉井

正澄。地域の絆を取り戻す「もやい直し」運動はその後の水俣病闘争を新たな方

向に導いた。彼の軌跡を振り返りつつ、「新しい水俣」再生の道を探る。 

 
日本経済新聞 2017/03/05 

2016:12./ 358p 
978-4-86578-105-2 

本体 ¥3,200+税

*9784865781052*

 

マーケティング 22 の法則～売れるもマーケ当たるもマーケ～ 
アル・ライズ、ジャック・トラウト 著 
東急エージェンシー 
マーケティングとは…もっとも注目されているマーケティング構築のノウハウを解き

明かす。 

 
日本経済新聞 2017/03/05 

1994:1./ 231p 
978-4-88497-023-9 

本体 ¥1,456+税

*9784884970239*

 

肩をすくめるアトラス<第 1 部> 矛盾律 
アイン・ランド 著 
アトランティス 
主人公であるタッガート大陸横断鉄道の女性副社長ダグニーは、政治的駆け引き

に明け暮れる社長で兄のジムと対立しながら鉄道を経営している。だが企業活動

を阻む規制が強まるなか、実業家たちが次々と姿を消していく。 

 
日本経済新聞 2017/03/05 

2014:12./ 548p 
978-4-908222-01-6 

本体 ¥1,800+税

*9784908222016*

 

肩をすくめるアトラス<第 2 部> 二者択一 
アイン・ランド 著 
アトランティス 
生産統制が強化され、深刻な不況にみまわれるアメリカ。失意のダグニーは、工

場跡で偶然発見した奇跡の大気発電モーターの設計者を探しだすことを決意す

る。 

 
日本経済新聞 2017/03/05 

2014:12./ 591p 
978-4-908222-02-3 

本体 ¥1,900+税

*9784908222023*

 

肩をすくめるアトラス<第 3 部> A は A である 
アイン・ランド 著 
アトランティス 
謎の「破壊者」に連れ去られた研究者ダニエルズを追うダグニーの飛行機がロッ

キー山中で墜落した。峡谷で失踪者達に再会した彼女はついに奇跡のモーター

の秘密を知る。 

 
日本経済新聞 2017/03/05 

2015:3./ 768p 
978-4-908222-03-0 

本体 ¥2,000+税

*9784908222030*
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羊飼いの暮らし～イギリス湖水地方の四季～ 
ジェイムズ・リーバンクス 著 
早川書房 
何百匹もの子羊が生まれる春、太陽がさんさんと輝き、羊たちが山で気ままに草を

食む夏…。イギリス・湖水地方で六百年以上つづく羊飼いの家系に生まれた著者

が、羊飼いとして生きる喜びを語りつくす。 

 
日本経済新聞 2017/03/05、朝日新聞 2017/03/26 

2017:1./ 385p 
978-4-15-209668-5 

本体 ¥2,400+税

*9784152096685*

 

お～い、丼～満腹どんぶりアンソロジー～(ちくま文庫 ち 15-1) 
ちくま文庫編集部 編 
筑摩書房 
天丼、カツ丼、牛丼、海鮮丼に鰻丼。こだわりの食べ方、懐かしい味から思いもよ

らぬ珍丼まで作家・著名人の「丼愛」が迸る名エッセイ 50 篇。 

 
日本経済新聞 2017/03/05、読売新聞 2017/03/26 

2017:2./ 317p 
978-4-480-43428-9 

本体 ¥780+税

*9784480434289*

 

一九八四年 新訳版(ハヤカワ epi 文庫 53) 
ジョージ・オーウェル 著 
早川書房 
〈ビッグ・ブラザー〉率いる党が支配する超全体主義的近未来。ウィンストン・スミス

は真理省記録局に勤務する党員で、歴史の改竄が仕事だった。しかし彼は、以

前より完璧な屈従を強いる体制に不満を抱いていた。 

 
日本経済新聞 2017/03/05、毎日新聞 2017/03/12 

2009:6./ 511p 
978-4-15-120053-3 

本体 ¥860+税

*9784151200533*

 

すばらしい新世界 新訳版(ハヤカワ epi 文庫 86) 
オルダス・ハクスリー 著 
早川書房 

終戦争終結後、暴力が排除された安定至上主義世界が形成された……。『一

九八四年』と並ぶディストピア小説の古典にして『ハーモニー』の原点 

 
日本経済新聞 2017/03/05、毎日新聞 2017/03/12 

2017:1./ 373p 
978-4-15-120086-1 

本体 ¥800+税

*9784151200861*

 

島嶼学への誘い～沖縄からみる「島」の社会経済学～ 
嘉数 啓 著 
岩波書店 
島嶼学発祥の地である沖縄を対象に、島嶼の分類・特質、持続可能性、島嶼技

術、ネットワーク、自立経済構築に向けた政治経済的アプローチ等を分析。進行

するグローバル化とエコロジーの視点から、その新たな可能性を読み解く。 

 
日本経済新聞 2017/03/12 

2017:2./ 12p,203p 
978-4-00-061171-8 

本体 ¥2,800+税

*9784000611718*

 

奨学金が日本を滅ぼす(朝日新書 604) 
大内 裕和 著 
朝日新聞出版 
ブラックバイトに光を当てた著者が、奨学金問題の深刻さを丁寧に考察すると同

時に、当面の対策と今後の改善の方向について明確に示す。奨学金という切り口

から、日本社会がどんな問題に直面しているのかを明らかにした一冊。 

 
日本経済新聞 2017/03/12 

2017:2./ 261p 
978-4-02-273704-5 

本体 ¥780+税

*9784022737045*
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コロンブスの不平等交換～作物・奴隷・疫病の世界史～(角川選書 579) 
山本 紀夫 著 
KADOKAWA 
「コロンブス交換」が後の歴史に与えた衝撃は計り知れない。交換により生じた

様々なドラマを取り上げ、「コロンブス交換」とは何であったのか、現代世界にどの

ような影響を与え続けているのかに迫る。 

 
日本経済新聞 2017/03/12 

2017:1./ 246p 
978-4-04-703592-8 

本体 ¥1,700+税

*9784047035928*

 

人類と気候の 10 万年史～過去に何が起きたのか、これから何が起こるのか～

(ブルーバックス B-2004) 
中川 毅 著 
講談社 
年代測定の世界標準となっている福井県・水月湖に堆積する年縞が明らかにした

のは、現代の温暖化を遙かにしのぐ激変する気候だった。過去の精密な記録から

気候変動のメカニズムに迫り、人類史のスケールで現代を見つめなおす。 

 
日本経済新聞 2017/03/12 

2017:2./ 218p 
978-4-06-502004-3 

本体 ¥920+税

*9784065020043*

 

ボローニャの吐息 
内田 洋子 著 
小学館 
ラッファエッロの「聖母画」数奇な盗難事件ほか、イタリアの日常にひそむ 15 の人

間ドラマを収録。在伊 30 年余の著者が、イタリア人の血の中に流れる美意識を描

いた随筆集。『きらら』連載を単行本化。 

 
日本経済新聞 2017/03/12 

2017:2./ 365p 
978-4-09-388546-1 

本体 ¥1,600+税

*9784093885461*

 

人間失格 改版(新潮文庫) 
太宰 治 著 
新潮社 
「恥の多い生涯を送って来ました」。そんな身もふたもない告白から男の手記は始

まる。ひとがひととして、ひとと生きる意味を問う、太宰治、捨て身の問題作。 

 
日本経済新聞 2017/03/12 

2006:1./ 185p 
978-4-10-100605-5 

本体 ¥280+税

*9784101006055*

 

VR ビジネスの衝撃～「仮想世界」が巨大マネーを生む～(NHK 出版新書 486) 
新 清士 著 
ＮＨＫ出版 
ゴーグル型端末の発売が相次ぐ 2016 年は「VR 元年」と呼ばれる。なぜ人々は

VR に熱狂するのか?これから登場する VR ビジネスとは? 前線で取材を続ける

気鋭のジャーナリストによる渾身のレポート。 

 
日本経済新聞 2017/03/12 

2016:5./ 217p 
978-4-14-088486-7 

本体 ¥740+税

*9784140884867*

 

現代ゲーム全史～文明の遊戯史観から～ 
中川 大地 著 
早川書房 
スペースインベーダー、ファミコン、ドラクエ、FF、プレステ、ポケモン、Wii、パズド

ラ、ingress まで、時代を画したあらゆるデジタルゲームから分析する、画期的な現

代文明論 1000 枚。 

 
日本経済新聞 2017/03/12 

2016:8./ 570p 
978-4-15-209635-7 

本体 ¥2,800+税

*9784152096357*
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さあ、見張りを立てよ 
ハーパー・リー、上岡 伸雄 著 
早川書房 
アラバマ州メイコムに帰省したジーン・ルイーズは、生まれ育った町と愛する家族

の苦い事実を知るのだった。全米を大論争に巻き込んだ、アメリカ文学の 高傑

作『アラバマ物語』著者の未発表長篇 

 
日本経済新聞 2017/03/12 

2016:12./ 364p 
978-4-15-209660-9 

本体 ¥3,000+税

*9784152096609*

 

AI 時代の働き方と法～2035 年の労働法を考える～ 
大内 伸哉 著 
弘文堂 
AI による労働革命の行き着く先は絶望か希望か。私たちの働き方はどのように変

わっていくのか、未来を見据えて大胆に論じる。 

 
日本経済新聞 2017/03/12 

2017:1./ 9p,226p 
978-4-335-35687-2 

本体 ¥2,000+税

*9784335356872*

 

日本デジタルゲーム産業史～ファミコン以前からスマホゲームまで～ 
小山 友介 著 
人文書院 
黎明期から現在まで 40 年におよぶ、日本におけるデジタルゲーム産業の興亡を

描き出した画期的通史。アーケードや PC も含む包括的な記述で、高い資料的価

値をもつとともに読み物としても成立させた、ビジネスマン・研究者必読の書。 

 
日本経済新聞 2017/03/12 

2016:6./ 397p 
978-4-409-24107-3 

本体 ¥3,600+税

*9784409241073*

 

マーケティングに強くなる(ちくま新書 1232) 
恩蔵 直人 著 
筑摩書房 
デザイン志向で強くなれ!ビジネスの新潮流を読み解き、現場で考え抜くためのヒ

ントを示す。仕事に活かせる発想力を授ける、ビジネスパーソン必読の一冊。 

 
日本経済新聞 2017/03/12 

2017:1./ 230p,6p 
978-4-480-06935-1 

本体 ¥800+税

*9784480069351*

 

粋な日本語～小津映画～(ちくま文庫 な 52-1) 
中村 明 著 
筑摩書房 
「ちょいと」「よくって?」…日本語学の第一人者が、小津映画のセリフに潜む、ユー

モア、気遣い、哀歓を読み、味わい、日本語の奥深さを探る。 

 
日本経済新聞 2017/03/12 

2017:2./ 333p 
978-4-480-43427-2 

本体 ¥880+税

*9784480434272*

 

燃えない電池に挑む!～69 歳からの起業家・吉田博一～ 
竹田 忍 著 
日本経済新聞出版社 
定置用蓄電システム、二輪車始動用バッテリー、電気自動車…。リチウムイオン電

池は世の中を変える! 安全な蓄電池に思いを託し、69 歳でエリーパワーを創業し

た元バンカーの物語。 

 
日本経済新聞 2017/03/12 

2017:1./ 225p 
978-4-532-32128-4 

本体 ¥1,700+税

*9784532321284*
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金融危機はまた起こる～歴史に学ぶ資本主義～ 
ジョン・プレンダー 著 
白水社 
リーマンショックからチューリップバブルまで、英フィナンシャル・タイムズ紙の名物

コラムニストが語る資本主義の過去・現在・未来! 

