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書評 202004
スポーツ立国論～日本人だけが知らない「経済、人材、健康」すべてを強くする戦

略～

安田 秀一 著

東洋経済新報社

産経新聞 2020/04/04

2020:3./ 342p
978-4-492-50312-6

本体 ¥1,600+税

*9784492503126*

紳士と淑女のコロシアム「競技ダンス」へようこそ

二宮 敦人 著

新潮社

産経新聞 2020/04/04

2020:3./ 428p
978-4-10-350292-0

本体 ¥1,650+税

*9784103502920*

「新型コロナ恐慌」後の世界

渡邉 哲也 著

徳間書店

産経新聞 2020/04/04

2020:3./ 254p
978-4-19-865011-7

本体 ¥1,500+税

*9784198650117*

本を売る技術

矢部 潤子 著

本の雑誌社

産経新聞 2020/04/05

2020:1./ 237p
978-4-86011-438-1

本体 ¥1,600+税

*9784860114381*

しごとば<やっぱり>(しごとばシリーズ 6)
鈴木のりたけ 著

ブロンズ新社

産経新聞 2020/04/05

2020:2./ 1冊(ページ
付なし)
978-4-89309-670-8

本体 ¥1,700+税

*9784893096708*

今日も町の隅で

小野寺 史宜 著
KADOKAWA
産経新聞 2020/04/05

2020:2./ 282p
978-4-04-108303-1

本体 ¥1,700+税

*9784041083031*

いつでも母と

山口 恵以子 著

小学館

産経新聞 2020/04/05

2020:3./ 286p
978-4-09-396547-7

本体 ¥1,200+税

*9784093965477*
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ホームドアから離れてください

北川 樹 著

幻冬舎

産経新聞 2020/04/05

2020:2./ 246p
978-4-344-03567-6

本体 ¥1,400+税

*9784344035676*

つりが好き～アウトドアと文藝～

大庭 みな子／開高 健／桂 歌丸／幸田 文／沢野 ひとし／獅子 文六／矢口

高雄 著

河出書房新社

産経新聞 2020/04/05

2020:3./ 186p
978-4-309-02876-7

本体 ¥1,650+税

*9784309028767*

人生を 1冊でふりかえる手作りアルバム～写真の整理は、こんなに楽しい!～
藤井千代江 著

青春出版社

産経新聞 2020/04/05

2020:3./ 95p
978-4-413-11323-6

本体 ¥1,200+税

*9784413113236*

古関裕而の昭和史～国民を背負った作曲家～(文春新書 1256)
辻田 真佐憲 著

文藝春秋

産経新聞 2020/04/05、朝日新聞 2020/04/18

2020:3./ 302p
978-4-16-661256-7

本体 ¥950+税

*9784166612567*

世界史を動かした脳の病気～偉人たちの脳神経内科～(幻冬舎新書 こ-24-1)
小長谷 正明 著

幻冬舎

産経新聞 2020/04/11

2018:5./ 260p
978-4-344-98500-1

本体 ¥840+税

*9784344985001*

歴史を変えた 10の薬
トーマス・ヘイガー 著

すばる舎リンケージ

産経新聞 2020/04/11

2020:1./ 389p
978-4-7991-0871-0

本体 ¥2,200+税

*9784799108710*

童謡名曲事典

長田 暁二 著

全音楽譜出版社

産経新聞 2020/04/11

2020:3./ 619p
978-4-11-880235-0

本体 ¥7,500+税

*9784118802350*

日本文学全集<06> 源氏物語(下)
河出書房新社

産経新聞 2020/04/12

2020:2./ 637p
978-4-309-72876-6

本体 ¥3,500+税

*9784309728766*



3

小倉一郎のゆるりとたのしむ俳句入門

小倉一郎 著

日本実業出版社

産経新聞 2020/04/12

2020:1./ 190p
978-4-534-05755-6

本体 ¥1,400+税

*9784534057556*

わかれ縁

西條 奈加 著

文藝春秋

産経新聞 2020/04/12

2020:2./ 241p
978-4-16-391170-0

本体 ¥1,500+税

*9784163911700*

生きるための辞書～十字路が見える～

北方 謙三 著

新潮社

産経新聞 2020/04/12

2020:2./ 345p
978-4-10-356215-3

本体 ¥1,700+税

*9784103562153*

天皇退位何が論じられたのか～おことばから大嘗祭まで～(中公選書 104)
御厨 貴 著

中央公論新社

産経新聞 2020/04/12

2020:3./ 7p,406p
978-4-12-110104-4

本体 ¥2,000+税

*9784121101044*

科学が暴く「食べてはいけない」の噓～エビデンスで示す食の新常識～

アーロン・キャロル 著

白揚社

産経新聞 2020/04/12

2020:3./ 317p
978-4-8269-0217-5

本体 ¥2,400+税

*9784826902175*

僕たちの広告時代

間宮武美 著

宣伝会議

産経新聞 2020/04/12

2020:3./ 252p
978-4-88335-489-4

本体 ¥1,500+税

*9784883354894*

台湾を築いた明治の日本人

渡辺利夫 著

産経新聞出版

産経新聞 2020/04/12

2020:3./ 257p
978-4-8191-1383-0

本体 ¥1,700+税

*9784819113830*

基点としての戦後～政治思想史と現代～

苅部 直 著

千倉書房

産経新聞 2020/04/19

2020:2./ 365p
978-4-8051-1184-0

本体 ¥3,200+税

*9784805111840*



4

ドミノ in上海
恩田 陸 著
KADOKAWA
産経新聞 2020/04/19

2020:2./ 562p
978-4-04-108908-8

本体 ¥1,700+税

*9784041089088*

「好き」の因数分解

最果 タヒ 著

リトル・モア

産経新聞 2020/04/19

2020:2./ 101p
978-4-89815-516-5

本体 ¥1,200+税

*9784898155165*

正義の行方～ニューヨーク連邦検事が見た罪と罰～

プリート・バララ 著

早川書房

産経新聞 2020/04/19

2020:3./ 412p
978-4-15-209931-0

本体 ¥2,900+税

*9784152099310*

ひこばえ<上>
重松清 著

朝日新聞出版

産経新聞 2020/04/19

2020:3./ 373p
978-4-02-251671-8

本体 ¥1,600+税

*9784022516718*

ひこばえ<下>
重松清 著

朝日新聞出版

産経新聞 2020/04/19

2020:3./ 345p
978-4-02-251672-5

本体 ¥1,600+税

*9784022516725*

たべるたべるたべること

くすのき しげのり 著

おむすび舎

産経新聞 2020/04/19

2020:2./ 32p
978-4-9909516-2-7

本体 ¥1,500+税

*9784990951627*

工学部ヒラノ教授の徘徊老人日記

今野 浩 著

青土社

産経新聞 2020/04/19

2020:3./ 203p
978-4-7917-7260-5

本体 ¥1,800+税

*9784791772605*

野中モモの「ZINE」小さなわたしのメディアを作る(シリーズ《日常術》)
野中 モモ 著

晶文社

産経新聞 2020/04/19

2020:3./ 145p
978-4-7949-7171-5

本体 ¥1,500+税

*9784794971715*



5

渡来系移住民～半島・大陸との往来～(シリーズ古代史をひらく)
吉村 武彦／吉川 真司／川尻 秋生 編

岩波書店

産経新聞 2020/04/25

2020:3./ 7p,333p
978-4-00-028498-1

本体 ¥2,600+税

*9784000284981*

辰野勇～モンベルの原点、山の美学～(のこす言葉 KOKORO BOOKLET)
辰野 勇 著

平凡社

産経新聞 2020/04/26

2020:3./ 122p
978-4-582-74122-3

本体 ¥1,500+税

*9784582741223*

国家・企業・通貨～グローバリズムの不都合な未来～(新潮選書)
岩村 充 著

新潮社

産経新聞 2020/04/26

2020:2./ 317p
978-4-10-603852-5

本体 ¥1,400+税

*9784106038525*

明智光秀と細川ガラシャ～戦国を生きた父娘の虚像と実像～(筑摩選書 0187)
井上 章一、郭 南燕、呉座 勇一 著

筑摩書房

産経新聞 2020/04/26

2020:3./ 278p
978-4-480-01695-9

本体 ¥1,600+税

*9784480016959*

アウターライズ

赤松 利市 著

中央公論新社

産経新聞 2020/04/26

2020:3./ 379p
978-4-12-005282-8

本体 ¥1,700+税

*9784120052828*

約束の地、アンダルシア～スペインの歴史・風土・芸術を旅する～

濱田 滋郎 著

アルテスパブリッシング

産経新聞 2020/04/26

2020:4./ 254p
978-4-86559-221-4

本体 ¥2,800+税

*9784865592214*

世界文学論(徹夜の塊 3)
沼野 充義 著

作品社

産経新聞 2020/04/26

2020:4./ 717p,28p
978-4-86182-801-0

本体 ¥5,200+税

*9784861828010*

日本沈没<上>(小学館文庫)
小松 左京 著

小学館

朝日新聞 2020/04/04

2005:12./ 417p
978-4-09-408065-0

本体 ¥571+税

*9784094080650*
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日本沈没<下>(小学館文庫)
小松 左京 著

小学館

朝日新聞 2020/04/04

2005:12./ 397p
978-4-09-408066-7

本体 ¥571+税

*9784094080667*

疫病と世界史<上>(中公文庫)
ウィリアム・H.マクニール 著

中央公論新社

朝日新聞 2020/04/04

2007:12./ 275p
978-4-12-204954-3

本体 ¥1,200+税

*9784122049543*

疫病と世界史<下>(中公文庫)
ウィリアム・H.マクニール 著

中央公論新社

朝日新聞 2020/04/04

2007:12./ 301p
978-4-12-204955-0

本体 ¥1,200+税

*9784122049550*

十二人の手紙 改版(中公文庫)
井上 ひさし 著

中央公論新社

朝日新聞 2020/04/04

2009:1./ 302p
978-4-12-205103-4

本体 ¥705+税

*9784122051034*

首都消失<上>(ハルキ文庫)
小松 左京 著

角川春樹事務所

朝日新聞 2020/04/04

1998:5./ 372p
978-4-89456-402-2

本体 ¥743+税

*9784894564022*

首都消失<下>(ハルキ文庫)
小松 左京 著

角川春樹事務所

朝日新聞 2020/04/04

1998:5./ 412p
978-4-89456-403-9

本体 ¥781+税

*9784894564039*

感染症と文明～共生への道～(岩波新書 新赤版 1314)
山本 太郎 著

岩波書店

朝日新聞 2020/04/04

2011:6./ 4,205,5p
978-4-00-431314-4

本体 ¥720+税

*9784004313144*

社会的選択と個人的評価

ケネス・J.アロー、長名 寛明 著

勁草書房

朝日新聞 2020/04/04

2013:1./ 21p,181p
978-4-326-50373-5

本体 ¥3,200+税

*9784326503735*
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やちまた<上>(中公文庫 あ 17-2)
足立 巻一 著

中央公論新社

朝日新聞 2020/04/04

2015:3./ 509p
978-4-12-206097-5

本体 ¥1,200+税

*9784122060975*

やちまた<下>(中公文庫 あ 17-3)
足立 巻一 著

中央公論新社

朝日新聞 2020/04/04

2015:3./ 524p
978-4-12-206098-2

本体 ¥1,200+税

*9784122060982*

リウーを待ちながら<1>(イブニング KC)
朱戸 アオ 著

講談社

朝日新聞 2020/04/04

2017:6./ 192p
978-4-06-354678-1

本体 ¥630+税

*9784063546781*

リウーを待ちながら<2>(イブニング KC)
朱戸 アオ 著

講談社

朝日新聞 2020/04/04

2017:10./ 176p
978-4-06-354696-5

本体 ¥630+税

*9784063546965*

リウーを待ちながら<3>(イブニング KC)
朱戸 アオ 著

講談社

朝日新聞 2020/04/04

2018:3./ 176p
978-4-06-511134-5

本体 ¥630+税

*9784065111345*

復活の日 改版(角川文庫 こ 2-14)
小松 左京 著
KADOKAWA
朝日新聞 2020/04/04

2018:8./ 452p
978-4-04-106581-5

本体 ¥760+税

*9784041065815*

「畳み人」という選択～「本当にやりたいこと」ができるようになる働き方の教科書

～

設楽 悠介 著

プレジデント社

朝日新聞 2020/04/04

2020:2./ 230p
978-4-8334-2350-2

本体 ¥1,400+税

*9784833423502*

暇なんかないわ大切なことを考えるのに忙しくて～ル=グウィンのエッセイ～
アーシュラ・Ｋ・ル=グウィン 著

河出書房新社

朝日新聞 2020/04/04

2020:1./ 281p
978-4-309-20790-2

本体 ¥2,400+税

*9784309207902*
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戦争とは何か～国際政治学の挑戦～(中公新書 2574)
多湖 淳 著

中央公論新社

朝日新聞 2020/04/04

2020:1./ 5p,201p
978-4-12-102574-6

本体 ¥800+税

*9784121025746*

夢の正体～夜の旅を科学する～

アリス・ロブ 著

早川書房

朝日新聞 2020/04/04

2020:2./ 302p
978-4-15-209917-4

本体 ¥2,300+税

*9784152099174*

SA07<1>(まんがタイム KR コミックス)
津留崎 優 著

芳文社

朝日新聞 2020/04/04

2020:2.
978-4-8322-7165-4

本体 ¥630+税

*9784832271654*

早川一光の「こんなはずじゃなかった」～わらじ医者からの最期のメッセージ～

早川 さくら 著

ミネルヴァ書房

朝日新聞 2020/04/04

2020:2./ 12p,253p
978-4-623-08786-0

本体 ¥1,800+税

*9784623087860*

フライデー・ブラック

ナナ・クワメ・アジェイ＝ブレニヤー 著

駒草出版

朝日新聞 2020/04/04

2020:2./ 324p
978-4-909646-27-9

本体 ¥2,200+税

*9784909646279*

ポール・ローマーと経済成長の謎

デヴィッド・ウォルシュ（David Warsh） 著

日経ＢＰ社

朝日新聞 2020/04/04

2020:1./ 657p
978-4-8222-8871-6

本体 ¥2,800+税

*9784822288716*

AI vs.民主主義～高度化する世論操作の深層～(NHK出版新書 614)
ＮＨＫ取材班 著

ＮＨＫ出版

朝日新聞 2020/04/04

2020:2./ 231p
978-4-14-088614-4

本体 ¥850+税

*9784140886144*

汚れた雪(創元推理文庫 Mマ 29-1)
アントニオ・マンジーニ 著

東京創元社

朝日新聞 2020/04/04

2020:2./ 328p
978-4-488-29204-1

本体 ¥1,100+税

*9784488292041*
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濱地健三郎の霊なる事件簿(角川文庫 あ 26-15)
有栖川 有栖 著
KADOKAWA
朝日新聞 2020/04/04

2020:2./ 305p
978-4-04-108322-2

本体 ¥660+税

*9784041083222*

ベストセラーで読み解く現代アメリカ

渡辺 由佳里 著

亜紀書房

朝日新聞 2020/04/04

2020:2./ 365p
978-4-7505-1626-4

本体 ¥1,800+税

*9784750516264*

日本人のための漢字入門(講談社現代新書 2563)
阿辻 哲次 著

講談社

朝日新聞 2020/04/04

2020:2./ 213p
978-4-06-518772-2

本体 ¥880+税

*9784065187722*

証言 沖縄スパイ戦史(集英社新書 1011)
三上 智恵 著

集英社

朝日新聞 2020/04/04

2020:2./ 749p
978-4-08-721111-5

本体 ¥1,700+税

*9784087211115*

ひとの住処～1964-2020～(新潮新書 848)
隈 研吾 著

新潮社

朝日新聞 2020/04/04

2020:2./ 203p
978-4-10-610848-8

本体 ¥740+税

*9784106108488*

育てられない母親たち(祥伝社新書 596)
石井 光太 著

祥伝社

朝日新聞 2020/04/04

2020:2./ 304p
978-4-396-11596-8

本体 ¥960+税

*9784396115968*

関東大震災と中国人虐殺事件

今井 清一 著

朔北社

朝日新聞 2020/04/04

2020:1./ 216p
978-4-86085-136-1

本体 ¥2,200+税

*9784860851361*
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体育会系～日本を蝕む病～(光文社新書 1049)
サンドラ・ヘフェリン 著

光文社

朝日新聞 2020/04/04

2020:2./ 294p
978-4-334-04458-9

本体 ¥900+税

*9784334044589*

ぬいぐるみとしゃべる人はやさしい

大前 粟生 著

河出書房新社

朝日新聞 2020/04/04

2020:3./ 172p
978-4-309-02874-3

本体 ¥1,600+税

*9784309028743*

幽霊たちの不在証明(宝島社文庫 このミス大賞 C と-4-1)
朝永 理人 著

宝島社

朝日新聞 2020/04/04

2020:3./ 383p
978-4-299-00258-7

本体 ¥780+税

*9784299002587*

晴れの日散歩

角田 光代 著

オレンジページ

朝日新聞 2020/04/04

2020:3./ 205p
978-4-86593-350-5

本体 ¥1,300+税

*9784865933505*

岡崎乾二郎視覚のカイソウ

岡崎 乾二郎 著

ナナロク社

朝日新聞 2020/04/04

2020:2./ 407p
978-4-904292-93-8

本体 ¥6,000+税

*9784904292938*

ペスト 改版(新潮文庫)
カミュ 著

新潮社

朝日新聞 2020/04/04、読売新聞 2020/04/19

2004:1./ 476p
978-4-10-211403-2

本体 ¥750+税

*9784102114032*

銀河の片隅で科学夜話～物理学者が語る、すばらしく不思議で美しいこの世界の

小さな驚異～

全 卓樹 著

朝日出版社

朝日新聞 2020/04/04、毎日新聞 2020/04/11

2020:2./ 190p
978-4-255-01167-7

本体 ¥1,600+税

*9784255011677*

壬生義士伝<上>(文春文庫)
浅田 次郎 著

文芸春秋

朝日新聞 2020/04/11

2002:9./ 463p
978-4-16-764602-8

本体 ¥760+税

*9784167646028*
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壬生義士伝<下>(文春文庫)
浅田 次郎 著

文芸春秋

朝日新聞 2020/04/11

2002:9./ 454p
978-4-16-764603-5

本体 ¥760+税

*9784167646035*

槿(あさがお)(講談社文芸文庫)
古井 由吉 著

講談社

朝日新聞 2020/04/11

2003:5./ 541p
978-4-06-198333-5

本体 ¥1,700+税

*9784061983335*

山躁賦(講談社文芸文庫)
古井 由吉 著

講談社

朝日新聞 2020/04/11

2006:9./ 253p
978-4-06-198453-0

本体 ¥1,500+税

*9784061984530*

杳子・妻隠 改版(新潮文庫)
古井 由吉 著

新潮社

朝日新聞 2020/04/11

2004:3./ 264p
978-4-10-118501-9

本体 ¥520+税

*9784101185019*

楽天記(新潮文庫)
古井由吉 著

新潮社

朝日新聞 2020/04/11

1995:11./ 332p
978-4-10-118504-0

本体 ¥476+税

*9784101185040*

一路<上>
浅田 次郎 著

中央公論新社

朝日新聞 2020/04/11

2013:2./ 347p
978-4-12-004471-7

本体 ¥1,600+税

*9784120044717*

一路<下>
浅田 次郎 著

中央公論新社

朝日新聞 2020/04/11

2013:2./ 330p
978-4-12-004472-4

本体 ¥1,600+税

*9784120044724*

蜩の声(講談社文芸文庫 ふ A10)
古井 由吉 著

講談社

朝日新聞 2020/04/11

2017:5./ 285p
978-4-06-290348-6

本体 ¥1,550+税

*9784062903486*
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俺の歯の話

バレリア・ルイセリ、松本 健二 著

白水社

朝日新聞 2020/04/11

2019:12./ 214p
978-4-560-09738-0

本体 ¥2,800+税

*9784560097380*

日本史のなかの「普遍」～比較から考える「明治維新」～

三谷 博 著

東京大学出版会

朝日新聞 2020/04/11

2020:2./ 9p,391p,14p
978-4-13-020157-5

本体 ¥5,000+税

*9784130201575*

それを、真の名で呼ぶならば～危機の時代と言葉の力～

レベッカ・ソルニット 著

岩波書店

朝日新聞 2020/04/11

2020:1./ 7p,236p
978-4-00-023742-0

本体 ¥2,200+税

*9784000237420*

ひとりひとりの「性」を大切にする社会へ

遠藤 まめた 著

新日本出版社

朝日新聞 2020/04/11

2020:1./ 167p
978-4-406-06434-7

本体 ¥1,500+税

*9784406064347*

ストリートアートの素顔～ニューヨーク・ライティング文化～

大山 エンリコイサム 著

青土社

朝日新聞 2020/04/11

2020:1./ 252p
978-4-7917-7243-8

本体 ¥2,600+税

*9784791772438*

英国バレエの世界

山本 康介 著

世界文化社

朝日新聞 2020/04/11

2020:3./ 222p
978-4-418-20202-7

本体 ¥1,800+税

*9784418202027*

ヤマト王権の古代学～「おおやまと」の王から倭国の王へ～

坂 靖 著

新泉社

朝日新聞 2020/04/11

2020:2./ 269p
978-4-7877-2002-3

本体 ¥2,500+税

*9784787720023*

あのころ、早稲田で(文春文庫 な 27-14)
中野 翠 著

文藝春秋

朝日新聞 2020/04/11

2020:3./ 269p
978-4-16-791465-3

本体 ¥720+税

*9784167914653*
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向田邦子ベスト・エッセイ(ちくま文庫 む 13-1)
向田 邦子 著

筑摩書房

朝日新聞 2020/04/11

2020:3./ 373p
978-4-480-43659-7

本体 ¥900+税

*9784480436597*

航空の二〇世紀～航空熱・世界大戦・冷戦～(明治大学国際武器移転史研究所
研究叢書 5)
高田 馨里 著

日本経済評論社

朝日新聞 2020/04/11

2020:3./ 9p,424p
978-4-8188-2551-2

本体 ¥6,000+税

*9784818825512*

文章読本 新装版(中公文庫 み 9-15)
三島 由紀夫 著

中央公論新社

朝日新聞 2020/04/11

2020:3./ 242p
978-4-12-206860-5

本体 ¥700+税

*9784122068605*

遅いインターネット(NEWSPICKS BOOK)
宇野 常寛 著

幻冬舎

朝日新聞 2020/04/11

2020:2./ 239p
978-4-344-03576-8

本体 ¥1,600+税

*9784344035768*

こんな、季節の味ばなし

平野 恵理子 著

山と渓谷社

朝日新聞 2020/04/11

2020:4./ 157p
978-4-635-82220-6

本体 ¥1,600+税

*9784635822206*

世界の神様解剖図鑑～神話の世界がマルわかり～

平藤 喜久子 著

エクスナレッジ

朝日新聞 2020/04/11

2020:3./ 167p
978-4-7678-2718-6

本体 ¥1,600+税

*9784767827186*

流人道中記<下>
浅田 次郎 著

中央公論新社

朝日新聞 2020/04/11、読売新聞 2020/04/19、産経新聞 2020/04/26

2020:3./ 294p
978-4-12-005263-7

本体 ¥1,700+税

*9784120052637*

流人道中記<上>
浅田 次郎 著

中央公論新社

朝日新聞 2020/04/11、読売新聞 2020/04/19、産経新聞 2020/04/26

2020:3./ 371p
978-4-12-005262-0

本体 ¥1,700+税

*9784120052620*
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一握の砂/悲しき玩具～石川啄木歌集～ 改版(新潮文庫)
石川啄木、金田一京助 著