 
日本経済新聞 2017/03/12 

2016:11./ 295p,14p 
978-4-560-09523-2 

本体 ¥2,400+税

*9784560095232*

 

作家の山旅～紀行とエッセーで読む～(ヤマケイ文庫) 
山と溪谷社 編 
山と渓谷社 
文学を取り巻く時代背景と、登山の移り変わりの中で、作家たちは山をどのように

見て、歩き、魅了されたのか。明治、大正、昭和の文学者 48 人が遺した山にかか

わるエッセー、紀行文、詩歌を集めたアンソロジー。 

 
日本経済新聞 2017/03/12 

2017:3./ 357p 
978-4-635-04828-6 

本体 ¥930+税

*9784635048286*

 

アラバマ物語 
ハーパー・リー 著 
暮しの手帖社 
無実の黒人青年と弁護士一家の胸打つ物語。公民権運動を盛り上げた 61 年度

ピュリッツア賞受賞作。 

 
日本経済新聞 2017/03/12 

1985:1./ 400p 
978-4-7660-0006-1 

本体 ¥1,300+税

*9784766000061*

 

戯れ言の自由 
平田 俊子 著 
思潮社 
不確かな日々が求める、こころを少し明るくするもの。日本語という小さな舟が、ひ

との思いを運んでいく。鋭くもしなやかに、全身でともすことばの灯り、詩 28 篇。 

 
日本経済新聞 2017/03/12 

2015:10./ 138p 
978-4-7837-3500-7 

本体 ¥2,300+税

*9784783735007*

 

戦場に行く犬～アメリカの軍用犬とハンドラーの絆～ 
マリア・グッダヴェイジ 著 
晶文社 

悪な時だって、君はいつも横にいる-。軍の機密扱いである軍用犬の訓練場に

潜り込んだ著者が、緻密な取材と膨大なインタビューで明らかにする、犬と人間の

かたい絆。犬についての理解を劇的に変える一冊。 

 
日本経済新聞 2017/03/12 

2017:1./ 343p 
978-4-7949-6949-1 

本体 ¥2,500+税

*9784794969491*

 

怪魚を釣る(インターナショナル新書 006) 
小塚 拓矢 著 
集英社インターナショナル 
コンゴのムベンガや北海道のイトウなど、世界 40 ヵ国以上で 50 種超の怪魚を釣

り上げてきた著者が独自のノウハウを惜しみなく披露!怪魚を釣り、食し、研究する

楽しみが詰まった一冊。 

 
日本経済新聞 2017/03/12 

2017:2./ 218p 
978-4-7976-8006-5 

本体 ¥740+税

*9784797680065*
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世界が見た福島原発災害～海外メディアが報じる真実～ 
大沼 安史 著 
緑風出版 
福島原発災害を伝える海外メディアを追い、政府・マスコミの情報操作を暴き、事

故と被曝の全貌と真実に迫る。仙台に住む著者が福島原発事故後およそ 60 日

の間に綴った記録を整理し、まとめる。 

 
日本経済新聞 2017/03/12 

2011:5./ 276p 
978-4-8461-1108-3 

本体 ¥1,700+税

*9784846111083*

 

世界が見た福島原発災害<2> 死の灰の下で 
大沼 安史 著 
緑風出版 
福島原発災害を伝える海外メディアを追い、政府・マスコミの情報操作を暴き、事

故と被曝の全貌と真実に迫る。2 は、2011 年 5 月半ばから 9 月中旬までのおよそ

120 日の間に綴った記録を整理し、まとめる。 

 
日本経済新聞 2017/03/12 

2011:10./ 393p 
978-4-8461-1117-5 

本体 ¥1,800+税

*9784846111175*

 

世界が見た福島原発災害<3> いのち・女たち・連帯 
大沼 安史 著 
緑風出版 
福島原発災害を伝える海外メディアを追い、政府・マスコミの情報操作を暴き、事

故と被曝の全貌と真実に迫る。3 は、2011 年 9 月半ば以降、半年間の状況展開

をまとめ、記録として綴る。 

 
日本経済新聞 2017/03/12 

2012:3./ 317p 
978-4-8461-1203-5 

本体 ¥1,800+税

*9784846112035*

 

世界が見た福島原発災害<4> アウト・オブ・コントロール 
大沼 安史 著 
緑風出版 
福島原発災害を伝える海外メディアを追い、政府・マスコミの情報操作を暴き、事

故と被曝の全貌と真実に迫る。4 は、国内外、とりわけ海外のメディアが報じた、知

られざるニュースや漏れ出した情報を集積する。 

 
日本経済新聞 2017/03/12 

2015:3./ 358p 
978-4-8461-1503-6 

本体 ¥2,000+税

*9784846115036*

 

世界が見た福島原発災害<5> フクシマ・フォーエバー 
大沼 安史 著 
緑風出版 
福島原発災害を伝える海外メディアを追い、政府・マスコミの情報操作を暴き、事

故と被曝の全貌と真実に迫る。5 は、福島第一原発事故から 5 年目となる 2016
年の上半期の状況を中心にまとめる。 

 
日本経済新聞 2017/03/12 

2016:9./ 287p 
978-4-8461-1617-0 

本体 ¥2,000+税

*9784846116170*

 

フクシマの荒廃～フランス人特派員が見た原発棄民たち～ 
アルノー・ヴォレラン、神尾 賢二 著 
緑風出版 
フランスの日刊紙『リベラシオン』の特派員が、福島第一原発事故の除染・廃炉作

業に携わる労働者などフクシマの棄民たちから原子力村の面々までを独自取材

してまとめた、フクシマの現実を伝える迫真のルポルタージュ。 

 
日本経済新聞 2017/03/12 

2016:11./ 207p 
978-4-8461-1620-0 

本体 ¥2,200+税

*9784846116200*
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雨ニモマケズ～外国人記者が伝えた東日本大震災～ 
ルーシー・バーミンガム、デイヴィッド・マクニール 著 
えにし書房 
日本在住の外国人記者 2 人による迫真のルポルタージュ。東日本大震災を生き

延びた 6 人の証言者への震災直後からのインタビューを中心に、綿密な取材をも

とに震災の深い悲しみを丁寧に綴る。 

 
日本経済新聞 2017/03/12 

2016:12./ 270p 
978-4-908073-31-1 

本体 ¥2,000+税

*9784908073311*

 

黒島の女たち～特攻隊を語り継ぐこと～ 
城戸 久枝 著 
文藝春秋 
昭和 20 年春、6 人の特攻隊員が、鹿児島の南に浮かぶ黒島という小さな島に不

時着した。いのちを救われた元特攻隊員と、黒島の人たちとの交流は現在でも続

いている…。大宅賞受賞作家によるノンフィクション。 

 
日本経済新聞 2017/03/12、読売新聞 2017/03/26 

2017:2./ 249p 
978-4-16-390605-8 

本体 ¥1,700+税

*9784163906058*

 

魂でもいいから、そばにいて～3・11 後の霊体験を聞く～ 
奥野 修司 著 
新潮社 
「誰にも話せませんでした。死んだ家族と“再会”したなんて-」 未曽有の大震災で

愛する者を喪った人びとの奇跡の体験と再生の記録。『新潮』『G2』掲載を改稿し

て書籍化。 

 
日本経済新聞 2017/03/12、毎日新聞 2017/03/12 

2017:2./ 254p 
978-4-10-404902-8 

本体 ¥1,400+税

*9784104049028*

 

低反発枕草子 
平田 俊子 著 
幻戯書房 
東京中野・鍋屋横丁にひとり暮しの著者が、365 日の寂しさと 1 年の楽しさを綴る

エッセイ集。静岡新聞好評連載を再編集。 

 
日本経済新聞 2017/03/12、毎日新聞 2017/03/12 

2016:12./ 249p 
978-4-86488-111-1 

本体 ¥2,400+税

*9784864881111*

 

アメリカと中国 
松尾 文夫 著 
岩波書店 
アメリカと中国、2 つの大国の関係は、したたかな「共生」の軌跡でもあった。アメリ

カを知り尽くしたジャーナリストがその長い歩みに深く分け入り、様々な文献を渉

猟するとともに現地取材も重ね描いた、唯一無二の歴史物語。 

 
日本経済新聞 2017/03/19 

2017:1./ 10p,329p,27p 
978-4-00-022095-8 

本体 ¥3,000+税

*9784000220958*

 

歎異抄 改版(岩波文庫 青 318-2) 
金子大栄 著 
岩波書店 
数多い仏教書の中でも『歎異抄』の文言ほどわれわれに耳近いものはあるまい。

親鸞滅後、弟子唯円が師の言葉をもとに編んだもので難解な仏典仏語がなく、真

宗の安心と他力本願の奥義が、和文によって平易に解かれている。 

 
日本経済新聞 2017/03/19 

1981:7./ 94p 
978-4-00-333182-8 

本体 ¥420+税

*9784003331828*
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生きることは闘うことだ(朝日新書 608) 
丸山 健二 著 
朝日新聞出版 
自分の人生を生きるのに誰に遠慮がいるものか-。個人とは? 社会とは? 家族とは

国家とは? そして、孤独とは? 社会の偽善を看破し、全編 4 行のツイートで「生き

る意味」を問う、孤高の作家のプロテストソング。 

 
日本経済新聞 2017/03/19 

2017:3./ 198p 
978-4-02-273708-3 

本体 ¥720+税

*9784022737083*

 

相対性理論の世界～はじめて学ぶ人のために～(ブルーバックス) 
J.A. コールマン 著 
講談社 
現代物理のエッセンスをこの 1 冊で 

 
日本経済新聞 2017/03/19 

1983:4./ 199p 
978-4-06-117679-9 

本体 ¥820+税

*9784061176799*

 

ブラック・ホール～宇宙の終焉～(ブルーバックス) 
ジョン・G.テーラー 著 
講談社 
0 

 
日本経済新聞 2017/03/19 

1992:11./ 239p 
978-4-06-117860-1 

本体 ¥738+税

*9784061178601*

 

もっと子どもにウケる科学手品 77～もっと簡単にできてもっとインパクトが凄い～

(ブルーバックス) 
後藤 道夫 著 
講談社 
ビンの中身がいきなり凍り、水道の蛇口にだんごができる。「身近にあるものだけを

使い、誰がやってもできる」という大原則を守りながら、またまた子どもがアッと驚く

ような不思議な現象をつぎつぎと起こします。 

 
日本経済新聞 2017/03/19 

1999:11./ 197p,4p 
978-4-06-257273-6 

本体 ¥820+税

*9784062572736*

 

四次元の世界～超空間から相対性理論へ～(ブルーバックス) 
都筑卓司 著 
講談社 
0 

 
日本経済新聞 2017/03/19 

2002:8./ 260p 
978-4-06-257380-1 

本体 ¥940+税

*9784062573801*

 

パズル・物理入門～楽しみながら学ぶために～(ブルーバックス) 
都筑 卓司 著 
講談社 
0 

 
日本経済新聞 2017/03/19 

2002:8./ 270p 
978-4-06-257381-8 

本体 ¥940+税

*9784062573818*
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重力波とはなにか～「時空のさざなみ」が拓く新たな宇宙論～(ブルーバックス 
B-1983) 
安東 正樹 著 
講談社 
とても可能とは思えない微小な波・重力波の観測に、予言から 100 年で人類はつ

いに成功した。それはわれわれの宇宙観をどう変えるのか。本質を理解するため

に知っておきたいことを、重力波研究のリーダーがやさしく濃く解説。 

 
日本経済新聞 2017/03/19 

2016:9./ 317p 
978-4-06-257983-4 

本体 ¥1,080+税

*9784062579834*

 

文明の衝突 
サミュエル・ハンチントン 著 
集英社 
冷戦後の新たな国際紛争は「文明による衝突」だ。21 世紀の国際情勢を大胆に

予測。アメリカ文明と中国文明の対立の中で、孤立する日本の未来を考える刺激

的な書。 

 
日本経済新聞 2017/03/19 

1998:6./ 554p 
978-4-08-773292-4 

本体 ¥2,800+税

*9784087732924*

 

山田方谷「理財論」～財政破綻を救う～(小学館文庫) 
深沢 賢治、石川 梅次郎 著 
小学館 
0 

 
日本経済新聞 2017/03/19 

2002:6./ 188p 
978-4-09-402846-1 

本体 ¥733+税

*9784094028461*

 

教師宮沢賢治のしごと(小学館文庫 は 16-1) 
畑山 博 著 
小学館 
故郷・花巻の農学校で教鞭をとった宮沢賢治。生徒たちを競わせた英語のスペリ

ング競争、生まれたばかりの作品を生徒たちに朗読して聞かせた国語の授業…。

入念な取材で、知られざる宮沢賢治の教室を再現する。 

 
日本経済新聞 2017/03/19 

2017:2./ 253p 
978-4-09-406397-4 

本体 ¥570+税

*9784094063974*

 

峠<上>(新潮文庫) 
司馬 遼太郎 著 
新潮社 
幕末、雪深い越後長岡藩から一人の藩士が江戸に出府した。藩の持て余し者で

もあったこの男、河井継之助は、詩文、洋学など単なる知識を得るための勉学は

一切せず、歴史や世界の動きなど、ものごとの原理を知ろうと努めるのであった。 

 
日本経済新聞 2017/03/19 

2003:10./ 511p 
978-4-10-115240-0 

本体 ¥750+税

*9784101152400*

 

峠<中>(新潮文庫) 
司馬 遼太郎 著 
新潮社 
旅から帰った河井継之助は、長岡藩に戻って重職に就き、藩政改革に乗り出す。

ちょうどそのとき、京から大政奉還の報せが届いた。風雲急を告げるなか、一藩士

だった彼は家老に抜擢されることになった。 

 
日本経済新聞 2017/03/19 

2003:10./ 571p 
978-4-10-115241-7 

本体 ¥790+税

*9784101152417*
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峠<下>(新潮文庫) 
司馬 遼太郎 著 
新潮社 
開明論者であり、封建制度の崩壊を見通しながら、継之助が長岡藩をひきいて官

軍と戦ったという矛盾した行動は、長岡藩士として生きなければならないという強

烈な自己規律によって武士道に生きたからであった。 

 
日本経済新聞 2017/03/19 

2003:10./ 445p 
978-4-10-115242-4 

本体 ¥670+税

*9784101152424*

 

新・地政学～「第三次世界大戦」を読み解く～(中公新書ラクレ 549) 
山内 昌之、佐藤 優 著 
中央公論新社 
テロ、IS、難民、米露、イラン、日中韓関係…。混迷をきわめる世界情勢。歴史学

の泰斗・山内昌之と、インテリジェンスの第一人者・佐藤優が、潮流を読み解くた

めの「羅針盤」を示す。 

 
日本経済新聞 2017/03/19 

2016:3./ 238p 
978-4-12-150549-1 

本体 ¥800+税

*9784121505491*

 

現代日本の官僚制 
曽我 謙悟 著 
東京大学出版会 
日本の官僚制にはいかなる特徴や問題があるのか．そのパフォーマンスは高いの

か．改革の時代の政官関係に注目しながら，国際比較のなかで豊富なデータに

よって現代日本の官僚制の全体像を描き出し，そのゆくえを展望する． 

 
日本経済新聞 2017/03/19 

2016:12./ 4p,282p 
978-4-13-030161-9 

本体 ¥3,800+税

*9784130301619*

 

漢和辞典的に申しますと。(文春文庫 え 16-1) 
円満字 二郎 著 
文藝春秋 
漢和辞典編集者が漢字に関する様々な“面白いこと”を詰め込んだ、おもちゃ箱

のようなコラム集。読んで楽しくためになる百六十話。 

 
日本経済新聞 2017/03/19 

2017:3./ 349p 
978-4-16-790820-1 

本体 ¥770+税

*9784167908201*

 

溟北先生時代日記 
永田 俊一 著 
文芸社 
「木鐸たり」と称された圓山溟北の教えは時を越え、佐渡の島から「夢」となって現

れる。 

 
日本経済新聞 2017/03/19 

2017:1./ 192p 
978-4-286-17933-9 

本体 ¥1,200+税

*9784286179339*

 

地球の歩き方<B01> 2016～17 アメリカ 
地球の歩き方編集室 編 
ダイヤモンド・ビッグ社 
アメリカの各都市の見どころ、歩き方、レストラン、ショップ、ホテルなどの情報を満

載したガイドブック。旅の準備と技術も掲載。折り込みマップ付き。データ:2016 年

5 月現在。 

 
日本経済新聞 2017/03/19 

2016:7./ 735p 
978-4-478-04904-4 

本体 ¥1,800+税

*9784478049044*
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人はなぜ物語を求めるのか(ちくまプリマー新書 273) 
千野 帽子 著 
筑摩書房 
人は人生に起こる様々なことに意味付けし物語として認識することなしには生きら

れない。それはどうしてなのか?その仕組みとは? 

 
日本経済新聞 2017/03/19 

2017:3./ 220p 
978-4-480-68979-5 

本体 ¥840+税

*9784480689795*

 

中東・エネルギー・地政学～全体知への体験的接近～ 
寺島 実郎 著 
東洋経済新報社 
いま、世界をどう見るべきか。日本を代表する論客が初めてその海外経験を語る。

いままで誰も書けなかった中東・エネルギー論。 

 
日本経済新聞 2017/03/19 

2016:8./ 303p 
978-4-492-44431-3 

本体 ¥2,000+税

*9784492444313*

 

都鄙問答～経営の道と心～(日経ビジネス人文庫) 
由井 常彦 著 
日本経済新聞出版社 
「貪るものは家を亡ぼす」「倹約は創造の母」「和の経営、暖簾の尊重」－。江戸時

代に記された石門心学の真髄『都鄙問答』を通して、日本の経営の「道と心」を解

き明かした瞠目の書。今だからこそ読みたい清廉の経営とは。 

 
日本経済新聞 2017/03/19 

2007:10./ 275p 
978-4-532-19421-5 

本体 ¥800+税

*9784532194215*

 

免疫革命がんが消える日(日経プレミアシリーズ 331) 
日本経済新聞社 編 
日本経済新聞出版社 
がん治療の 終兵器として注目される免疫薬・オプジーボ。どんな人にどれくらい

効果があるのか。しくみや副作用の危険性は。薬価はなぜ引き下げられたのかな

ど、多くの疑問に答える。『日経産業新聞』連載をもとに書籍化。 

 
日本経済新聞 2017/03/19 

2017:2./ 185p 
978-4-532-26331-7 

本体 ¥830+税

*9784532263317*

 

張作霖～爆殺への軌跡一八七五-一九二八～ 
杉山 祐之 著 
白水社 
新たな史料に基づいて未知の人物像と時代の空気を重層的に描いた本格評伝。 

 
日本経済新聞 2017/03/19 

2017:1./ 356p 
978-4-560-09534-8 

本体 ¥2,600+税

*9784560095348*

 

日本経済史～近世から現代まで～(Y[igrek] 21) 
沢井 実、谷本 雅之 著 
有斐閣 
「小農社会」が形成・定着する徳川時代から、日本経済が大小の「連続と断絶」を

内包しつつ現代に至るまで。日本経済の歴史的な展開過程を、近年の研究成果

を踏まえつつ要約・叙述する。 

 
日本経済新聞 2017/03/19 

2016:12./ 15p,467p 
978-4-641-16488-8 

本体 ¥3,700+税

*9784641164888*
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社史の図書館と司書の物語～神奈川県立川崎図書館社史室の 5 年史～ 
高田 高史 著 
柏書房 
日本有数の社史(企業の歴史書)を所蔵する神奈川県の図書館で、司書のアイデ

アが図書館の新たな役割を生み出す物語。社史を日本の文化とし、企業の経営

や意外な裏側、社史編纂担当者の想いなども伝える。 

 
日本経済新聞 2017/03/19 

2017:2./ 4p,265p 
978-4-7601-4781-6 

本体 ¥1,900+税

*9784760147816*

 

日本の進路を決めた 10 年～国境を超えた平和のかけ橋～ 
バジル・エントウィッセル 著 
ジャパンタイムズ 
0 

 
日本経済新聞 2017/03/19 

1990:4./ 246p 
978-4-7890-0510-4 

本体 ¥1,748+税

*9784789005104*

 

グーグルに学ぶディープラーニング～人工知能ブームの牽引役その仕組みをや

さしく解説～ 
日経ビッグデータ 編 
日経ＢＰ社 
ディープラーニングは人工知能や機械学習と何が違う? この技術によって将来、

ビジネスはどう変化する? グーグルのエンジニアに取材し、その技術をやさしく解

説するとともに、 新の事例から、将来のビジネスの変化を探る。 

 
日本経済新聞 2017/03/19 

2017:1./ 183p 
978-4-8222-3686-1 

本体 ¥1,800+税

*9784822236861*

 

炎の陽明学～山田方谷伝～ 
矢吹 邦彦 著 
明徳出版社 
吉宗・鷹山の改革を凌ぐ見事な藩政改革を行った方谷。実は彼こそ大政奉還上

奏文の起草者でもあった。信念を貫いた生涯、知られざる家庭生活と苦悩等、勝

者の歴史に忘れられた人間方谷の光と陰を余すことなく描いた感動の力作。 

 
日本経済新聞 2017/03/19 

1996:3./ 443p 
978-4-89619-128-8 

本体 ¥3,300+税

*9784896191288*

 

山田方谷に学ぶ改革成功の鍵 
野島 透 著 
明徳出版社 
大政奉還の建白書の起草者である山田方谷。なぜ彼の改革は成功したのか。財

政改革のみならず、教育改革など多方面に及んだ方谷の改革から、現代の会社

改革等にも役立つその精神や考え方を学ぶ。 

 
日本経済新聞 2017/03/19 

2009:5./ 10p,138p 
978-4-89619-194-3 

本体 ¥1,400+税

*9784896191943*

 

一日に一字学べば… 
桐竹 勘十郎、樋渡 優子 著 
コミニケ出版 
内気な、漫画家志望の少年が、14 歳で伝統芸能の人形浄瑠璃「文楽」に入門。

長い長い修業の日々を通して、“一人前の人形遣い”に成長し…。三世桐竹勘十

郎が、入門からの 50 年を語る。『月刊朝礼』連載をもとに書籍化。 

 
日本経済新聞 2017/03/19 

2017:1./ 255p 
978-4-903841-12-0 

本体 ¥1,680+税

*9784903841120*
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108 年の幸せな孤独～キューバ最後の日本人移民、島津三一郎～ 
中野 健太 著 
KADOKAWA 
キューバ革命、冷戦、国交回復……カリブの小島に住む 108 歳の日本人移民。

新潟県生まれの島津三一郎氏はスイカを育てて暮らしたが、一度も日本に帰国し

なかった。なぜか。静かな感動に包まれるノンフィクション。 

 
日本経済新聞 2017/03/19、読売新聞 2017/03/26 

2017:1./ 238p 
978-4-04-103842-0 

本体 ¥1,700+税

*9784041038420*

 

中東と IS の地政学～イスラーム、アメリカ、ロシアから読む 21 世紀～(朝日選書 
956) 
山内 昌之 著 
朝日新聞出版 
混乱を極める中東はどこへ向かうのか。IS(イスラーム国)のテロはいつ終わるの