新潮社

朝日新聞 2020/04/18

1996:12./ 273p
978-4-10-109303-1

本体 ¥430+税

*9784101093031*

虚航船団(新潮文庫)
筒井康隆 著

新潮社

朝日新聞 2020/04/18

1992:8./ 577p
978-4-10-117127-2

本体 ¥790+税

*9784101171272*

おちび

エドワード・ケアリー、古屋 美登里 著

東京創元社

朝日新聞 2020/04/18

2019:11./ 588p
978-4-488-01098-0

本体 ¥4,000+税

*9784488010980*

となりのヨンヒさん

チョン ソヨン、吉川 凪 著

集英社

朝日新聞 2020/04/18

2019:12./ 253p
978-4-08-773503-1

本体 ¥1,800+税

*9784087735031*

永遠のソール・ライター

小学館

朝日新聞 2020/04/18

2020:1./ 309p
978-4-09-682325-5

本体 ¥2,500+税

*9784096823255*

あきんど～絹屋半兵衛～(角川文庫 こ 24-10)
幸田 真音 著
KADOKAWA
朝日新聞 2020/04/18

2020:1./ 766p
978-4-04-108900-2

本体 ¥1,180+税

*9784041089002*

新実存主義(岩波新書 新赤版 1822)
マルクス・ガブリエル 著

岩波書店

朝日新聞 2020/04/18

2020:1./ 2p,210p,5p
978-4-00-431822-4

本体 ¥800+税

*9784004318224*

幕間(平凡社ライブラリー 897)
ヴァージニア・ウルフ 著

平凡社

朝日新聞 2020/04/18

2020:2./ 300p
978-4-582-76897-8

本体 ¥1,400+税

*9784582768978*
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瀕死の統計学を救え!～有意性検定から「仮説が正しい確率」へ～
豊田 秀樹 著

朝倉書店

朝日新聞 2020/04/18

2020:3./ 11p,144p
978-4-254-12255-8

本体 ¥1,800+税

*9784254122558*

雨あがる～映画化作品集～(講談社文庫 山本周五郎コレクション や 78-11)
山本 周五郎 著

講談社

朝日新聞 2020/04/18

2020:2./ 298p
978-4-06-518651-0

本体 ¥650+税

*9784065186510*

一人っ子政策と中国社会

小浜 正子 著

京都大学学術出版会

朝日新聞 2020/04/18

2020:2./ 9p,380p
978-4-8140-0262-7

本体 ¥3,000+税

*9784814002627*

日本の火山に登る～火山学者が教えるおもしろさ～(ヤマケイ新書 YS046)
及川 輝樹／山田 久美 著

山と渓谷社

朝日新聞 2020/04/18

2020:3./ 270p
978-4-635-51052-3

本体 ¥900+税

*9784635510523*

不戦条約～戦後日本の原点～

牧野 雅彦 著

東京大学出版会

朝日新聞 2020/04/18

2020:3./ 
10p,270p,11p
978-4-13-030168-8

本体 ¥3,500+税

*9784130301688*

わたしのベスト 3～作家が選ぶ名著名作～
毎日新聞出版 編

毎日新聞出版

朝日新聞 2020/04/18

2020:2./ 293p
978-4-620-32624-5

本体 ¥2,000+税

*9784620326245*

寺山修司の一九六〇年代～不可分の精神～

堀江 秀史 著

白水社

朝日新聞 2020/04/18

2020:2./ 554p
978-4-560-09750-2

本体 ¥6,800+税

*9784560097502*

人とことば(人物叢書 新装版 別冊)
日本歴史学会 編

吉川弘文館

朝日新聞 2020/04/18

2020:3./ 12p,245p
978-4-642-05399-0

本体 ¥2,100+税

*9784642053990*
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マスコミ・セクハラ白書

WiMN 著
文藝春秋

朝日新聞 2020/04/18

2020:2./ 342p
978-4-16-391152-6

本体 ¥1,600+税

*9784163911526*

ポロック生命体

瀬名 秀明 著

新潮社

朝日新聞 2020/04/18

2020:2./ 231p
978-4-10-477802-7

本体 ¥1,700+税

*9784104778027*

コーポ・ア・コーポ<1>(MeDu COMICS)
岩浪れんじ 著

ジーオーティー

朝日新聞 2020/04/18

2020:3./ 178p
978-4-8236-0039-5

本体 ¥700+税

*9784823600395*

韓国現地からの報告～セウォル号事件から文在寅政権まで～(ちくま新書 1483)
伊東 順子 著

筑摩書房

朝日新聞 2020/04/18

2020:3./ 286p
978-4-480-07302-0

本体 ¥880+税

*9784480073020*

東京ホロウアウト

福田 和代 著

東京創元社

朝日新聞 2020/04/18

2020:3./ 367p
978-4-488-02807-7

本体 ¥1,900+税

*9784488028077*

日本の最終講義

鈴木 大拙／宇野 弘蔵／大塚 久雄／桑原 武夫／貝塚 茂樹／清水 幾

太郎／遠山 啓／中村 元／芦原 義信／土居 健郎／家永 三郎／鶴見

和子／猪木 正道／河合 隼雄／梅棹 忠夫／多田 富雄／江藤 淳／網野

善彦／木田 元／加藤 周一／中嶋 嶺雄／阿部 謹也／日野原 重明 著
KADOKAWA
朝日新聞 2020/04/18

2020:3./ 756p
978-4-04-400556-6

本体 ¥4,500+税

*9784044005566*

デジタル・デモクラシーがやってくる!～AI が私たちの社会を変えるんだったら、政
治もそのままってわけにはいかないんじゃない?～
谷口 将紀／宍戸 常寿 著

中央公論新社

朝日新聞 2020/04/18

2020:3./ 251p
978-4-12-005277-4

本体 ¥1,800+税

*9784120052774*
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ストライキ 2.0～ブラック企業と闘う武器～(集英社新書 1015)
今野 晴貴 著

集英社

朝日新聞 2020/04/18

2020:3./ 254p
978-4-08-721115-3

本体 ¥860+税

*9784087211153*

手のひら～問いからはじまる～<1>
本の雑誌編集部 編

本の雑誌社

朝日新聞 2020/04/18

2020:3./ 235p
978-4-86011-440-4

本体 ¥1,600+税

*9784860114404*

ACID PLANTS～鶴仙園新世界植物写真集～
鶴仙園、靍岡 秀明 著

トゥーヴァージンズ

朝日新聞 2020/04/18

2020:3./ 151p
978-4-908406-57-7

本体 ¥3,600+税

*9784908406577*

世界でいちばん虚無な場所～旅行に幻滅した人のためのガイドブック～

ダミアン・ラッド 著

柏書房

朝日新聞 2020/04/18、東京・中日新聞 2020/04/19

2020:3./ 191p
978-4-7601-5193-6

本体 ¥1,800+税

*9784760151936*

真夏の方程式(文春文庫 ひ 13-10)
東野 圭吾 著

文藝春秋

朝日新聞 2020/04/25

2013:5./ 463p
978-4-16-711015-4

本体 ¥760+税

*9784167110154*

ナミヤ雑貨店の奇蹟(角川つばさ文庫 Bひ 1-1)
東野 圭吾 著
KADOKAWA
朝日新聞 2020/04/25

2017:9./ 398p
978-4-04-631744-5

本体 ¥780+税

*9784046317445*

はじめての暗渠散歩～水のない水辺をあるく～(ちくま文庫 ほ 25-1)
本田 創、高山 英男、吉村 生、三土 たつお 著

筑摩書房

朝日新聞 2020/04/25

2017:11./ 255p
978-4-480-43481-4

本体 ¥760+税

*9784480434814*

まちの植物のせかい～そんなふうに生きていたのね～

鈴木 純 著

雷鳥社

朝日新聞 2020/04/25

2019:9./ 238p
978-4-8441-3759-7

本体 ¥1,600+税

*9784844137597*
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片手袋研究入門～小さな落としものから読み解く都市と人～

石井 公二 著

実業之日本社

朝日新聞 2020/04/25

2019:12./ 191p
978-4-408-33865-1

本体 ¥2,400+税

*9784408338651*

開封・戦後日本の印刷広告～『プレスアルト』同梱広告傑作選<1949-1977>～
竹内 幸絵 編

石田 あゆう／植木 啓子／北廣 麻貴／熊倉 一紗／佐藤 守弘／寺本 美奈子

／松實 輝彦／村瀬 敬子／輪島 裕介 著

創元社

朝日新聞 2020/04/25

2020:3./ 237p
978-4-422-21019-3

本体 ¥4,500+税

*9784422210193*

100人の作家で知るラテンアメリカ文学ガイドブック
寺尾 隆吉 著

勉誠出版

朝日新聞 2020/04/25

2020:1./ 14p,231p
978-4-585-29194-7

本体 ¥2,800+税

*9784585291947*

ふたりの約束～アウシュヴィッツの 3つの金貨～
プニーナ・ツヴィ、マーギー・ウォルフ 著

西村書店

朝日新聞 2020/04/25

2020:1./ 34p
978-4-86706-006-3

本体 ¥1,600+税

*9784867060063*

おひめさまになったワニ(世界傑作童話シリーズ)
ローラ・エイミー・シュリッツ 著

福音館書店

朝日新聞 2020/04/25

2020:2./ 79p
978-4-8340-8446-7

本体 ¥1,600+税

*9784834084467*

非国民文学論

田中 綾 著

青弓社

朝日新聞 2020/04/25

2020:2./ 230p
978-4-7872-9252-0

本体 ¥2,400+税

*9784787292520*

斎藤氏四代～人天を守護し、仏想を伝えず～(ミネルヴァ日本評伝選)
木下 聡 著

ミネルヴァ書房

朝日新聞 2020/04/25

2020:2./ 
18p,314p,13p
978-4-623-08808-9

本体 ¥3,500+税

*9784623088089*

アルス・ロンガ～美術家たちの記憶の戦略～

ペーター・シュプリンガー／前川 久美子 著

工作舎

朝日新聞 2020/04/25

2020:2./ 348p
978-4-87502-517-7

本体 ¥4,500+税

*9784875025177*
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女たちの中東ロジャヴァの革命～民主的自治とジェンダーの平等～