か。アメリカ、ロシアはどう動くのか…。多士済々の執筆陣が、地政学の視点から、

複雑に変容する国際情勢をあざやかに解き明かす。 

 
日本経済新聞 2017/03/26 

2017:2./ 420p,9p 
978-4-02-263056-8 

本体 ¥1,900+税

*9784022630568*

 

生成不純文学 
木下 古栗 著 
集英社 
崇高なまでに昇華した下ネタ、導入から想像もつかない結末。孤高の異才が放

つ、マニア垂涎の未発表作品を含む、計四篇の短篇集。読者死の予想の遥か斜

め上を行く、古栗ワールド。のっけから飛ばします。 

 
日本経済新聞 2017/03/26 

2017:2./ 178p 
978-4-08-771028-1 

本体 ¥1,500+税

*9784087710281*

 

宮沢賢治の真実～修羅を生きた詩人～ 
今野 勉 著 
新潮社 
妹を死の淵にまで追い込んだ事件とは何か。なぜ、賢治は自身を修羅と呼んだの

か。「春と修羅」「永訣の朝」「銀河鉄道の夜」-。数々の名作の奥底に潜む宮沢賢

治の実人生の慟哭を解き明かす。 

 
日本経済新聞 2017/03/26 

2017:2./ 399p 
978-4-10-350681-2 

本体 ¥2,000+税

*9784103506812*

 

ゾウの時間ネズミの時間～サイズの生物学～(中公新書) 
本川 達雄 著 
中央公論新社 
本書はサイズからの発想によって動物のデザインを発見し、その動物のよって立

つ論理を人間に理解可能なものにする新しい生物学入門書であり、かつ人類の

将来に貴重なヒントを提供する。 

 
日本経済新聞 2017/03/26 

1999:2./ 230p 
978-4-12-101087-2 

本体 ¥680+税

*9784121010872*

 

水滸伝～虚構のなかの史実～(中公文庫 み 22-22) 
宮崎 市定 著 
中央公論新社 
宋江が 36 人の仲間とともに反乱を起こしたという記述は、中国民衆によって 108
人の豪傑が活躍する「水滸伝」となった! 現今の中国を理解するための必読書だ

という著者が、歴史と虚構を対比させてその魅力を解き明かす。 

 
日本経済新聞 2017/03/26 

2017:3./ 242p 
978-4-12-206389-1 

本体 ¥840+税

*9784122063891*
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ゼロデイ～米中露サイバー戦争が世界を破壊する～ 
山田 敏弘 著 
文藝春秋 
アメリカはマルウェアでイラン核燃料施設を攻撃し、中国は米メディアから情報を

盗み出す。「見えない戦争」はすでに始まっている! 今私たちが知るべきサイバー

世界の現実とは-。国対国の静かなる熱戦の 前線を取材する。 

 
日本経済新聞 2017/03/26 

2017:2./ 303p 
978-4-16-390521-1 

本体 ¥1,500+税

*9784163905211*

 

宮沢賢治童話全集<11> 銀河鉄道の夜 
宮沢 賢治、堀尾 青史 編 
宮沢 賢治 著 
岩崎書店 
グスコーブドリの伝記/雁の童子/銀河鉄道の夜 を収録。 

 
日本経済新聞 2017/03/26 

2016:10./ 195p 
978-4-265-01941-0 

本体 ¥1,980+税

*9784265019410*

 

宇宙には、だれかいますか?～科学者 18 人にお尋ねします。～ 
縣 秀彦 編 
河出書房新社 
地球外生命はどこにいる?生物学、化学、物理学、生命科学、天文学…各分野の

トップランナーが 新成果を元に究極の謎に答を出す。 

 
日本経済新聞 2017/03/26 

2017:2./ 221p 
978-4-309-25361-9 

本体 ¥1,500+税

*9784309253619*

 

江戸の長者番付～殿様から商人、歌舞伎役者に庶民まで～ (青春新書
INTELLIGENCE PI-509) 
菅野 俊輔 著 
青春出版社 
年収“億”を超えるお金持ちたちがズラリ! 江戸時代の人びとは、どのくらいの給

料・収入を得て、どのように豊かな生活を送っていたのか。将軍・大名から下級武

士、町人、歌舞伎役者、豪商まで、フトコロ事情を丹念に探る。 

 
日本経済新聞 2017/03/26 

2017:3./ 187p 
978-4-413-04509-4 

本体 ¥890+税

*9784413045094*

 

マッキンゼーが予測する未来～近未来のビジネスは、4 つの力に支配されてい

る～ 
リチャード・ドッブス、ジェームズ・マニーカ、ジョナサン・ウーツェル、吉良 直人 
著 
ダイヤモンド社 
世界一のコンサルティング・ファームの近未来予測。「異次元の都市化のパワー」

「加速する技術進化のスピード」「資源に訪れる新たな機会」などを解説し、21 世

紀のビジネスと経済環境がこれまでとはどう違うのかを示す。 

 
日本経済新聞 2017/03/26 

2017:1./ 9p,411p 
978-4-478-06943-1 

本体 ¥1,800+税

*9784478069431*

 

ぼくの東京全集～1951-2016～(ちくま文庫 お 8-5) 
小沢 信男 著 
筑摩書房 
小説、紀行文、エッセイ、俳句……作家は、その街を一途に書いてきた。『東京骨

灰紀行』等 65 年間の作品から選んだ決定版アンソロジー。解説 池内紀 

 
日本経済新聞 2017/03/26 

2017:3./ 555p 
978-4-480-43407-4 

本体 ¥1,300+税

*9784480434074*
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カルロス・ゴーンの経営論～グローバル・リーダーシップ講座～ 
太田 正孝、池上 重輔 著 
日本経済新聞出版社 
カルロス・ゴーンが、その経営理念と信念を、グローバル時代のリーダーシップの

あり方に焦点を当て、説き明かす。大手・中堅企業の幹部候補生を対象にした

「逆風下の変革リーダーシップ養成講座」を書籍化。 

 
日本経済新聞 2017/03/26 

2017:2./ 300p 
978-4-532-32130-7 

本体 ¥1,600+税

*9784532321307*

 

生命・人間・経済学～科学者の疑義～ 
宇沢 弘文、渡辺 格 著 
日本経済新聞出版社 
経済性優先、教育、人間性、国家の役割、弱者、新しい科学…。行動する経済学

者と生命科学の第一人者が経済社会の問題点を縦横無尽に議論し、21 世紀の

日本人が直面している問題をいち早く指摘し、警鐘を鳴らした幻の対談。 

 
日本経済新聞 2017/03/26 

2017:3./ 258p 
978-4-532-35721-4 

本体 ¥2,500+税

*9784532357214*

 

人間性と経済学～社会科学の新しいパラダイムをめざして～ 
岡部 光明 著 
日本評論社 
経済学の目的は、究極的には人間にとって「満足できる生活」、人間を「幸せ」に

することである。経済学に何ができるだろうか。 

 
日本経済新聞 2017/03/26 

2017:2./ 13p,473p 
978-4-535-55867-0 

本体 ¥6,400+税

*9784535558670*

 

鬼殺し<上>(エクス・リブリス) 
甘 耀明 著 
白水社 
日本統治時代から戦後に至る激動の台湾・客家の村で、日本軍に入隊した怪力

の少年が祖父と生き抜く。魂を震わす巨篇。東山彰良氏推薦! 

 
日本経済新聞 2017/03/26 

2017:1./ 381p 
978-4-560-09048-0 

本体 ¥2,800+税

*9784560090480*

 

鬼殺し<下>(エクス・リブリス) 
甘 耀明 著 
白水社 
日本統治時代から戦後に至る激動の台湾・客家の村で、日本軍に入隊した怪力

の少年が祖父と生き抜く。魂を震わす巨篇。東山彰良氏推薦! 

 
日本経済新聞 2017/03/26 

2017:1./ 356p 
978-4-560-09049-7 

本体 ¥2,800+税

*9784560090497*

 

「接続性」の地政学～グローバリズムの先にある世界～<上> 
パラグ・カンナ、尼丁 千津子、木村 高子 著 
原書房 
ポスト・グローバリズムの新しい世界像を提言した全米ベストセラー！ グローバル

戦略の専門家が膨大なデータと自らの経験をもとに、「接続性」をキーワードに、

あり得べき未来をわかりやすい言葉で紹介する。 

 
日本経済新聞 2017/03/26 

2017:1./ 342p 図 版
16p 
978-4-562-05372-8 

本体 ¥2,400+税

*9784562053728*
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「接続性」の地政学～グローバリズムの先にある世界～<下> 
パラグ・カンナ、尼丁 千津子、木村 高子 著 
原書房 
ポスト・グローバリズムの新しい世界像を提言した全米ベストセラー！ グローバル

戦略の専門家が膨大なデータと自らの経験をもとに、「接続性」をキーワードに、

あり得べき未来をわかりやすい言葉で紹介する。 

 
日本経済新聞 2017/03/26 

2017:1./ 291p 図 版
16p 
978-4-562-05373-5 

本体 ¥2,400+税

*9784562053735*

 

なかなか暮れない夏の夕暮れ 
江國 香織 著 
角川春樹事務所 
本ばかり読んでいる稔、姉の雀、元恋人の渚、娘の波十、友だちの大竹と淳子

…。切実で愛しい小さな冒険の日々と、頁をめくる官能を描く長篇小説。『ランティ

エ』連載に加筆・訂正して単行本化。 

 
日本経済新聞 2017/03/26 

2017:2./ 334p 
978-4-7584-1300-8 

本体 ¥1,600+税

*9784758413008*

 

折れる力～流されてうまくいく仕事の流儀～(SB 新書 372) 
吉田 照幸 著 
ＳＢクリエイティブ 
「怒る」よりも「こだわる」よりも、「折れる」ほうが、人生はうまくいく! 「サラリーマン

NEO」「あまちゃん」「となりのシムラ」などを演出してきたヒットメーカーが、イライラ

せず、仕事もうまくいく仕事術を紹介する。 

 
日本経済新聞 2017/03/26 

2016:12./ 191p 
978-4-7973-8642-4 

本体 ¥800+税

*9784797386424*

 

遙かなる他者のためのデザイン～久保田晃弘の思索と実装～ 
久保田 晃弘 著 
ビーエヌエヌ新社 
真に新しいものをつくりだすということは、どういうことなのか。芸術と工学を行き来

し、脱中心を志向する久保田晃弘の 20 年分のデザイン論を精選収録。テクノロジ

ーとともに更新されゆく人間と社会の未来を照らし出す一冊。 

 
日本経済新聞 2017/03/26 

2017:2./ 447p 
978-4-8025-1050-9 

本体 ¥2,600+税

*9784802510509*

 

リーダーの基準～見えない経営の「あたりまえ」～ 
清水 勝彦 著 
日経ＢＰ社 
正論が通れば、リーダーはいらない! 気鋭の経営学者が、日本企業のリーダー育

成法の間違い・勘違いを一刀両断。経営のごく「あたりまえ」が蔑ろにされる危険

性に警鐘を鳴らす。 

 
日本経済新聞 2017/03/26 

2017:2./ 340p 
978-4-8222-5140-6 

本体 ¥1,800+税

*9784822251406*

 

わたしは誰でもない～エミリ・ディキンソン詩集～ 
エミリ・ディキンソン 著 
風媒社 
夏のそらがみえる それが詩である 本なんかにないのである まことの詩は逃げ

る 時代をこえて、なお清冽なメッセージとなり、人々の心をうつ。そぎ落とされた

言葉に、永遠への願いをこめた新訳詩集。 

 
日本経済新聞 2017/03/26 

2008:4./ 143p 
978-4-8331-2066-1 

本体 ¥1,400+税

*9784833120661*
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東京クルージング 
伊集院 静 著 
KADOKAWA 
ドキュメンタリー番組で出逢った青年に強く惹きつけられた作家の私。だが、彼に

は病魔が迫っており、さらに彼には決して忘れられない女性がいて…。学芸通信

社の配信により『信濃毎日新聞』等に掲載されたものを書籍化。 

 
毎日新聞 2017/03/04 

2017:2./ 445p 
978-4-04-103265-7 

本体 ¥1,600+税

*9784041032657*

 

劇作家秋元松代～荒地にひとり火を燃やす～ 
山本 健一 著 
岩波書店 
「近松心中物語」「常陸坊海尊」「かさぶた式部考」をはじめ、戯曲と放送劇脚本の

数々の傑作を生みだした劇作家・秋元松代。その生涯と作品世界を、彼女が残し

た日記や取材ノート類、関係者への取材から描きだす。 

 
毎日新聞 2017/03/05 

2016:11./ 8p,430p,8p 
978-4-00-061166-4 

本体 ¥3,400+税

*9784000611664*

 

人はどうして老いるのか～遺伝子のたくらみ～(朝日文庫 ひ 4-3) 
日高 敏隆 著 
朝日新聞出版 
人はなぜ老い、死ぬのか。すべての動物に決められた遺伝子プログラムを通して

人生を見直し、潔い死生観を導く。動物行動学者ならではの視点が光る、老いと

死についてのエッセイ。 

 
毎日新聞 2017/03/05 

2017:1./ 202p 
978-4-02-261892-4 

本体 ¥620+税

*9784022618924*

 

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

流老人」が今、日本に大量に生まれている。下流老人の実状とその社会的な背

景、貧困に対する自己防衛策などを提示する。 

 
毎日新聞 2017/03/05 

2015:6./ 221p 
978-4-02-273620-8 

本体 ¥760+税

*9784022736208*

 

プログラムとしての老い 
日高 敏隆 著 
講談社 
人はなぜ老いるのか?遺伝子がしかけた悪だくみ「老い」とは、一体どのようなもの

なのか?動物行動学の第一人者が解き明かす、「老い」の正体。 

 
毎日新聞 2017/03/05 

1997:11./ 192p 
978-4-06-208570-0 

本体 ¥1,500+税

*9784062085700*

 

失われゆく鮨をもとめて 
一志 治夫 著 
新潮社 
東京・目黒で出遭った「世界一幸福な食事」の秘密を追って、利尻、鹿嶋、勝浦、

能登、築地、伊豆、奥志摩へ。やがて明らかになる、漁場や料理人をめぐる驚くべ

き事情。食文化の奥深さと、その危機的状況を浮き彫りにする。 

 
毎日新聞 2017/03/05 

2006:11./ 221p 
978-4-10-303151-2 

本体 ¥1,400+税

*9784103031512*
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1Q84～a novel～<BOOK1> 4 月-6 月 
村上 春樹 著 
新潮社 
「こうであったかもしれない」過去が、その暗い鏡に浮かび上がらせるのは、「そう

ではなかったかもしれない」現在の姿だ?。待望の書き下ろし長編小説。 

 
毎日新聞 2017/03/05 

2009:5./ 554p 
978-4-10-353422-8 

本体 ¥1,800+税

*9784103534228*

 

1Q84～a novel～<BOOK2> 7 月-9 月 
村上 春樹 著 
新潮社 
心から一歩も外に出ないものごとは、この世界にはない。心から外に出ないものご

とは、そこに別の世界を作り上げていく?。待望の書き下ろし長編小説。 

 
毎日新聞 2017/03/05 

2009:5./ 501p 
978-4-10-353423-5 

本体 ¥1,800+税

*9784103534235*

 

1Q84～a novel～<BOOK3> 10 月-12 月 
村上 春樹 著 
新潮社 
そこは、世界にただひとつの完結した場所だった。どこまでも孤立しながら、孤独

に染まることのない場所だった?。待望の書き下ろし長編小説、第 3 弾。 

 
毎日新聞 2017/03/05 

2010:4./ 602p 
978-4-10-353425-9 

本体 ¥1,900+税

*9784103534259*

 

グレート・ギャツビー 愛蔵版 
スコット・フィッツジェラルド 著 
中央公論新社 
繊細に鮮やかに描写された情景と、精緻に、多義的に言語化された情念や感情

に彩られた、哀しくも美しいひと夏の物語…。村上春樹が人生で巡り会った も大

切な小説が、新しい翻訳で鮮やかに甦る!訳者書き下ろし冊子付き。 

 
毎日新聞 2017/03/05 

2006:11./ 319p 
978-4-12-003782-5 

本体 ¥2,600+税

*9784120037825*

 

すきやばし次郎旬を握る(文春文庫) 
里見 真三 著 
文芸春秋 
パリの一流紙が「世界のレストラン十傑」に挙げた名店の全仕事を精密カラー写真

を豊富に用いて徹底追求。主の職人咄に聞き惚れる。 

 
毎日新聞 2017/03/05 

2001:9./ 309p 
978-4-16-765616-4 

本体 ¥933+税

*9784167656164*

 

聖書に隠された日本・ユダヤ封印の古代史～失われた 10 部族の謎～ 
ラビ・マーヴィン・トケイヤー 著 
徳間書店 
「聖書世界の原風景」を も忠実に再現する国、それが日本。遥かシルクロードを

隔て、共鳴しあう日本人とユダヤ人の「特異性」と「超常識」。ユダヤ教ラビが日本・

ユダヤ類似説を唱え、秘められた神の計画さえも明らかにする。 

 
毎日新聞 2017/03/05 

1999:1./ 298p 
978-4-19-860965-8 

本体 ¥1,800+税

*9784198609658*
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シャルビューク夫人の肖像 
ジェフリー・フォード 著 
武田ランダムハウスジャパン 
肖像画家のピアンボは、シャルビューク夫人から肖像画の制作を依頼される。夫

人が語る過去の話とその声だけで、姿かたちを推測しなければならない、という奇

妙な条件付きで…。19 世紀末のニューヨークを蝕む奇怪な物語。 

 
毎日新聞 2017/03/05 

2006:7./ 445p 
978-4-270-00134-9 

本体 ¥1,900+税

*9784270001349*

 

中国の赤い星 増補版(筑摩叢書 29) 
エドガー・スノー 著 
筑摩書房 
長征じつに二万五千里。若き毛沢東を中心に団結した中国人民が、門外の敵と

戦いつつ新中国を築いてゆく感動的な過程を、世界に初めて報道した歴史的名

著。 

 
毎日新聞 2017/03/05 

1975:12./ 448p 
978-4-480-01029-2 

本体 ¥2,204+税

*9784480010292*

 

キャッチャー・イン・ザ・ライ 
J.D.サリンジャー 著 
白水社 
さあ、ホールデンの声に耳を澄ましてください…。村上春樹訳、新時代の「ライ麦

畑でつかまえて」ペーパーバック版。ホールデンが永遠に 16 歳でありつづけるの

と同じように、読者の中にいつまでも留まる物語。 

 
毎日新聞 2017/03/05 

2006:4./ 361p 
978-4-560-09000-8 

本体 ¥880+税

*9784560090008*

 

秦氏の謎とユダヤ人渡来伝説(PHP 文庫 は 64-1) 
坂東 誠 著 
ＰＨＰ研究所 
ローマ軍に滅ぼされたユダヤ人が日本に来ていた!! 神輿や鳥居、相撲……よく

似た風習がユダヤにも存在！ 古代ユダヤ人渡来伝説の謎に迫る。 

 
毎日新聞 2017/03/05 

2016:6./ 221p 
978-4-569-76586-0 

本体 ¥600+税

*9784569765860*

 

貧困クライシス～国民総「最底辺」社会～ 
藤田 孝典 著 
毎日新聞出版 
日本では、健康で文化的、そして人間らしい生活ができないような状況、いわゆる

「相対的貧困」が全世代で広がり続けている。日本が生涯貧困に至った背景と実

態をつまびらかにし、貧困への具体的対策を記す。 

 
毎日新聞 2017/03/05 

2017:2./ 229p 
978-4-620-32406-7 

本体 ¥900+税

*9784620324067*

 

赤い星は如何にして昇ったか～知られざる毛沢東の初期イメージ～(京大人文

研東方学叢書 2) 
石川 禎浩 著 
臨川書店 
毛沢東のイメージ生成に決定的役割を果たしたスノーの傑作ルポ「中国の赤い

星」。「赤い星」以前の毛の初期イメージや伝記記事を掘り下げ、知られざる革命

家の素顔に迫るとともに、「赤い星」の取材と出版後の状況を検討する。 

 
毎日新聞 2017/03/05 

2016:11./ 260p,8p 
978-4-653-04372-0 

本体 ¥3,000+税

*9784653043720*
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マクソーリーの素敵な酒場(ジョゼフ・ミッチェル作品集 1) 
ジョゼフ・ミッチェル 著 
柏書房 
稀代の名文家、ジョゼフ・ミッチェルが『ニューヨーカー』誌のスタッフライターであ

った時代のすべての作品を集めたシリーズ。「故郷のなつかしき家」「メイジー」「カ

モメ教授」など全 10 編を収録する。 

 
毎日新聞 2017/03/05 

2017:3./ 222p 
978-4-7601-4789-2 

本体 ¥1,800+税

*9784760147892*

 

ひかない魚～消えてしまった「きよ田」の鮨～ 
新津 武昭、伊達宮 豊 著 
求竜堂 
白洲次郎・正子夫妻、小林秀雄、開高健…。個性の強い大人たちが通いつめた

銀座「きよ田」。店は 90%お客様が育ててくれますという店主が、付け台を間に、

35 年間至福の時を共にした素顔の本物たちとの千夜一夜物語を綴る。 

 
毎日新聞 2017/03/05 

2001:10./ 260p 
978-4-7630-0127-6 

本体 ¥1,900+税

*9784763001276*

 

明治維新を読みなおす～同時代の視点から～ 
青山 忠正 著 
清文堂出版 
明治維新の本質を、後世のフィルターではなく当時の当事者の認識に立ち戻っ

て捉える試み。おおむね 2010 年以降に、各誌に発表した論稿の中から、「明治

維新を読みなおす」というテーマに沿ったものを編んで単行本化。 

 
毎日新聞 2017/03/05 

2017:1./ 8p,220p 
978-4-7924-1066-7 

本体 ¥1,700+税

*9784792410667*

 

北朝鮮の国家戦略とパワーエリート～幹部政策を中心に～ 
玄 成日、北朝鮮難民救援基金翻訳チーム 著 
高木書房 
北朝鮮出身のエリートが、北朝鮮国家権力の実態を明らかにする。金日成・金正

日時代の国家戦略と幹部政策を、著者の体験・見聞に基づいて解説するほか、

金正恩政権の国家戦略と権力エリートについても触れる。 

 
毎日新聞 2017/03/05 

2016:9./ 431p 
978-4-88471-442-0 

本体 ¥3,000+税

*9784884714420*

 

ルポ思想としての朝鮮籍 
中村 一成 著 
岩波書店 
植民地期に「皇国臣民」として生を受け、在日にとって特に苛烈だった 1940?50
年代を含め、時代を駆け抜けてきた「歴史の生き証人」たち。朝鮮籍の 6 人の壮

絶な人生とその思想を、インタビューをもとに克明に抉り出す。 

 
毎日新聞 2017/03/05、東京・中日新聞 2017/03/19 

2017:1./ 11p,225p 
978-4-00-061178-7 

本体 ¥2,000+税

*9784000611787*

 

ロシア革命～破局の 8 か月～(岩波新書 新赤版 1637) 
池田 嘉郎 著 
岩波書店 
ロシア革命から 100 年。これまで革命の障害のように見なされてきた立憲主義者・