ミヒャエル・クナップ／アーニャ・フラッハ／エルジャン・アイボーワ 著

青土社

朝日新聞 2020/04/25

2020:2./ 430p,36p
978-4-7917-7253-7

本体 ¥3,200+税

*9784791772537*

日本文法 口語篇・文語篇(講談社学術文庫 2607)
時枝 誠記 著

講談社

朝日新聞 2020/04/25

2020:3./ 765p
978-4-06-519009-8

本体 ¥2,290+税

*9784065190098*

日本 JAZZ地図(散歩の達人 POCKET)
交通新聞社

朝日新聞 2020/04/25

2020:3./ 207p
978-4-330-03620-5

本体 ¥1,600+税

*9784330036205*

先生も大変なんです～いまどきの学校と教師のホンネ～

江澤 隆輔 著

岩波書店

朝日新聞 2020/04/25

2020:3./ 11p,160p
978-4-00-061397-2

本体 ¥1,800+税

*9784000613972*

コピーボーイ(STAMP BOOKS)
ヴィンス・ヴォーター 著

岩波書店

朝日新聞 2020/04/25

2020:3./ 302p
978-4-00-116420-6

本体 ¥1,800+税

*9784001164206*

アナザー1964～パラリンピック序章～
稲泉 連 著

小学館

朝日新聞 2020/04/25

2020:3./ 303p
978-4-09-388740-3

本体 ¥1,700+税

*9784093887403*

勝間式超ロジカル料理～ラクしておいしく、太らない!～
勝間 和代 著

アチーブメント出版

朝日新聞 2020/04/25

2020:3./ 190p
978-4-86643-065-2

本体 ¥1,300+税

*9784866430652*

誤作動する脳(シリーズケアをひらく)
樋口 直美 著

医学書院

朝日新聞 2020/04/25

2020:3./ 248p
978-4-260-04206-2

本体 ¥2,000+税

*9784260042062*
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クスノキの番人

東野 圭吾 著

実業之日本社

朝日新聞 2020/04/25

2020:3./ 451p
978-4-408-53756-6

本体 ¥1,800+税

*9784408537566*

東京百景(角川文庫 ま 48-1)
又吉 直樹 著
KADOKAWA
朝日新聞 2020/04/25

2020:4./ 301p
978-4-04-896770-9

本体 ¥660+税

*9784048967709*

宮沢賢治の真実～修羅を生きた詩人～(新潮文庫 こ-70-1)
今野 勉 著

新潮社

朝日新聞 2020/04/25

2020:4./ 509p
978-4-10-101971-0

本体 ¥800+税

*9784101019710*

新・大学でなにを学ぶか(岩波ジュニア新書 912)
上田 紀行 編

岩波書店

東京・中日新聞 2020/04/05

2020:2./ 15p,195p
978-4-00-500912-1

本体 ¥860+税

*9784005009121*

国策不捜査～「森友事件」の全貌～

籠池 泰典／赤澤 竜也 著

文藝春秋

東京・中日新聞 2020/04/05

2020:2./ 483p
978-4-16-391176-2

本体 ¥1,700+税

*9784163911762*

国策落語はこうして作られ消えた

柏木 新 著

本の泉社

東京・中日新聞 2020/04/05

2020:2./ 255p
978-4-7807-1959-8

本体 ¥2,000+税

*9784780719598*

ピアノの近代史～技術革新、世界市場、日本の発展～

井上 さつき 著

中央公論新社

東京・中日新聞 2020/04/05、読売新聞 2020/04/12

2020:2./ 268p
978-4-12-005267-5

本体 ¥2,900+税

*9784120052675*

メメント・モリ～死を想え～

藤原 新也 著

朝日新聞出版

東京・中日新聞 2020/04/12

2018:12./ 174p
978-4-02-251571-1

本体 ¥1,500+税

*9784022515711*
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歴史人口学事始め～記録と記憶の九〇年～(ちくま新書 1475)
速水 融 著

筑摩書房

東京・中日新聞 2020/04/12

2020:2./ 332p
978-4-480-07299-3

本体 ¥1,000+税

*9784480072993*

プロ野球の誕生～迫りくる戦時体制と職業野球～

中西 満貴典 著

彩流社

東京・中日新聞 2020/04/12

2020:2./ 221p
978-4-7791-2657-4

本体 ¥3,000+税

*9784779126574*

死を想え(メメント・モリ)!多死社会ニッポンの現場を歩く
中日新聞社会部 編

ヘウレーカ

東京・中日新聞 2020/04/12

2020:3./ 265p
978-4-909753-07-6

本体 ¥1,800+税

*9784909753076*

私にとっての介護～生きることの一部として～

岩波書店編集部 編

岩波書店

東京・中日新聞 2020/04/19

2020:1./ 11p,194p
978-4-00-061384-2

本体 ¥1,700+税

*9784000613842*

農福連携が農業と地域をおもしろくする

吉田 行郷／里見 喜久夫／季刊『コトノネ』編集部 著

コトノネ生活

東京・中日新聞 2020/04/19

2020:1./ 263p
978-4-907140-31-1

本体 ¥1,800+税

*9784907140311*

結ばれたロープ

ロジェ・フリゾン=ロッシュ／フィリップ・クローデル 著

みすず書房

東京・中日新聞 2020/04/19

2020:2./ 11p,392p
978-4-622-08881-3

本体 ¥3,800+税

*9784622088813*

未熟児を陳列した男～新生児医療の奇妙なはじまり～

ドーン・ラッフェル 著

原書房

東京・中日新聞 2020/04/19

2020:2./ 287p,13p
978-4-562-05731-3

本体 ¥2,400+税

*9784562057313*

ポラリスが降り注ぐ夜

李 琴峰 著

筑摩書房

東京・中日新聞 2020/04/19

2020:2./ 265p
978-4-480-80492-1

本体 ¥1,600+税

*9784480804921*
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サンセット・パーク

ポール・オースター 著

新潮社

東京・中日新聞 2020/04/26

2020:2./ 276p
978-4-10-521721-1

本体 ¥2,200+税

*9784105217211*

ファシズムはどこからやってくるか

ジェイソン・スタンリー 著

青土社

東京・中日新聞 2020/04/26

2020:2./ 223p,13p
978-4-7917-7251-3

本体 ¥2,000+税

*9784791772513*

凧(世界浪曼派)
ロマン・ガリ 著

共和国/editorial republica
東京・中日新聞 2020/04/26

2020:2./ 313p
978-4-907986-61-2

本体 ¥2,700+税

*9784907986612*

萩尾望都と竹宮惠子～大泉サロンの少女マンガ革命～(幻冬舎新書 な-1-13)
中川 右介 著

幻冬舎

東京・中日新聞 2020/04/26

2020:3./ 349p
978-4-344-98586-5

本体 ¥940+税

*9784344985865*

学び舎(遺したい日本の風景 7)
日本風景写真協会会員 著

光村推古書院

読売新聞 2020/04/05

2012:5./ 95p
978-4-8381-9986-0

本体 ¥2,200+税

*9784838199860*

カンディード(光文社古典新訳文庫 KAウ 8-1)
ヴォルテール、斉藤 悦則 著

光文社

読売新聞 2020/04/05

2015:10./ 293p
978-4-334-75319-1

本体 ¥980+税

*9784334753191*

日本の美しい小学校

山崎 鯛介、小林 正泰、立花 美緒 著

エクスナレッジ

読売新聞 2020/04/05

2016:12./ 137p
978-4-7678-2240-2

本体 ¥1,800+税

*9784767822402*

日本木造校舎大全～懐かし校舎をめぐる旅～

角皆 尚宏 著

辰巳出版

読売新聞 2020/04/05

2017:4./ 125p
978-4-7778-1862-4

本体 ¥1,500+税

*9784777818624*
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世界の美しい学校

パイインターナショナル 著

パイインターナショナル

読売新聞 2020/04/05

2019:4./ 189p
978-4-7562-5191-6

本体 ¥1,850+税

*9784756251916*

ブッシュマンの民話

田中 二郎 著

京都大学学術出版会

読売新聞 2020/04/05

2020:1./ 19p,265p
978-4-8140-0249-8

本体 ¥2,800+税

*9784814002498*

踏み跡にたたずんで

小野 正嗣 著

毎日新聞出版

読売新聞 2020/04/05

2020:2./ 217p
978-4-620-10846-9

本体 ¥1,700+税

*9784620108469*

「江戸大地震之図」を読む(角川選書 629)
杉森 玲子 著
KADOKAWA
読売新聞 2020/04/05

2020:1./ 261p
978-4-04-703648-2

本体 ¥1,800+税

*9784047036482*

ジャック・デリダ～死後の生を与える～

宮﨑 裕助 著

岩波書店

読売新聞 2020/04/05

2020:1./ 
12p,341p,12p
978-4-00-061385-9

本体 ¥3,600+税

*9784000613859*

友だち(CREST BOOKS)
シーグリッド・ヌーネス 著

新潮社

読売新聞 2020/04/05

2020:1./ 253p
978-4-10-590163-9

本体 ¥2,000+税

*9784105901639*

人生の 1冊の絵本(岩波新書 新赤版 1828)
柳田 邦男 著

岩波書店

読売新聞 2020/04/05

2020:2./ 6p,338p,3p
978-4-00-431828-6

本体 ¥980+税

*9784004318286*

憲法講話～24の入門講義～
長谷部 恭男 著

有斐閣

読売新聞 2020/04/05

2020:3./ 15p,442p
978-4-641-22782-8

本体 ¥2,500+税

*9784641227828*



24

誰かに教えたくなるレトロ建築の話(潮新書 033)
門井 慶喜／奈良岡 聰智 著

潮出版社

読売新聞 2020/04/05

2020:3./ 245p
978-4-267-02238-8

本体 ¥820+税

*9784267022388*

約束の川(ヤマケイ文庫)
湯川 豊 著

山と渓谷社

読売新聞 2020/04/05

2020:3./ 267p
978-4-635-04870-5

本体 ¥950+税

*9784635048705*

卒寿の自画像～わが人生の賛歌～

中西 進／鵜飼 哲夫 著

東京書籍

読売新聞 2020/04/05

2020:4./ 237p
978-4-487-81339-1

本体 ¥1,400+税

*9784487813391*

木下杢太郎『食後の唄』注釈・作品論

有光 隆司／小林 幸夫／林 廣親／松村 友視 著

笠間書院

読売新聞 2020/04/05

2020:1./ 9p,783p,26p
978-4-305-70900-4

本体 ¥9,800+税

*9784305709004*

不平等と再分配の経済学～格差縮小に向けた財政政策～

トマ・ピケティ 著

明石書店

読売新聞 2020/04/05

2020:2./ 225p
978-4-7503-4975-6

本体 ¥2,400+税

*9784750349756*

移植医たち(新潮文庫 た-79-9)
谷村 志穂 著

新潮社

読売新聞 2020/04/05

2020:3./ 537p
978-4-10-113259-4

本体 ¥850+税

*9784101132594*

理不尽な国ニッポン

ジャン=マリ・ブイス 著

河出書房新社

読売新聞 2020/04/05

2020:3./ 371p
978-4-309-20795-7

本体 ¥2,500+税

*9784309207957*

よその島

井上 荒野 著

中央公論新社

読売新聞 2020/04/05

2020:3./ 315p
978-4-12-005281-1

本体 ¥1,700+税

*9784120052811*
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人魚の石(徳間文庫 た 68-1)
田辺青蛙 著

徳間書店

読売新聞 2020/04/05

2020:3./ 296p
978-4-19-894546-6

本体 ¥690+税

*9784198945466*

ヅカメン!～お父ちゃんたちの宝塚～(祥伝社文庫 み 19-1)
宮津大蔵 著

祥伝社

読売新聞 2020/04/05

2020:3./ 341p
978-4-396-34612-6

本体 ¥700+税

*9784396346126*

ザリガニの鳴くところ

ディーリア・オーエンズ 著

早川書房

読売新聞 2020/04/05、毎日新聞 2020/04/18、産経新聞 2020/04/26

2020:3./ 511p
978-4-15-209919-8

本体 ¥1,900+税

*9784152099198*

こんなとき私はどうしてきたか(シリーズケアをひらく)
中井 久夫 著

医学書院

読売新聞 2020/04/12

2007:5./ 233p
978-4-260-00457-2

本体 ¥2,000+税

*9784260004572*

流行性感冒～「スペイン風邪」大流行の記録～(東洋文庫)
内務省衛生局 著

平凡社

読売新聞 2020/04/12

2008:9./ 454p
978-4-582-80778-3

本体 ¥3,000+税

*9784582807783*

史上最悪のインフルエンザ～忘れられたパンデミック～

アルフレッド・W.クロスビー 著

みすず書房

読売新聞 2020/04/12

2009:1./ 435p,55p
978-4-622-07452-6

本体 ¥4,400+税

*9784622074526*

天災と国防(講談社学術文庫 2057)
寺田 寅彦 著

講談社

読売新聞 2020/04/12

2011:6./ 204p
978-4-06-292057-5

本体 ¥780+税

*9784062920575*

許される悪はあるのか?～テロの時代の政治と倫理～
マイケル・イグナティエフ、添谷 育志、金田 耕一 著

風行社

読売新聞 2020/04/12

2011:12./ 
8p,371p,15p
978-4-938662-83-7

本体 ¥3,000+税

*9784938662837*
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ホット・ゾーン～「エボラ出血熱」制圧に命を懸けた人々～