自由主義者らの奮闘に光をあて、新たな社会を模索した人びとが当時に賭けて

いた思いや挫折を臨場感ある筆致で描き出す。 

 
毎日新聞 2017/03/05、毎日新聞 2017/03/19 

2017:1./ 14p,232p,4p 
978-4-00-431637-4 

本体 ¥840+税

*9784004316374*
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原点～戦争を描く、人間を描く～ 
安彦 良和、斉藤 光政 著 
岩波書店 
学生運動に投じた青年期、アニメ作家としての出発とマンガ家への転身…。「アリ

オン」「機動戦士ガンダム」など、独自の世界を切り拓いた安彦良和の軌跡を辿

り、作品を貫く思想の原点に迫る。『東奥日報』連載を基に単行本化。 

 
毎日新聞 2017/03/12 

2017:3./ 18p,343p,4p 
978-4-00-061192-3 

本体 ¥1,800+税

*9784000611923*

 

文明は<見えない世界>がつくる(岩波新書 新赤版 1643) 
松井 孝典 著 
岩波書店 
文明は、科学の目が明るみに出す<見えない世界>によってつくられる。古代から

現代までの文明史を俯瞰し、科学技術の発展とともに急速に広がる<見えない世

界>の意味を問い、文明の未来とその新たなる可能性を探る。 

 
毎日新聞 2017/03/12 

2017:1./ 7p,259p 
978-4-00-431643-5 

本体 ¥860+税

*9784004316435*

 

週末ちょっとディープなタイ旅(朝日文庫 し 19-11) 
下川 裕治 著 
朝日新聞出版 
タイ庶民は何を食べている?鉄道やトゥクトゥクに代わる、速くて便利な交通手段と

は?風俗・飲酒・喫煙を取り締まるなど軍事政権が清廉潔白なイメージ作りに努め

る様子を横目に、庶民の暮らしに触れ、ラオスとの国境をめぐる旅へ。 

 
毎日新聞 2017/03/12 

2017:2./ 256p 
978-4-02-261894-8 

本体 ¥700+税

*9784022618948*

 

ルポ希望の人びと～ここまできた認知症の当事者発信～(朝日選書 955) 
生井 久美子 著 
朝日新聞出版 
認知症の本人同士が出会い、つながり、発信する。認知症の常識を変える「当事

者の力」! 初の当事者団体誕生の軌跡と 先端の「いま」を伝える、渾身のルポ。

『朝日新聞』掲載に書き下ろしを加えて書籍化。 

 
毎日新聞 2017/03/12 

2017:2./ 283p,11p 
978-4-02-263055-1 

本体 ¥1,500+税

*9784022630551*

 

井伊氏サバイバル五〇〇年(星海社新書 97) 
大石 泰史 著 
星海社 
井伊氏はなぜ生き延びられたのか?直虎・直政の実像は?大河ドラマ『おんな城主

直虎』時代考証担当者と辿る、激動の五〇〇年史! 

 
毎日新聞 2017/03/12 

2016:10./ 285p 
978-4-06-138602-0 

本体 ¥900+税

*9784061386020*

 

井伊直虎～女領主・山の民・悪党～(講談社現代新書 2394) 
夏目 琢史 著 
講談社 
戦国の世、なぜ女性が領主となったのか? なぜ近世期、彼女は忘れ去られたの

か? 「女性」「山の民」「悪党」をキーワードに、時代の転換期を生きた女城主・井

伊直虎の宿命を描く。 

 
毎日新聞 2017/03/12 

2016:10./ 202p 
978-4-06-288394-8 

本体 ¥760+税

*9784062883948*
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汝の父を敬え<上巻>(新潮文庫) 
ゲイ・タリーズ 著 
新潮社 
0 

 
毎日新聞 2017/03/12 

1991:9./ 358p 
978-4-10-235701-9 

本体 ¥505+税

*9784102357019*

 

汝の父を敬え<下巻>(新潮文庫) 
ゲイ・タリーズ 著 
新潮社 
0 

 
毎日新聞 2017/03/12 

1991:9./ 366p 
978-4-10-235702-6 

本体 ¥505+税

*9784102357026*

 

プラットフォーム(河出文庫 ウ 6-1) 
ミシェル・ウエルベック 著 
河出書房新社 
圧倒的な虚無を抱えた「僕」は父の死をきっかけに参加したツアー旅行でヴァレリ

ーに出会う。高度資本主義下の愛と絶望を描く名作。 

 
毎日新聞 2017/03/12 

2015:10./ 414p 
978-4-309-46414-5 

本体 ¥1,200+税

*9784309464145*

 

日本の工芸を元気にする! 
中川 政七 著 
東洋経済新報社 
奈良の家業から全国展開へ。300 年の老舗を現代のブランドに作り上げた若き経

営者の 15 年間の創造の記録と未来構想。 

 
毎日新聞 2017/03/12 

2017:2./ 255p 
978-4-492-50287-7 

本体 ¥1,600+税

*9784492502877*

 

井伊直虎と戦国の女 100 人(PHP 文庫 か 36-19) 
川口 素生 著 
ＰＨＰ研究所 
戦国の世ほど、女性が力強かった時代はない。井伊家再興の礎となった「女城

主」直虎をはじめ、乱世に名を響かせた女性 100 人を解説。 

 
毎日新聞 2017/03/12 

2017:1./ 322p 
978-4-569-76666-9 

本体 ¥780+税

*9784569766669*

 

歩くアジア(双葉文庫) 
下川 裕治、阿部 稔哉 著 
双葉社 
東京からイスタンブール(トルコ)2 万 7173.5 キロメートルを船、列車、バス、トラック

で踏破した陸路の旅を淡々とした文体で綴ったトラベル・エッセイ。 

 
毎日新聞 2017/03/12 

2000:5./ 454p 
978-4-575-71144-8 

本体 ¥667+税

*9784575711448*

 

硝子の塔(扶桑社ミステリー) 
アイラ・レヴィン 著 
扶桑社 
0 

 
毎日新聞 2017/03/12 

1994:12./ 315p 
978-4-594-01629-6 

本体 ¥505+税

*9784594016296*
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貧困と闘う知～教育、医療、金融、ガバナンス～ 
エステル・デュフロ 著 
みすず書房 
開発経済学の 前線を紹介。インド、マラウィ、ケニア…。ワクチン接種キャンペー

ンを効果的にするには? 低コストで子どもたちの教育を改善するには? ランダム

化比較実験を駆使した実証により、貧困削減の政策を提示する。 

 
毎日新聞 2017/03/12 

2017:2./ 197p,11p 
978-4-622-07983-5 

本体 ¥2,700+税

*9784622079835*

 

MARS～火星移住計画～(NATIONAL GEOGRAPHIC) 
レオナード・デイヴィッド 著 
日経ナショナルジオグラフィック社 
人類は火星に行けるのか?火星に住むことはできるのか?火星に生命は存在する

のか?数々の疑問に答えるべく、多数の関係者や専門家に取材。火星移住プロジ

ェクトの詳細、課題、将来に向けてビジョンを明らかにする。 

 
毎日新聞 2017/03/12 

2016:11./ 287p 
978-4-86313-372-3 

本体 ¥3,200+税

*9784863133723*

 

福島インサイドストーリー～役場職員が見た原発避難と震災復興～ 
今井 照、自治体政策研究会 著 
公人の友社 
原発避難と震災復興のリアルを、当事者の一員であった役場職員らが語る。自治

体の行政組織という視点から、原発事故を含む緊急対応のあり方について課題

のありかを示す証言録。 

 
毎日新聞 2017/03/12 

2016:11./ 5p,215p 
978-4-87555-690-9 

本体 ¥2,400+税

*9784875556909*

 

サピエンス全史～文明の構造と人類の幸福～<上> 
ユヴァル・ノア・ハラリ 著 
河出書房新社 
国家、貨幣、企業……虚構が他人との協力を可能にし、文明をもたらした!ではそ

の文明は、人類を幸福にしたのだろうか?現代世界を鋭くえぐる、40 カ国で刊行の

世界的ベストセラー! 

 
毎日新聞 2017/03/12、日本経済新聞 2017/03/19 

2016:9./ 267p 
978-4-309-22671-2 

本体 ¥1,900+税

*9784309226712*

 

サピエンス全史～文明の構造と人類の幸福～<下> 
ユヴァル・ノア・ハラリ 著 
河出書房新社 
近代世界は帝国主義・科学技術・資本主義のフィードバック・ループによって、爆

発的に進歩した!ホモ・サピエンスの過去、現在、未来を俯瞰するかつてないスケ

ールの大著、ついに邦訳! 

 
毎日新聞 2017/03/12、日本経済新聞 2017/03/19 

2016:9./ 294p 
978-4-309-22672-9 

本体 ¥1,900+税

*9784309226729*

 

瀬戸内の民俗誌～海民史の深層をたずねて～(岩波新書 新赤版 569) 
沖浦 和光 著 
岩波書店 
長年の現地踏査をもとに、アジアの諸地方とつながる海の世界を、「海賊」の発生

史や様々な伝承・信仰などから描き、今は消えた「家船」や「おちょろ船」の風俗を

伝える。 

 
毎日新聞 2017/03/19 

1998:7./ 246p 
978-4-00-430569-9 

本体 ¥660+税

*9784004305699*
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ロシア革命～レーニンからスターリンヘ、1917-1929 年～(岩波現代文庫 学術
11) 
E.H.カー 著 
岩波書店 
著者が 30 年余の歳月を費やして完成した『ソヴェト・ロシア史』4 部作は、革命か

らスターリン体制の成立までを分析した専門的著作である。本書はこの研究成果

に基づき一般読者のために書き下ろしたもの。 

 
毎日新聞 2017/03/19 

2000:2./ 328p 
978-4-00-600011-0 

本体 ¥1,300+税

*9784006000110*

 

雪国 改版(角川文庫 か 1-2) 
川端 康成 著 
角川書店 
国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。「無為の孤独」を非情に守る青年・

島村と、雪国の芸者・駒子の純情。魂が触れあう様を具に描き、人生の哀しさ美し

さをうたったノーベル文学賞作家の名作。 

 
毎日新聞 2017/03/19 

2013:6./ 208p 
978-4-04-100846-1 

本体 ¥362+税

*9784041008461*

 

ニッポンの主婦 100 年の食卓～主婦の友 100 周年記念～ 
主婦の友社 編 
主婦の友社 
雑誌「主婦の友」大正 7 年の創刊号から平成 8 年の 終号まで、ニッポンの主婦

と暮らしの 100 年をたどった貴重な 1 冊。 

 
毎日新聞 2017/03/19 

2017:3./ 127p 
978-4-07-422468-5 

本体 ¥1,600+税

*9784074224685*

 

新編日本古典文学全集<33> 栄花物語 
小学館 
0 

 
毎日新聞 2017/03/19 

1998:3./ 573p 
978-4-09-658033-2 

本体 ¥4,657+税

*9784096580332*

 

ポラーノの広場 改版(新潮文庫 み-2-8) 
宮沢 賢治 著 
新潮社 
つめくさのあかりを辿って訪ねた伝説の広場をめぐる?末を、自伝的に思い深く描

いた表題作をはじめ、本物の風の子・又三郎の話「風野又三郎」「いちょうの実」な

ど童話 17 編を収録。 

 
毎日新聞 2017/03/19 

2012:3./ 552p 
978-4-10-109208-9 

本体 ¥710+税

*9784101092089*

 

夜の樹 改版(新潮文庫 カ-3-5) 
トルーマン・カポーティ 著 
新潮社 
ふとしたことから全てを失ってゆく都市生活者の孤独を捉えた「ミリアム」。夢と現実

のあわいに漂いながら、心の核を鮮かに抉り出す、お洒落で哀しいショート・ストー

リー9 編。 

 
毎日新聞 2017/03/19 

2011:7./ 351p 
978-4-10-209505-8 

本体 ¥590+税

*9784102095058*
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ティファニーで朝食を(新潮文庫) 
トルーマン・カポーティ 著 
新潮社 
表題作ほか、端正な文体と魅力あふれる人物造形で著者の名声を不動のものに

した作品集を、清新な新訳でおくる。 

 
毎日新聞 2017/03/19 

2008:11./ 282p 
978-4-10-209508-9 

本体 ¥590+税

*9784102095089*

 

紫式部日記 紫式部集(新潮日本古典集成 新装版) 
紫式部 著 
新潮社 
中宮彰子への敬慕の想いあふれる日記。少女時代から晩年まで生涯にわたる歌

集。『源氏物語』の作者・紫式部の息吹がきこえる一冊。 

 
毎日新聞 2017/03/19 

2016:1./ 261p 
978-4-10-620817-1 

本体 ¥1,900+税

*9784106208171*

 

源氏物語<1>(新潮日本古典集成) 
紫式部、石田 穣二、清水 好子 著 
新潮社 
古語辞典がなくても読める傍注口語訳で定評ある新潮日本古典集成シリーズ。内

容はそのままに求めやすい価格の新装版、刊行開始！ 

 
毎日新聞 2017/03/19 

2014:10./ 346p 
978-4-10-620818-8 

本体 ¥2,200+税

*9784106208188*

 

源氏物語<2>(新潮日本古典集成) 
紫式部、石田 穣二、清水 好子 著 
新潮社 
古語辞典がなくても読める傍注口語訳で定評ある新潮日本古典集成シリーズ。内

容はそのままに求めやすい価格の新装版、刊行開始！ 

 
毎日新聞 2017/03/19 

2014:10./ 341p 
978-4-10-620819-5 

本体 ¥2,300+税

*9784106208195*

 

源氏物語<3>(新潮日本古典集成) 
紫式部、石田 穣二、清水 好子 著 
新潮社 
古語辞典がなくても読める傍注口語訳で定評ある新潮日本古典集成シリーズ。内

容はそのままに求めやすい価格の新装版、刊行開始！ 

 
毎日新聞 2017/03/19 

2014:10./ 361p 
978-4-10-620820-1 

本体 ¥2,400+税

*9784106208201*

 

源氏物語<4>(新潮日本古典集成) 
紫式部、石田 穣二、清水 好子 著 
新潮社 
古語辞典がなくても読める傍注口語訳で定評ある新潮日本古典集成シリーズ。内

容はそのままに求めやすい価格の新装版、刊行開始！ 

 
毎日新聞 2017/03/19 

2014:10./ 359p 
978-4-10-620821-8 

本体 ¥2,400+税

*9784106208218*
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源氏物語<5>(新潮日本古典集成) 
紫式部、石田 穣二、清水 好子 著 
新潮社 
古語辞典がなくても読める傍注口語訳で定評ある新潮日本古典集成シリーズ。内

容はそのままに求めやすい価格の新装版、刊行開始！ 

 
毎日新聞 2017/03/19 

2014:10./ 377p 
978-4-10-620822-5 

本体 ¥2,600+税

*9784106208225*

 

源氏物語<6>(新潮日本古典集成) 
紫式部、石田 穣二、清水 好子 著 
新潮社 
古語辞典がなくても読める傍注口語訳で定評ある新潮日本古典集成シリーズ。内

容はそのままに求めやすい価格の新装版、刊行開始！ 

 
毎日新聞 2017/03/19 

2014:10./ 365p 
978-4-10-620823-2 

本体 ¥2,400+税

*9784106208232*

 

源氏物語<7>(新潮日本古典集成) 
紫式部、石田 穣二、清水 好子 著 
新潮社 
古語辞典がなくても読める傍注口語訳で定評ある新潮日本古典集成シリーズ。内

容はそのままに求めやすい価格の新装版、刊行開始！ 

 
毎日新聞 2017/03/19 

2014:10./ 367p 
978-4-10-620824-9 

本体 ¥2,500+税

*9784106208249*

 

源氏物語<8>(新潮日本古典集成) 
紫式部、石田 穣二、清水 好子 著 
新潮社 
古語辞典がなくても読める傍注口語訳で定評ある新潮日本古典集成シリーズ。内

容はそのままに求めやすい価格の新装版、刊行開始！ 

 
毎日新聞 2017/03/19 

2014:10./ 331p 
978-4-10-620825-6 

本体 ¥2,200+税

*9784106208256*

 

ジョージ・F・ケナン回顧録<1>(中公文庫 ケ 7-1) 
ジョージ・F.ケナン 著 
中央公論新社 
対ソ連「封じ込め」政策を提唱し、冷戦下のアメリカ外交および世界政治に決定的

な影響を与えた外交官ジョージ・F・ケナンの回顧録。1 は、1925 年から 1945 年

の対独戦終結までを収録する。 

 
毎日新聞 2017/03/19 

2016:12./ 509p 
978-4-12-206324-2 

本体 ¥1,500+税

*9784122063242*

 

ジョージ・F・ケナン回顧録<2>(中公文庫 ケ 7-2) 
ジョージ・F.ケナン 著 
中央公論新社 
本書はケナンの名を一躍知らしめた「X-論文」とそれがトルーマン政権下で対ソ政

策の基調となり冷戦が始まる時代を描く。日本問題への考察も重要だ。 

 
毎日新聞 2017/03/19 

2017:1./ 453p 
978-4-12-206356-3 

本体 ¥1,500+税

*9784122063563*
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ジョージ・F・ケナン回顧録<3>(中公文庫 ケ 7-3) 
ジョージ・F.ケナン 著 
中央公論新社 
対ソ連「封じ込め」政策を提唱し、冷戦下のアメリカ外交および世界政治に決定的

な影響を与えた外交官ジョージ・F・ケナンの回顧録。3 は、冷戦の激化する

1950?63 年を収録する。完結篇。 

 
毎日新聞 2017/03/19 

2017:2./ 564p,28p 
978-4-12-206371-6 

本体 ¥1,750+税

*9784122063716*

 

笑いのカイブツ 
ツチヤ タカユキ 著 
文藝春秋 
人間関係が極度に不得手ゆえに孤独な青春を送る青年は、狂気に等しい熱情で

「お笑い」を生み出しはじめ…。伝説のハガキ職人・ツチヤタカユキによる、青春私

小説。『cakes』連載を加筆修正して書籍化。 

 
毎日新聞 2017/03/19 

2017:2./ 231p 
978-4-16-390563-1 

本体 ¥1,350+税

*9784163905631*

 

戦争まで～歴史を決めた交渉と日本の失敗～ 
加藤 陽子 著 
朝日出版社 
かつて日本は、世界から「どちらを選ぶか」と 3 度、問われた。より良き道を選べな

かったのはなぜか。「歴史を選ぶ」際の作法を、戦争までの歴史を決めた 3 つの

交渉から考える。連続講義に加筆、再構成。 

 
毎日新聞 2017/03/19 

2016:8./ 466p 
978-4-255-00940-7 

本体 ¥1,700+税

*9784255009407*

 

富国と強兵～地政経済学序説～ 
中野 剛志 著 
東洋経済新報社 
経済力と政治力・軍事力との間の密接不可分な関係を解明する地政経済学で、

資本主義終焉論と地政学が復活する今と未来を読み解く。 

 
毎日新聞 2017/03/19 

2016:12./ 590p,48p 
978-4-492-44438-2 

本体 ¥3,600+税

*9784492444382*

 

蜻蛉日記～鵜飼文庫～(国文学研究資料館影印叢書 5) 
藤原道綱母 著 
勉誠出版 
国文学研究資料館鵜飼文庫所蔵の「蜻蛉日記」阿波国文庫本全巻の影印を収

録。解題、山田清市の論考「蜻蛉日記古本系親本の形態と本文の性格」も併せて

収載する。 

 
毎日新聞 2017/03/19 

2014:3./ 2p,551p 
978-4-585-29064-3 

本体 ¥25,000+税

*9784585290643*

 

経済政策～不確実性に取り組む～(放送大学大学院教材) 
松原 隆一郎 著 
放送大学教育振興会 
現代の市場社会に蔓延した不確実性は、経済の「非効率性」が引き起こしたので

はなく、効率化を進め、競争力を高める「改革」によって拡大した。「不確実性」に

ついても配慮しつつ、経済政策を論じる。研究課題も掲載。 

 
毎日新聞 2017/03/19 

2017:3./ 276p 
978-4-595-14088-4 

本体 ¥2,800+税

*9784595140884*
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ボリシェヴィキ革命 全 3 巻～ソヴェト・ロシア史～ 新装 
エドワード・ハレット・カー 著 
みすず書房 
20 世紀 大の事件を描きあげた大作。党の形成から、十月革命、民族、経済、外

交政策を論ずる。 

 
毎日新聞 2017/03/19 

1999:3./ 3 冊 
978-4-622-03831-3 

本体 ¥25,000+税

*9784622038313*

 

夢遊病者たち～第一次世界大戦はいかにして始まったか～<1> 
クリストファー・クラーク、小原 淳 著 
みすず書房 
それは 20 世紀 初の災厄であり、あらゆる災厄はここから湧き出した-。史上初の

総力戦、第一次世界大戦はどのように始まったのか。バルカン半島の紛争が未曾

有の世界大戦へと展開する過程を克明に描く。 

 
毎日新聞 2017/03/19 

2017:1./ 369p,50p 
978-4-622-08543-0 

本体 ¥4,600+税

*9784622085430*

 

夢遊病者たち～第一次世界大戦はいかにして始まったか～<2> 
クリストファー・クラーク、小原 淳 著 
みすず書房 
政策決定者たちは、自らの決定が戦争へと展開することを見ようとしない「夢遊病

者」だった-。史上初の総力戦、第一次世界大戦はどのように始まったのか。バル

カン半島の紛争が未曾有の世界大戦へと展開する過程を克明に描く。 

 
毎日新聞 2017/03/19 

2017:1./ p371?844 88p
978-4-622-08544-7 

本体 ¥5,200+税

*9784622085447*

 

中井久夫集<1> 働く患者 
中井 久夫 著 
みすず書房 
2013 年に文化功労者になった中井久夫の選集です。年代順になっているので、

変遷をたどることができます。 

 
毎日新聞 2017/03/19 

2017:1./ 323p 
978-4-622-08571-3 

本体 ¥3,200+税

*9784622085713*

 

柳田国男の思想史的研究 
川田稔 著 
未来社 
近代化日本の苦悩を意識しつつ新国学の成立に生涯を注いだ柳田の農政論・

地域論・政治論・方法論等を論じ、日本の政治・経済における現実面とのかかわり

を明らかにした労作。 

 
毎日新聞 2017/03/19 

1985:10./ 353p 
978-4-624-30053-1 

本体 ¥4,000+税

*9784624300531*

 

文明としてのソ連～初期現代の終焉～(歴史のフロンティア) 
石井規衛 著 
山川出版社 
ソ連の崩壊とともに、初期現代も終焉した。20 世紀の世界の構図を大胆に示し、

｢ソ連｣74 年間の文明論的意味を問う。 

 
毎日新聞 2017/03/19 

1995:7./ 383p 
978-4-634-48040-7 

本体 ¥2,913+税

*9784634480407*
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日記で読む日本史<6> 紫式部日記を読み解く 
池田 節子 著 
臨川書店 
日記のもつ多面的な魅力を解き明かし、数多の日記が綴ってきた日本文化の深