リチャード・プレストン 著

飛鳥新社

読売新聞 2020/04/12

2014:10./ 465p
978-4-86410-367-1

本体 ¥1,204+税

*9784864103671*

妻が椎茸だったころ(講談社文庫 な 70-5)
中島 京子 著

講談社

読売新聞 2020/04/12

2016:12./ 174p
978-4-06-293550-0

本体 ¥550+税

*9784062935500*

月岡草飛の謎

松浦 寿輝 著

文藝春秋

読売新聞 2020/04/12

2020:2./ 296p
978-4-16-391172-4

本体 ¥2,000+税

*9784163911724*

近代日本の外交史料を読む(史料で読み解く日本史 3)
熊本 史雄 著

ミネルヴァ書房

読売新聞 2020/04/12

2020:2./ 14p,394p,5p
978-4-623-08789-1

本体 ¥5,000+税

*9784623087891*

ザ・フォックス

フレデリック・フォーサイス 著
KADOKAWA
読売新聞 2020/04/12

2020:3./ 285p
978-4-04-108878-4

本体 ¥1,800+税

*9784041088784*

もし今夜ぼくが死んだら、(ハヤカワ・ミステリ文庫 HM 476-1)
アリソン・ゲイリン 著

早川書房

読売新聞 2020/04/12

2020:3./ 492p
978-4-15-184001-2

本体 ¥1,260+税

*9784151840012*

三島由紀夫(Century Books 人と思想 197)
熊野 純彦 著

清水書院

読売新聞 2020/04/12

2020:2./ 276p,6p
978-4-389-42197-7

本体 ¥1,200+税

*9784389421977*

貨幣論の革新者たち～貨幣と信用の理論と歴史～

古川 顕 著

ナカニシヤ出版

読売新聞 2020/04/12

2020:3./ 8p,246p
978-4-7795-1422-7

本体 ¥3,500+税

*9784779514227*
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患者になった名医たちの選択(朝日新書 755)
塚崎 朝子 著

朝日新聞出版

読売新聞 2020/04/12

2020:3./ 274p
978-4-02-295060-4

本体 ¥850+税

*9784022950604*

段落論～日本語の「わかりやすさ」の決め手～(光文社新書 1051)
石黒 圭 著

光文社

読売新聞 2020/04/12

2020:2./ 255p
978-4-334-04461-9

本体 ¥820+税

*9784334044619*

聞き書緒方貞子回顧録(岩波現代文庫 社会 319)
野林 健／納家 政嗣 編

岩波書店

読売新聞 2020/04/12

2020:3./ 14p,356p
978-4-00-603319-4

本体 ¥1,540+税

*9784006033194*

白の闇(河出文庫 サ 6-1)
ジョゼ・サラマーゴ 著

河出書房新社

読売新聞 2020/04/12

2020:3./ 421p
978-4-309-46711-5

本体 ¥1,300+税

*9784309467115*

たこ焼きの岸本(ハルキ文庫 は 12-2)
蓮見恭子 著

角川春樹事務所

読売新聞 2020/04/12

2020:3./ 280p
978-4-7584-4329-6

本体 ¥660+税

*9784758443296*

社会のしんがり

駒村 康平 著

新泉社

読売新聞 2020/04/12

2020:3./ 460p
978-4-7877-2003-0

本体 ¥2,800+税

*9784787720030*

マルクス・ガブリエル欲望の時代を哲学する<2> 自由と闘争のパラドックスを越え
て(NHK出版新書 620)
丸山 俊一／ＮＨＫ「欲望の時代の哲学」制作班 著

ＮＨＫ出版

読売新聞 2020/04/12

2020:4./ 218p
978-4-14-088620-5

本体 ¥800+税

*9784140886205*

13～ハンセン病療養所からの言葉～
石井 正則 著

トランスビュー

読売新聞 2020/04/12

2020:3./ 159p
978-4-7987-0177-6

本体 ¥2,900+税

*9784798701776*
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MISSING～失われているもの～
村上 龍 著

新潮社

読売新聞 2020/04/12、産経新聞 2020/04/19、日本経済新聞 2020/04/25

2020:3./ 259p
978-4-10-393402-8

本体 ¥1,500+税

*9784103934028*

こちら、苦手レスキューQQQ!
小島ケイタニーラブ 著

白水社

読売新聞 2020/04/12、朝日新聞 2020/04/18

2020:3./ 139p
978-4-560-09734-2

本体 ¥1,700+税

*9784560097342*

カミング・プレイグ～迫りくる病原体の恐怖～<下>
ローリー・ギャレット 著

河出書房新社

読売新聞 2020/04/19

2000:11./ 462p,22p
978-4-309-25131-8

本体 ¥2,400+税

*9784309251318*

半島を出よ<上>(幻冬舎文庫)
村上 龍 著

幻冬舎

読売新聞 2020/04/19

2007:8./ 509p
978-4-344-41000-8

本体 ¥724+税

*9784344410008*

半島を出よ<下>(幻冬舎文庫)
村上 龍 著

幻冬舎

読売新聞 2020/04/19

2007:8./ 591p
978-4-344-41001-5

本体 ¥762+税

*9784344410015*

精神病院の社会史

金川 英雄、堀 みゆき 著

青弓社

読売新聞 2020/04/19

2009:10./ 204p
978-4-7872-3304-2

本体 ¥2,800+税

*9784787233042*

ペスト大流行～ヨ－ロッパ中世の崩壊～(岩波新書 黄版 225）
村上 陽一郎 著

岩波書店

読売新聞 2020/04/19

1983:3./ 192p
978-4-00-420225-7

本体 ¥760+税

*9784004202257*

結核の文化史～近代日本における病のイメージ～

福田 眞人 著

名古屋大学出版会

読売新聞 2020/04/19

1995:2./ 398p,31p
978-4-8158-0246-2

本体 ¥4,500+税

*9784815802462*
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ダイイング・アイ

東野 圭吾 著

光文社

読売新聞 2020/04/19

2011:1./ 408P
978-4-334-74896-8

本体 ¥667+税

*9784334748968*

流星の絆(講談社文庫 ひ１７-２７）
東野 圭吾 著

講談社

読売新聞 2020/04/19

2011:4./ 617p
978-4-06-276920-4

本体 ¥920+税

*9784062769204*

銃・病原菌・鉄～一万三〇〇〇年にわたる人類史の謎～<上巻>(草思社文庫 ダ

1-1）
ジャレド・ダイアモンド 著

草思社

読売新聞 2020/04/19

2012:2./ 395p,17p
978-4-7942-1878-0

本体 ¥900+税

*9784794218780*

銃・病原菌・鉄～一万三〇〇〇年にわたる人類史の謎～<下巻>(草思社文庫 ダ
1-2)
ジャレド・ダイアモンド 著

草思社

読売新聞 2020/04/19

2012:2./ 412p,18p
978-4-7942-1879-7

本体 ¥900+税

*9784794218797*

プラチナデータ(幻冬舎文庫 ひ-17-1)
東野 圭吾 著

幻冬舎

読売新聞 2020/04/19

2012:7./ 493p
978-4-344-41884-4

本体 ¥724+税

*9784344418844*

共喰い(集英社文庫 た 82-1)
田中 慎弥 著

集英社

読売新聞 2020/04/19

2013:1./ 205p
978-4-08-745023-1

本体 ¥500+税

*9784087450231*

ナミヤ雑貨店の奇蹟(角川文庫 ひ 16-9)
東野 圭吾 著
KADOKAWA
読売新聞 2020/04/19

2014:11./ 413p
978-4-04-101451-6

本体 ¥680+税

*9784041014516*

疾風ロンド

東野 圭吾 著

実業之日本社

読売新聞 2020/04/19

2014:12./ 364p
978-4-408-53660-6

本体 ¥1,600+税

*9784408536606*
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ペストの記憶(英国十八世紀文学叢書 3)
ダニエル・デフォー 著

研究社

読売新聞 2020/04/19

2017:9./ 5p,365p
978-4-327-18053-9

本体 ¥3,500+税

*9784327180539*

モンテーニュ～人生を旅するための 7章～(岩波新書 新赤版 1786)
宮下 志朗 著

岩波書店

読売新聞 2020/04/19

2019:7./ 8p,227p,12p
978-4-00-431786-9

本体 ¥840+税

*9784004317869*

誰も気づかなかった子育て心理学～基本的自尊感情を育む～

近藤 卓 著

金子書房

読売新聞 2020/04/19

2020:1./ 8p,139p
978-4-7608-2845-6

本体 ¥1,600+税

*9784760828456*

三浦半島の医療史～国公立病院の源流をたどる～

金川 英雄 著

青弓社

読売新聞 2020/04/19

2020:1./ 149p
978-4-7872-3464-3

本体 ¥2,400+税

*9784787234643*

東京の美しい本屋さん

田村 美葉 著

エクスナレッジ

読売新聞 2020/04/19

2019:12./ 155p
978-4-7678-2703-2

本体 ¥1,600+税

*9784767827032*

オーケストラ～知りたかったことのすべて～

クリスチャン・メルラン 著

みすず書房

読売新聞 2020/04/19

2020:2./ 541p,55p
978-4-622-08877-6

本体 ¥6,000+税

*9784622088776*

ジェイムズ・リー・バイヤーズ刹那の美

坂上しのぶ 著

青幻舎

読売新聞 2020/04/19

2020:1./ 207p
978-4-86152-768-5

本体 ¥3,800+税

*9784861527685*

博物館と文化財の危機

岩城 卓二／高木 博志 著

人文書院

読売新聞 2020/04/19

2020:2./ 194p
978-4-409-24131-8

本体 ¥2,300+税

*9784409241318*
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未来のルーシー～人間は動物にも植物にもなれる～

中沢 新一／山極 寿一 著

青土社

読売新聞 2020/04/19

2020:2./ 230p
978-4-7917-7252-0

本体 ¥1,800+税

*9784791772520*

漱石文体見本帳

北川 扶生子 著

勉誠出版

読売新聞 2020/04/19

2020:1./ 270p,4p
978-4-585-29189-3

本体 ¥2,800+税

*9784585291893*

閉ざされた扉をこじ開ける～排除と貧困に抗うソーシャルアクション～(朝日新書
754)
稲葉 剛 著

朝日新聞出版

読売新聞 2020/04/19

2020:3./ 218p
978-4-02-295059-8

本体 ¥790+税

*9784022950598*

ねなしぐさ～平賀源内の殺人～

乾 緑郎 著

宝島社

読売新聞 2020/04/19

2020:2./ 249p
978-4-299-00068-2

本体 ¥1,500+税

*9784299000682*

地に這うものの記録

田中 慎弥 著

文藝春秋

読売新聞 2020/04/19

2020:3./ 395p
978-4-16-391183-0

本体 ¥2,250+税

*9784163911830*

「無罪」を見抜く～裁判官・木谷明の生き方～(岩波現代文庫 社会 320)
木谷 明／山田 隆司／嘉多山 宗 著

岩波書店

読売新聞 2020/04/19

2020:3./ 17p,429p,2p
978-4-00-603320-0

本体 ¥1,680+税

*9784006033200*

なみだふるはな(河出文庫 い 31-2)
石牟礼 道子、藤原 新也 著

河出書房新社

読売新聞 2020/04/19

2020:3./ 217p
978-4-309-41736-3

本体 ¥850+税

*9784309417363*

戦争期少女日記～自由学園・自由画教育・中島飛行機～

高良 留美子 編

高良 真木 著

教育史料出版会

読売新聞 2020/04/19

2020:2./ 567p
978-4-87652-540-9

本体 ¥3,500+税

*9784876525409*
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哲学の先生と人生の話をしよう(朝日文庫 こ 41-1)
國分功一郎 著