層に迫る。6 は、「紫式部日記」を丹念に読み解き、平安文学を代表する女流作

家・紫式部自身の姿とその目に映る宮廷社会に迫る。 

 
毎日新聞 2017/03/19 

2017:1./ 270p 
978-4-653-04346-1 

本体 ¥3,000+税

*9784653043461*

 

沖浦和光著作集<第 5 巻> 瀬戸内の民俗と差別 
沖浦 和光 著 
現代書館 
漂白・移動民である海民たちは常に差別されてきた。その海民たちの歴史と民俗

を「差別ー被差別」の視点から照射する海民史。 

 
毎日新聞 2017/03/19 

2016:12./ 412p 
978-4-7684-7015-2 

本体 ¥4,500+税

*9784768470152*

 

スターリン批判～1953-56 年～ 
和田 春樹 著 
作品社 
1953 年、独裁者スターリンが死ぬ。彼が行なった大粛清の全貌を知ったソ連共産

党の政治局員たちは、どのような葛藤のすえに事実を公表し、批判を行なったの

か。ソ連国家社会主義体制の転換点となった 5 年間を描き出す試み。 

 
毎日新聞 2017/03/19 

2016:5./ 475p 
978-4-86182-573-6 

本体 ¥2,900+税

*9784861825736*

 

2100 年へのパラダイム・シフト～日本の代表的知性 50 人が、世界/日本の大変

動を見通す～ 
広井 良典、大井 浩一 編 
作品社 
資本主義の危機、ポピュリズムの台頭、宗教とテロ、覇権国家の交代…。世界、そ

して日本はどうなるのか?日本を代表する 50 人の知性が、“21 世紀の歴史”の大

転換を予測する。『毎日新聞』連載をもとに単行本化。 

 
毎日新聞 2017/03/19 

2017:2./ 215p 
978-4-86182-597-2 

本体 ¥1,800+税

*9784861825972*

 

柳田国男～知と社会構想の全貌～(ちくま新書 1218) 
川田 稔 著 
筑摩書房 
日本民俗学はいかにして形成されたのか。農政官僚から学者への転身の中で紡

がれた社会構想をはじめ、その壮大な知の全貌を解明する。 

 
毎日新聞 2017/03/19、産経新聞 2017/03/26 

2016:11./ 572p,2p 
978-4-480-06928-3 

本体 ¥1,300+税

*9784480069283*

 

アメリカ経済政策入門～建国から現在まで～ 
スティーヴン・S.コーエン、J.ブラッドフォード・デロング、上原 裕美子 著 
みすず書房 
成長は市場ではなく、政府が生み出した-。アメリカがイデオロギーではなく、具体

的かつ実際的な戦略によって世界経済をリードしてきた歴史をコンパクトに振り返

り、停滞の時代への処方箋を示す。 

 
毎日新聞 2017/03/19、毎日新聞 2017/03/26 

2017:3./ 190p,17p 
978-4-622-08583-6 

本体 ¥2,800+税

*9784622085836*
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575 朝のハンカチ夜の窓 
岸本 葉子 著 
洋泉社 
「NHK 俳句」で司会を務めるエッセイスト・岸本葉子が、女性俳人が誰の上にもあ

りそうなことを詠んだ 50 句を紹介。著者による鑑賞を添え、俳句の親しみやすさを

伝える。 

 
毎日新聞 2017/03/20 

2017:3./ 189p 
978-4-8003-1174-0 

本体 ¥1,400+税

*9784800311740*

 

京舞つれづれ 
井上 八千代 著 
岩波書店 
祖母の舞台が私の背中を押してくれたんです。「舞台の上で生きて頑張りなさい

よ」と…。京舞井上流・五世家元が初めて語る自身の半生と先代八千代、その人と

芸。 

 
毎日新聞 2017/03/26 

2016:11./ 7p,223p 
978-4-00-061164-0 

本体 ¥3,000+税

*9784000611640*

 

安倍三代 
青木 理 著 
朝日新聞出版 
母方の祖父・岸信介を慕う安倍晋三首相のもうひとつの系譜。反戦の政治家とし

て軍部と闘った父方の祖父・寛と、その後を継いだ父・晋太郎。気鋭のジャーナリ

ストが「安倍三代」の軌跡を追う。『AERA』連載を加筆・修正。 

 
毎日新聞 2017/03/26 

2017:1./ 294p 
978-4-02-331543-3 

本体 ¥1,600+税

*9784023315433*

 

新・考えるヒント 
池田 晶子 著 
講談社 
「14 歳からの哲学」で衝撃をもたらした著者による書下ろし哲学エッセイ。精神の

先達・小林秀雄の「考えるヒント」にならって独自の思索を展開する、根源的思考

のための一冊。 

 
毎日新聞 2017/03/26 

2004:2./ 245p 
978-4-06-212163-7 

本体 ¥1,600+税

*9784062121637*

 

黒い結婚白い結婚 
窪 美澄、瀧羽 麻子、深沢 潮、森 美樹、木原 音瀬、成田 名璃子、中島 京

子 著 
講談社 
〈黒い結婚篇〉中島京子、窪美澄、木原音瀬、深沢潮〈白い結婚篇〉成田名璃子、

瀧羽麻子、森美樹 

 
毎日新聞 2017/03/26 

2017:3./ 303p 
978-4-06-220504-7 

本体 ¥1,500+税

*9784062205047*

 

阿部一族・舞姫 改版(新潮文庫) 
森 鴎外 著 
新潮社 
許されぬ殉死に端を発する阿部一族の悲劇を通して、高揚した人間精神の軌跡

をたどり、権威と秩序への反抗と自己救済を主題とする歴史小説の逸品『阿部一

族』。『舞姫』ほか『うたかたの記』『鶏』等を収録。 

 
毎日新聞 2017/03/26 

2006:4./ 377p 
978-4-10-102004-4 

本体 ¥520+税

*9784101020044*
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死と生きる～獄中哲学対話～ 
池田 晶子、陸田 真志 著 
新潮社 
この世で「善く生きる」とは?息詰まる言葉のドラマが始まった。死刑判決を受けた

SM クラブ経営者殺人犯人と気鋭の女性哲学者による、懊悩する魂の遍歴の果て

からの往復書簡。 

 
毎日新聞 2017/03/26 

1999:2./ 227p 
978-4-10-400104-0 

本体 ¥1,500+税

*9784104001040*

 

俳句と暮らす(中公新書 2412) 
小川 軽舟 著 
中央公論新社 
俳人にして単身赴任中のサラリーマンでもある著者が、「飯を作る」「会社で働く」

「妻に会う」など様々な場面を切り取りつつ、俳句とともに暮らす生活を提案する。

平凡な日常をかけがえのない記憶として残すための俳句入門。 

 
毎日新聞 2017/03/26 

2016:12./ 5p,204p 
978-4-12-102412-1 

本体 ¥780+税

*9784121024121*

 

ドラッグと分断社会アメリカ～神経科学者が語る「依存」の構造～ 
カール・ハート、寺町 朋子 著 
早川書房 
アメリカで薬物の過剰摂取による死亡者が増えつづけている。なぜ科学的な裏づ

けのない薬物政策がまかり通るのか。神経科学者が規制の歴史をたどり、薬物が

人体にもたらす影響を実証し、従来の依存のイメージを問いなおす。 

 
毎日新聞 2017/03/26 

2017:1./ 409p 
978-4-15-209667-8 

本体 ¥3,000+税

*9784152096678*

 

後藤明生コレクション<2> 前期 
後藤 明生 著 
国書刊行会 
事物や人間の関係性へと思索をめぐらし、鋭敏な批評眼とユーモラスな姿勢を貫

いた作家、後藤明生の選りすぐりの作品を集大成。2 は、著者の小説作法のひと

つの頂点をなす「挾み撃ち」ほか全 7 作を収録。 

 
毎日新聞 2017/03/26 

2017:1./ 465p 
978-4-336-06052-5 

本体 ¥3,000+税

*9784336060525*

 

料理のアイデアと考え方～9 人の日本料理人、12 の魚介の使い方を議論する

～<2> 
柴田日本料理研鑽会、川崎 寛也 著 
柴田書店 
「おいしい」の要因がわかれば、おいしいものが作れる。12 種の魚介をテーマ食

材とし、それらを使った料理の発想・調理・表現の方法を、9 人の日本料理人が試

作品を通じて議論する。月刊『専門料理』連載を修正・加筆。 

 
毎日新聞 2017/03/26 

2016:10./ 221p 
978-4-388-06255-3 

本体 ¥2,200+税

*9784388062553*

 

食物漫遊記(ちくま文庫) 
種村 季弘 著 
筑摩書房 
画にかいた餅を食べる話、辿りつけない料理屋の話、鯨飲馬食と断食絶食の話、

人を食い人に食われる話など、食物をめぐって人びとが演じる滑稽譚、怪異譚の

かずかず。エンサイクロペディストによる、ひと味ちがう美味随筆。 

 
毎日新聞 2017/03/26 

1985:12./ 234p 
978-4-480-02021-5 

本体 ¥700+税

*9784480020215*
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保健と健康の心理学～ポジティブヘルスの実現～(保健と健康の心理学標準テ

キスト 1) 
大竹 恵子 著 
ナカニシヤ出版 
心理社会的要因が複雑に関わる健康問題が増加した社会の中で、心身の健康と

充実した人生、幸福の実現を目指す新しい健康心理学概論。 

 
毎日新聞 2017/03/26 

2016:12./ 8p,278p 
978-4-7795-1112-7 

本体 ¥3,400+税

*9784779511127*

 

検証アベノメディア～安倍政権のマスコミ支配～ 
臺 宏士 著 
緑風出版 
安倍政権はどのようにしてマスコミを恫喝し懐柔したのか。政治の主舞台に上がっ

てから現在まで、安倍氏とマスメディアとの間で起きたことを中心に、安倍政権の

マスコミ支配を検証する。 

 
毎日新聞 2017/03/26 

2017:2./ 276p 
978-4-8461-1701-6 

本体 ¥2,000+税

*9784846117016*

 

幻想の坩堝～ベルギー・フランス語幻想短編集～ 
Maurice Maeterlinck、岩本 和子、三田 順、岡本 夢子 著 
松籟社 
アメリカの孤児院で育った「僕」は、幼少期の記憶につながる不思議な夢を見る。

やがてオランダへの旅で「謎」が少しずつ解かれて…。「夢の研究」など 9 編を収

録。蠱惑に満ちた幽暗の文学世界へ誘うベルギー幻想文学選集。 

 
毎日新聞 2017/03/26 

2016:12./ 13p,312p 
978-4-87984-352-4 

本体 ¥1,800+税

*9784879843524*

 

14 歳からの哲学～考えるための教科書～ 
池田 晶子 著 
トランスビュー 
今の学校教育に欠けている 14 歳からの「考える」のための教科書。「言葉」「自分

とは誰か」「死」「家族」「社会」「理想と現実」「恋愛と性」「メディアと書物」「人生」等

30 のテーマで考えるきっかけを与える。 

 
毎日新聞 2017/03/26 

2003:3./ 209p 
978-4-901510-14-1 

本体 ¥1,200+税

*9784901510141*

 

昭和俳句作品年表<戦後篇> 昭和 21 年～45 年 
現代俳句協会 編 
東京堂出版 
「戦前・戦中篇」に続く「戦後篇」。1945 年以降に発表された俳句から、歴史的な

評価を得ている作品、時代を顕著に反映し俳壇に衝撃を与えた作品、無名俳人

の埋もれた名句など 3600 句。戦後の俳句界を総括した解説と索引を付す。 

 
毎日新聞 2017/03/27 

2017:3./ 433p 
978-4-490-20879-5 

本体 ¥3,200+税

*9784490208795*

 