朝日新聞出版

読売新聞 2020/04/19

2020:4./ 270p
978-4-02-262008-8

本体 ¥680+税

*9784022620088*

オリバー・ツイスト(光文社古典新訳文庫 KAテ 1-4)
ディケンズ 著

光文社

読売新聞 2020/04/19

2020:3./ 863p
978-4-334-75421-1

本体 ¥1,600+税

*9784334754211*

雑文の巨人(マエストロ)草森紳一
柴橋 伴夫 著

未知谷

読売新聞 2020/04/19

2020:3./ 267p
978-4-89642-606-9

本体 ¥3,000+税

*9784896426069*

白夜行(集英社文庫)
東野 圭吾 著

集英社

読売新聞 2020/04/19、朝日新聞 2020/04/25

2002:5./ 860p
978-4-08-747439-8

本体 ¥1,000+税

*9784087474398*

容疑者Ｘの献身(文春文庫)
東野 圭吾 著

文芸春秋

読売新聞 2020/04/19、朝日新聞 2020/04/25

2008:8./ 394p
978-4-16-711012-3

本体 ¥700+税

*9784167110123*

赤い高粱(岩波現代文庫)
莫言、井口 晃 著

岩波書店

読売新聞 2020/04/26

2003:12./ 328p
978-4-00-602079-8

本体 ¥1,040+税

*9784006020798*

火の山～山猿記～<上>(講談社文庫)
津島 佑子 著

講談社

読売新聞 2020/04/26

2006:1./ 653p
978-4-06-275296-1

本体 ¥857+税

*9784062752961*

たわむれ(チェーホフ・コレクション)
アントン・P.チェーホフ、ユーリー・リブハーベル 著

未知谷

読売新聞 2020/04/26

2006:2./ 55p
978-4-89642-149-1

本体 ¥2,000+税

*9784896421491*
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山を走る女(講談社文芸文庫)
津島 佑子 著

講談社

読売新聞 2020/04/26

2006:4./ 403p
978-4-06-198438-7

本体 ¥1,500+税

*9784061984387*

すゞしろ日記

山口 晃 著

羽鳥書店

読売新聞 2020/04/26

2009:7./ 159p
978-4-904702-00-0

本体 ¥2,500+税

*9784904702000*

岬(文春文庫)
中上 健次 著

文芸春秋

読売新聞 2020/04/26

1978:12./ 267p
978-4-16-720701-4

本体 ¥530+税

*9784167207014*

土を喰う日々～わが精進十二ヵ月～(新潮文庫)
水上 勉 著

新潮社

読売新聞 2020/04/26

1982:8./ 235p
978-4-10-114115-2

本体 ¥520+税

*9784101141152*

荻窪風土記 改版(新潮文庫 い-4-8)
井伏 鱒二 著

新潮社

読売新聞 2020/04/26

2014:11./ 302p
978-4-10-103408-9

本体 ¥490+税

*9784101034089*

逢魔物語(講談社文芸文庫)
津島佑子 著

講談社

読売新聞 2020/04/26

1989:2./ 354p
978-4-06-196038-1

本体 ¥738+税

*9784061960381*

学習漫画 世界の伝記～集英社版～<28> ニュートン
集英社

読売新聞 2020/04/26

1993:3./ 141p
978-4-08-240028-6

本体 ¥900+税

*9784082400286*

トットの欠落帖(新潮文庫)
黒柳徹子 著

新潮社

読売新聞 2020/04/26

1993:8./ 371p
978-4-10-133405-9

本体 ¥630+税

*9784101334059*
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楽天少女通ります(私の履歴書)
田辺 聖子 著

日本経済新聞出版社

読売新聞 2020/04/26

1998:4./ 268p
978-4-532-16249-8

本体 ¥1,500+税

*9784532162498*

紀州～木の国・根の国物語～(小学館文庫)
中上 健次 著

小学館

読売新聞 2020/04/26

1999:1./ 349p
978-4-09-402613-9

本体 ¥752+税

*9784094026139*

雲のカタログ～空がわかる全種分類図鑑～

村井 昭夫、鵜山 義晃 著

草思社

読売新聞 2020/04/26

2011:5./ 143p
978-4-7942-1823-0

本体 ¥1,900+税

*9784794218230*

赤い高粱<続>(岩波現代文庫)
莫言、井口 晃 著

岩波書店

読売新聞 2020/04/26

2013:3./ 5p,427p
978-4-00-602217-4

本体 ¥1,280+税

*9784006022174*

すゞしろ日記<2>
山口 晃 著

羽鳥書店

読売新聞 2020/04/26

2013:11./ 135p
978-4-904702-43-7

本体 ¥2,200+税

*9784904702437*

栞と紙魚子<1>(Nemuki+コミックス)
諸星 大二郎 著

朝日新聞出版

読売新聞 2020/04/26

2014:11./ 354p
978-4-02-214158-3

本体 ¥1,000+税

*9784022141583*

枯木灘 新装新版(河出文庫 な 1-1)
中上 健次 著

河出書房新社

読売新聞 2020/04/26

2015:1./ 437p
978-4-309-41339-6

本体 ¥740+税

*9784309413396*

十九歳の地図 新装新版(河出文庫 な 1-2)
中上 健次 著

河出書房新社

読売新聞 2020/04/26

2015:1./ 256p
978-4-309-41340-2

本体 ¥620+税

*9784309413402*
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るきさん

高野 文子 著

筑摩書房

読売新聞 2020/04/26

2015:6./ 120p
978-4-480-88808-2

本体 ¥1,600+税

*9784480888082*

今昔物語集～全現代語訳～<本朝世俗篇上>(講談社学術文庫 2372)
講談社

読売新聞 2020/04/26

2016:6./ 581p
978-4-06-292372-9

本体 ¥1,680+税

*9784062923729*

今昔物語集～全現代語訳～<本朝世俗篇下>(講談社学術文庫 2373)
講談社

読売新聞 2020/04/26

2016:8./ 749p
978-4-06-292373-6

本体 ¥1,950+税

*9784062923736*

路上のジャズ(中公文庫 な 29-2)
中上 健次 著

中央公論新社

読売新聞 2020/04/26

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

本体 ¥900+税

*9784122062702*

蟬しぐれ<上>(文春文庫 ふ 1-63)
藤沢 周平 著

文藝春秋

読売新聞 2020/04/26

2017:1./ 302p
978-4-16-790773-0

本体 ¥660+税

*9784167907730*

蟬しぐれ<下>(文春文庫 ふ 1-64)
藤沢 周平 著

文藝春秋

読売新聞 2020/04/26

2017:1./ 284p
978-4-16-790774-7

本体 ¥650+税

*9784167907747*

読鉄全書～TRAIN MEMORIES 50～
池内紀／松本典久 著

東京書籍

読売新聞 2020/04/26

2018:2./ 477p
978-4-487-81088-8

本体 ¥1,900+税

*9784487810888*

ジャッカ・ドフニ～海の記憶の物語～<上>(集英社文庫 つ 22-1)
津島 佑子 著

集英社

読売新聞 2020/04/26

2018:2./ 323p
978-4-08-745702-5

本体 ¥700+税

*9784087457025*
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ジャッカ・ドフニ～海の記憶の物語～<下>(集英社文庫 つ 22-2)
津島 佑子 著

集英社

読売新聞 2020/04/26

2018:2./ 345p
978-4-08-745703-2

本体 ¥740+税

*9784087457032*

すゞしろ日記<3>
山口 晃 著

羽鳥書店

読売新聞 2020/04/26

2018:2./ 151p
978-4-904702-69-7

本体 ¥2,300+税

*9784904702697*

愛なき世界

三浦 しをん 著

中央公論新社

読売新聞 2020/04/26

2018:9./ 447p
978-4-12-005112-8

本体 ¥1,600+税

*9784120051128*

春のお辞儀 新装版

長嶋 有 著

書肆侃侃房

読売新聞 2020/04/26

2019:4./ 154p
978-4-86385-363-8

本体 ¥1,500+税

*9784863853638*

東京懐かし写真帖(中公新書ラクレ 659)
読売新聞都内版編集室 編

秋山 武雄 著

中央公論新社

読売新聞 2020/04/26

2019:6./ 317p
978-4-12-150659-7

本体 ¥1,100+税

*9784121506597*

季節のない街 第 2版(新潮文庫 や-3-12)
山本 周五郎 著

新潮社

読売新聞 2020/04/26

2019:7./ 467p
978-4-10-113490-1

本体 ¥670+税

*9784101134901*

しばいぬのあたちたち

あたちたち 著
KADOKAWA
読売新聞 2020/04/26

2019:7./ 126p
978-4-04-912703-4

本体 ¥980+税

*9784049127034*

温泉まんが(ちくま文庫 や 50-4)
山田 英生 編

筑摩書房

読売新聞 2020/04/26

2019:10./ 349p
978-4-480-43631-3

本体 ¥780+税

*9784480436313*
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おやつとスプーン

川地 あや香 著

パイインターナショナル

読売新聞 2020/04/26

2019:12./ 127p
978-4-7562-5230-2

本体 ¥1,500+税

*9784756252302*

鮪立の海(文春文庫 く 29-6)
熊谷 達也 著

文藝春秋

読売新聞 2020/04/26

2020:4./ 439p
978-4-16-791472-1

本体 ¥930+税

*9784167914721*

考えない台所(祥伝社黄金文庫 Gた 25-1)
高木ゑみ 著

祥伝社

読売新聞 2020/04/26

2020:3./ 223p
978-4-396-31779-9

本体 ¥750+税

*9784396317799*

逃げるな新人外科医～泣くな研修医 2～(幻冬舎文庫 な-46-2)
中山祐次郎 著

幻冬舎

読売新聞 2020/04/26

2020:4./ 405p
978-4-344-42969-7

本体 ¥710+税

*9784344429697*

統計力学

久保 亮五 著

共立出版

日本経済新聞 2020/04/04

2003:6./ 234p,9p
978-4-320-03423-5

本体 ¥2,700+税

*9784320034235*

偽書「東日流外三郡誌」事件(新人物文庫)
斉藤 光政 著

新人物往来社

日本経済新聞 2020/04/04

2009:12./ 447p
978-4-404-03782-4

本体 ¥762+税

*9784404037824*

国家独占資本主義(UP選書)
大内力 著

東京大学出版会

日本経済新聞 2020/04/04

1970:1./ 282p
978-4-13-005062-3

本体 ¥1,200+税

*9784130050623*

風土～人間学的考察～(岩波文庫 青 144-2)
和辻哲郎 著

岩波書店

日本経済新聞 2020/04/04

1979:5./ 299p
978-4-00-331442-5

本体 ¥1,010+税

*9784003314425*
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悲劇の誕生(岩波文庫)
フリードリヒ・ヴィルヘルム・ニーチェ 著

岩波書店

日本経済新聞 2020/04/04

1966:6./ 265p
978-4-00-336391-1

本体 ¥900+税

*9784003363911*

ちいさいおうち 改版(岩波の子どもの本)
バージニア・リー・バートン 著

岩波書店

日本経済新聞 2020/04/04

1991:1.
978-4-00-115106-0

本体 ¥800+税

*9784001151060*

経済原論(岩波文庫 34-151-2)
宇野 弘蔵 著

岩波書店

日本経済新聞 2020/04/04

2016:1./ 273p,12p
978-4-00-341512-2

本体 ¥840+税

*9784003415122*

家紋の話(角川ソフィア文庫 J114-1)
泡坂 妻夫 著
KADOKAWA
日本経済新聞 2020/04/04

2016:1./ 295p
978-4-04-400009-7

本体 ¥1,080+税

*9784044000097*

アーロン収容所～西欧ヒューマニズムの限界～ 改版(中公新書 3)
会田 雄次 著

中央公論新社

日本経済新聞 2020/04/04

2018:1./ 6p,250p
978-4-12-180003-9

本体 ¥780+税

*9784121800039*

撰銭とビタ一文の戦国史(中世から近世へ)
高木 久史 著

平凡社

日本経済新聞 2020/04/04

2018:8./ 222p
978-4-582-47740-5

本体 ¥1,800+税

*9784582477405*

ケインズ全集<第 29巻> 一般理論とその後
ケインズ、ドナルド・モグリッジ 編

ケインズ、柿原 和夫 著

東洋経済新報社

日本経済新聞 2020/04/04

2019:6./ 
20p,388p,32p
978-4-492-81331-7
本体 ¥12,000+税

*9784492813317*

ケーキの切れない非行少年たち(新潮新書 820)
宮口 幸治 著

新潮社

日本経済新聞 2020/04/04

2019:7./ 182p
978-4-10-610820-4

本体 ¥720+税

*9784106108204*
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ハルマゲドン 人類と核<上>
ロドリク・ブレースウェート、平賀 秀明 著

白水社

日本経済新聞 2020/04/04

2019:12./ 314p,36p
978-4-560-09737-3

本体 ¥4,000+税

*9784560097373*

本当は偉大だった嫌われ者リーダー論

鹿島 茂 著

集英社

日本経済新聞 2020/04/04

2019:12./ 447p
978-4-08-786077-1

本体 ¥2,300+税

*9784087860771*

ハルマゲドン 人類と核<下>
ロドリク・ブレースウェート 著

白水社

日本経済新聞 2020/04/04

2020:1./ 293p,77p
978-4-560-09744-1

本体 ¥4,000+税

*9784560097441*

資本主義の新しい形(シリーズ現代経済の展望)
諸富 徹 著

岩波書店

日本経済新聞 2020/04/04

2020:1./ 18p,251p
978-4-00-028733-3

本体 ¥2,600+税

*9784000287333*

ビールの自然誌

イアン・タッターソル／ロブ・デサール 著

勁草書房

日本経済新聞 2020/04/04

2020:1./ 5p,273p
978-4-326-75056-6

本体 ¥2,200+税

*9784326750566*

裁判官も人である～良心と組織の狭間で～

岩瀬 達哉 著

講談社

日本経済新聞 2020/04/04

2020:1./ 326p
978-4-06-518791-3

本体 ¥1,700+税

*9784065187913*

太陽にほえろ!伝説(ちくま文庫 お 73-1)
岡田 晋吉 著

筑摩書房

日本経済新聞 2020/04/04

2020:2./ 278p
978-4-480-43633-7

本体 ¥900+税

*9784480436337*

ニューヨーク・タイムズを守った男

デヴィッド・E・マクロー 著

毎日新聞出版

日本経済新聞 2020/04/04

2020:2./ 398p
978-4-620-32622-1

本体 ¥2,400+税

*9784620326221*
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東京、はじまる

門井 慶喜 著

文藝春秋

日本経済新聞 2020/04/04

2020:2./ 423p
978-4-16-391171-7

本体 ¥1,800+税

*9784163911717*

スマホ依存から脳を守る(朝日新書 751)
中山 秀紀 著

朝日新聞出版

日本経済新聞 2020/04/04

2020:2./ 231p
978-4-02-295053-6

本体 ¥790+税

*9784022950536*

あなたが私を竹槍で突き殺す前に

李 龍徳 著

河出書房新社

日本経済新聞 2020/04/04

2020:3./ 376p
978-4-309-02871-2

本体 ¥2,300+税

*9784309028712*

テクノロジー・バブル～なぜ「熱狂」が生まれるのか(生まれないのか)?～
ブレント・ゴールドファーブ／デヴィッド・カーシュ 著

日経ＢＰ社

日本経済新聞 2020/04/04

2020:2./ 369p
978-4-8222-8853-2

本体 ¥2,300+税

*9784822288532*

いかにアメリカ海兵隊は、最強となったのか～「軍の頭脳」の誕生とその改革者た

ち～

阿部亮子 著

作品社

日本経済新聞 2020/04/04

2020:2./ 7p,324p
978-4-86182-794-5

本体 ¥2,700+税

*9784861827945*

植物はなぜ毒があるのか～草・木・花のしたたかな生存戦略～(幻冬舎新書 た-
14-3)
田中 修、丹治 邦和 著

幻冬舎

日本経済新聞 2020/04/04、朝日新聞 2020/04/18

2020:3./ 235p
978-4-344-98585-8

本体 ¥800+税

*9784344985858*

移民の経済学～雇用、経済成長から治安まで、日本は変わるか～(中公新書
2575)
友原 章典 著

中央公論新社

日本経済新聞 2020/04/04、日本経済新聞 2020/04/18

2020:1./ 6p,222p
978-4-12-102575-3

本体 ¥820+税

*9784121025753*
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都市と星 新訳版(ハヤカワ文庫 SF)
アーサー・C.クラーク 著

早川書房

日本経済新聞 2020/04/11

2009:9./ 478p
978-4-15-011724-5

本体 ¥1,100+税

*9784150117245*

幼年期の終り(ハヤカワ文庫 SF)
アーサー・C・クラーク 著

早川書房

日本経済新聞 2020/04/11

1979:4./ 390p
978-4-15-010341-5

本体 ¥840+税

*9784150103415*

デカメロン<上>(河出文庫 ホ 6-1)
ボッカッチョ、平川 祐弘 著

河出書房新社

日本経済新聞 2020/04/11

2017:3./ 555p
978-4-309-46437-4

本体 ¥1,000+税

*9784309464374*

デカメロン<中>(河出文庫 ホ 6-2)
ボッカッチョ、平川 祐弘 著

河出書房新社

日本経済新聞 2020/04/11

2017:4./ 557p
978-4-309-46439-8

本体 ¥1,000+税

*9784309464398*

デカメロン<下>(河出文庫 ホ 6-3)
ボッカッチョ、平川 祐弘 著

河出書房新社

日本経済新聞 2020/04/11

2017:5./ 533p
978-4-309-46444-2

本体 ¥1,000+税

*9784309464442*

地球をめぐる不都合な物質～拡散する化学物質がもたらすもの～(ブルーバックス
B-2097)
日本環境化学会 著

講談社

日本経済新聞 2020/04/11

2019:6./ 270p
978-4-06-516393-1

本体 ¥1,000+税

*9784065163931*

プラスチックの現実と未来へのアイデア～みんなで考えたい～

東京書籍

日本経済新聞 2020/04/11

2019:8./ 143p
978-4-487-81260-8

本体 ¥1,700+税

*9784487812608*

海洋プラスチック汚染～「プラなし」博士、ごみを語る～(岩波科学ライブラリー
288)
中嶋 亮太 著

岩波書店

日本経済新聞 2020/04/11

2019:9./ 6p,128p,13p
978-4-00-029688-5

本体 ¥1,400+税

*9784000296885*
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ディープ・シンキング～知のトップランナー25人が語る AI と人類の未来～
セス・ロイド、ジョン・ブロックマン 編

セス・ロイド、日暮 雅通 著

青土社

日本経済新聞 2020/04/11

2020:1./ 366p
978-4-7917-7230-8

本体 ¥2,400+税

*9784791772308*

消えゆくアラル海～再生に向けて～

石田 紀郎 著

藤原書店

日本経済新聞 2020/04/11

2020:1./ 342p
978-4-86578-251-6

本体 ¥2,900+税

*9784865782516*

脱プラスチックへの挑戦～持続可能な地球と世界ビジネスの潮流～

堅達 京子、NHK BS1スペシャル取材班 著

山と渓谷社

日本経済新聞 2020/04/11

2020:1./ 293p
978-4-635-31041-3

本体 ¥1,500+税

*9784635310413*

新エクセレント・カンパニー～AIに勝てる組織の条件～
トム・ピーターズ 著

早川書房

日本経済新聞 2020/04/11

2020:2./ 577p
978-4-15-209915-0

本体 ¥2,700+税

*9784152099150*

画家たちのフランス革命～王党派ヴィジェ=ルブランと革命派ダヴィッド～(角川選
書 632)
鈴木 杜幾子 著
KADOKAWA
日本経済新聞 2020/04/11

2020:1./ 455p,14p
978-4-04-703638-3

本体 ¥2,200+税

*9784047036383*

社会はどう進化するのか～進化生物学が拓く新しい世界観～

デイヴィッド・スローン・ウィルソン／高橋 洋 著

亜紀書房

日本経済新聞 2020/04/11

2020:1./ 326p,21p
978-4-7505-1629-5

本体 ¥2,300+税

*9784750516295*

アメリカの制裁外交(岩波新書 新赤版 1824)
杉田 弘毅 著

岩波書店

日本経済新聞 2020/04/11

2020:2./ 14p,236p
978-4-00-431824-8

本体 ¥840+税

*9784004318248*

ポピュリズムという挑戦～岐路に立つ現代デモクラシー～

水島 治郎 編

岩波書店

日本経済新聞 2020/04/11

2020:2./ 16p,316p
978-4-00-061393-4

本体 ¥3,000+税

*9784000613934*
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たおやかに輪をえがいて

窪 美澄 著

中央公論新社

日本経済新聞 2020/04/11

2020:2./ 373p
978-4-12-005270-5

本体 ¥1,650+税

*9784120052705*

文明史から見たトルコ革命～アタテュルクの知的形成～

Ｍ・シュクリュ・ハーニオール 著

みすず書房

日本経済新聞 2020/04/11

2020:3./ 249p,55p
978-4-622-08885-1

本体 ¥4,000+税

*9784622088851*

BLITZSCALING～苦難を乗り越え、圧倒的な成果を出す武器を共有しよう～
リード・ホフマン／クリス・イェ／ビル・ゲイツ 著

日経ＢＰ社

日本経済新聞 2020/04/11

2020:2./ 406p
978-4-8222-8859-4

本体 ¥1,800+税

*9784822288594*

金融はまだまだ面白い(私の履歴書)
奥 正之 著

日本経済新聞出版社

日本経済新聞 2020/04/11

2020:3./ 269p
978-4-532-35851-8

本体 ¥1,800+税

*9784532358518*

新敬語「マジヤバイっす」～社会言語学の視点から～

中村 桃子 著

現代書館

日本経済新聞 2020/04/11

2020:3./ 221p
978-4-7684-7979-7

本体 ¥2,200+税

*9784768479797*

幸福感に関する生物学的随想(祥伝社新書 600)
本庶 佑 著

祥伝社

日本経済新聞 2020/04/11

2020:4./ 262p
978-4-396-11600-2

本体 ¥920+税

*9784396116002*

ある映画の物語(草思社文庫 ト 2-1)
フランソワ・トリュフォー 著

草思社

日本経済新聞 2020/04/11

2020:4./ 589p
978-4-7942-2450-7

本体 ¥1,600+税

*9784794224507*

孔子の空中曲芸

ダイ・シージエ 著

早川書房

日本経済新聞 2020/04/18

2010:10./ 245p
978-4-15-209161-1

本体 ¥1,800+税

*9784152091611*
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地球の未来を守るために

環境と開発に関する世界委員会 著

ベネッセコーポレーション

日本経済新聞 2020/04/18

1987:7./ 440p
978-4-8288-1167-3

本体 ¥2,505+税

*9784828811673*

「No」と言える日本～新日米関係の方策～(カッパ・ホームス)
盛田昭夫、石原慎太郎 著

光文社

日本経済新聞 2020/04/18

1989:1./ 160p
978-4-334-05158-7

本体 ¥952+税

*9784334051587*

イワシの埋葬～スペイン短篇選集～

野々山真輝帆、日比野和幸 著

彩流社

日本経済新聞 2020/04/18

1996:10./ 196p
978-4-88202-411-8

本体 ¥2,000+税

*9784882024118*

ビル・ゲイツ未来を語る アップデート版

ビル・ゲイツ 著

アスキー

日本経済新聞 2020/04/18

1997:5./ 526p
978-4-7561-1710-6

本体 ¥1,600+税

*9784756117106*

人を動かす 新装版

D・カーネギー 著

創元社

日本経済新聞 2020/04/18

1999:10./ 346p
978-4-422-10051-7

本体 ¥1,500+税

*9784422100517*

あきらめない～働くあなたに贈る真実のメッセージ～(日経WOMANの本)
村木 厚子 著

日経ＢＰ社

日本経済新聞 2020/04/18

2011:11./ 268p
978-4-8222-6814-5

本体 ¥1,400+税

*9784822268145*

無慈悲な昼食

エベリオ・ロセーロ、八重樫 克彦、八重樫 由貴子 著

作品社

日本経済新聞 2020/04/18

2012:2./ 198p
978-4-86182-372-5

本体 ¥1,800+税

*9784861823725*

墓地の書(東欧の想像力 8)
サムコ・ターレ 著

松籟社

日本経済新聞 2020/04/18

2012:4./ 222p
978-4-87984-303-6

本体 ¥1,700+税

*9784879843036*
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銀行強盗にあって妻が縮んでしまった事件

アンドリュー・カウフマン、田内 志文 著

東京創元社

日本経済新聞 2020/04/18

2013:9./ 133p
978-4-488-01007-2

本体 ¥1,200+税

*9784488010072*

両シチリア連隊

アレクサンダー・レルネット=ホレーニア、垂野 創一郎 著

東京創元社

日本経済新聞 2020/04/18

2014:9./ 281p
978-4-488-01036-2

本体 ¥2,300+税

*9784488010362*

ハーバード流逆転のリーダーシップ

リンダ・A.ヒル、グレッグ・ブランドー、エミリー・トゥルーラブ、ケン
ト・ラインバック 著

日本経済新聞出版社

日本経済新聞 2020/04/18

2015:4./ 382p
978-4-532-31989-2

本体 ¥2,000+税

*9784532319892*

ミニチュアの妻(エクス・リブリス)
マヌエル・ゴンザレス 著

白水社

日本経済新聞 2020/04/18

2015:12./ 283p
978-4-560-09043-5

本体 ¥2,600+税

*9784560090435*

三体

劉 慈欣、大森 望、光吉 さくら、ワン チャイ、立原 透耶 著

早川書房

日本経済新聞 2020/04/18

2019:7./ 447p
978-4-15-209870-2

本体 ¥1,900+税

*9784152098702*

神西清の散文問題

小林 実 著

春風社

日本経済新聞 2020/04/18

2019:12./ 245p
978-4-86110-667-5

本体 ¥3,900+税

*9784861106675*

米中二極時代と日本～我々はいかに生き残るか～

遠藤 滋 著

文藝春秋

日本経済新聞 2020/04/18

2020:1./ 213p
978-4-16-008966-2

本体 ¥1,500+税

*9784160089662*

トキワ荘の時代(ちくま文庫 か 79-1)
梶井 純 著

筑摩書房

日本経済新聞 2020/04/18

2020:2./ 267p
978-4-480-43649-8

本体 ¥880+税

*9784480436498*
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QR コードの奇跡～モノづくり集団の発想転換が革新を生んだ～
小川 進 著

東洋経済新報社

日本経済新聞 2020/04/18

2020:2./ 11p,213p,3p
978-4-492-53419-9

本体 ¥1,800+税

*9784492534199*

客室乗務員の誕生～「おもてなし」化する日本社会～(岩波新書 新赤版 1825)
山口 誠 著

岩波書店

日本経済新聞 2020/04/18

2020:2./ 9p,229p,11p
978-4-00-431825-5

本体 ¥840+税

*9784004318255*

点・線・面

隈 研吾 著

岩波書店

日本経済新聞 2020/04/18

2020:2./ 7p,198p,8p
978-4-00-024060-4

本体 ¥2,200+税

*9784000240604*

移民と日本社会～データで読み解く実態と将来像～(中公新書 2580)
永吉 希久子 著

中央公論新社

日本経済新聞 2020/04/18

2020:2./ 5p,289p
978-4-12-102580-7

本体 ¥900+税

*9784121025807*

骨が語る人類史

ブライアン・スウィーテク 著

原書房

日本経済新聞 2020/04/18

2020:2./ 266p,18p
978-4-562-05724-5

本体 ¥2,700+税

*9784562057245*

パンと牢獄～チベット政治犯ドゥンドゥップと妻の亡命ノート～

小川 真利枝 著

集英社クリエイティブ

日本経済新聞 2020/04/18

2020:3./ 254p
978-4-420-31088-8

本体 ¥1,500+税

*9784420310888*

去年の雪

江國 香織 著
KADOKAWA
日本経済新聞 2020/04/18

2020:2./ 276p
978-4-04-108984-2

本体 ¥1,600+税

*9784041089842*

保健室のアン・ウニョン先生(チョン・セランの本 01)
チョン・セラン 著

亜紀書房

日本経済新聞 2020/04/18

2020:3./ 299p
978-4-7505-1636-3

本体 ¥1,600+税

*9784750516363*
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倉本聰の言葉～ドラマの中の名言～(新潮新書 853)
碓井 広義 編

新潮社

日本経済新聞 2020/04/18

2020:3./ 186p
978-4-10-610853-2

本体 ¥720+税

*9784106108532*

技術覇権米中激突の深層

宮本 雄二／伊集院 敦／日本経済研究センター 著

日本経済新聞出版社

日本経済新聞 2020/04/18

2020:3./ 261p
978-4-532-35847-1

本体 ¥2,500+税

*9784532358471*

歩く江戸の旅人たち～スポーツ史から見た「お伊勢参り」～

谷釜 尋徳 著

晃洋書房

日本経済新聞 2020/04/18

2020:3./ 8p,198p
978-4-7710-3294-1

本体 ¥1,900+税

*9784771032941*

渋谷上空のロープウェイ～幻の「ひばり号」と「屋上遊園地」の知られざる歴史～

夫馬 信一 著

柏書房

日本経済新聞 2020/04/18、読売新聞 2020/04/19

2020:3./ 207p
978-4-7601-5232-2

本体 ¥2,200+税

*9784760152322*

サハラの歳月

三毛、妹尾 加代 著

石風社

日本経済新聞 2020/04/19

2019:12./ 494p
978-4-88344-289-8

本体 ¥2,300+税

*9784883442898*

夜明けの睡魔～海外ミステリの新しい波～(創元ライブラリ)
瀬戸川 猛資 著

東京創元社

日本経済新聞 2020/04/25

1999:5./ 321p,36p
978-4-488-07028-1

本体 ¥1,100+税

*9784488070281*

六の宮の姫君(創元推理文庫)
北村 薫 著

東京創元社

日本経済新聞 2020/04/25

1999:6./ 283p
978-4-488-41304-0

本体 ¥620+税

*9784488413040*

「失われた 20年」と日本経済～構造的原因と再生への原動力の解明～
深尾 京司 著

日本経済新聞出版社

日本経済新聞 2020/04/25

2012:3./ 12p,321p
978-4-532-13411-2

本体 ¥4,200+税

*9784532134112*
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岩波講座日本経済の歴史<5> 現代(1) 日中戦争期から高度成長期(1937-1972)
深尾 京司、中村 尚史、中林 真幸 編

岩波書店

日本経済新聞 2020/04/25

2018:1./ 10p,306p
978-4-00-011405-9

本体 ¥3,800+税

*9784000114059*

世界推理短編傑作集<1> 新版(創元推理文庫 M ン 1-1)
エドガー・アラン・ポオ、江戸川 乱歩 編

エドガー・アラン・ポオ 著

東京創元社

日本経済新聞 2020/04/25

2018:7./ 403p
978-4-488-10007-0

本体 ¥960+税

*9784488100070*

教皇たちのローマ～ルネサンスとバロックの美術と社会～

石鍋 真澄 著

平凡社

日本経済新聞 2020/04/25

2020:3./ 366p
978-4-582-65210-9

本体 ¥2,800+税

*9784582652109*

平成アイドル水滸伝～宮沢りえから欅坂 46まで～
太田 省一 著

双葉社

日本経済新聞 2020/04/25

2020:2./ 190p
978-4-575-31532-5

本体 ¥1,500+税

*9784575315325*

「シェルパ」と道の人類学

古川 不可知 著

亜紀書房

日本経済新聞 2020/04/25

2020:2./ 335p,28p
978-4-7505-1634-9

本体 ¥3,200+税

*9784750516349*

がん免疫療法の突破口(ブレイクスルー)
チャールズ・グレーバー 著

早川書房

日本経済新聞 2020/04/25

2020:3./ 388p
978-4-15-209920-4

本体 ¥3,000+税

*9784152099204*

文化大革命～人民の歴史 1962-1976～<下>
フランク・ディケーター 著

人文書院

日本経済新聞 2020/04/25

2020:3./ 243p
978-4-409-51083-4

本体 ¥3,000+税

*9784409510834*

文化大革命～人民の歴史 1962-1976～<上>
フランク・ディケーター 著

人文書院

日本経済新聞 2020/04/25

2020:3./ 277p
978-4-409-51082-7

本体 ¥3,000+税

*9784409510827*



49

江戸東京野菜の物語～伝統野菜でまちおこし～(平凡社新書 937)
大竹 道茂 著

平凡社

日本経済新聞 2020/04/25

2020:3./ 254p
978-4-582-85937-9

本体 ¥900+税

*9784582859379*

世界経済史から見た日本の成長と停滞～1868-2018～(一橋大学経済研究叢書
67)
深尾 京司 著

岩波書店

日本経済新聞 2020/04/25

2020:3./ 19p,318p
978-4-00-009928-8

本体 ¥6,900+税

*9784000099288*

総力戦としての第二次世界大戦～勝敗を決めた西方戦線の激闘を分析～

石津 朋之 著

中央公論新社

日本経済新聞 2020/04/25

2020:3./ 474p
978-4-12-005275-0

本体 ¥3,600+税

*9784120052750*

生命の<系統樹>はからみあう～ゲノムに刻まれたまったく新しい進化史～
デイヴィッド・クォメン 著

作品社

日本経済新聞 2020/04/25

2020:2./ 376p,60p
978-4-86182-796-9

本体 ¥3,600+税

*9784861827969*

百年戦争～中世ヨーロッパ最後の戦い～(中公新書 2582)
佐藤 猛 著

中央公論新社

日本経済新聞 2020/04/25

2020:3./ 4p,286p
978-4-12-102582-1

本体 ¥920+税

*9784121025821*

日本の思想をよむ(角川ソフィア文庫 G199-1)
末木 文美士 著
KADOKAWA
日本経済新聞 2020/04/25

2020:3./ 318p
978-4-04-400555-9

本体 ¥960+税

*9784044005559*

彼女の体とその他の断片

カルメン・マリア・マチャド、小澤 英実、小澤 身和子、岸本 佐知子、

松田 青子 著

エトセトラブックス

日本経済新聞 2020/04/25

2020:3./ 357p
978-4-909910-04-2

本体 ¥2,400+税

*9784909910042*

RANGE～知識の「幅」が最強の武器になる～
デイビッド・エプスタイン 著

日経ＢＰ社

日本経済新聞 2020/04/25

2020:3./ 445p
978-4-8222-8877-8

本体 ¥1,900+税

*9784822288778*
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国家の罠～外務省のラスプーチンと呼ばれて～(新潮文庫)
佐藤 優 著

新潮社

毎日新聞 2020/04/04

2007:10./ 550p
978-4-10-133171-3

本体 ¥790+税

*9784101331713*

オオカミに冬なし～グリーンランドとアラスカとのあわい、ある不安な生活～

クルト・リュトゲン 著

岩波書店

毎日新聞 2020/04/04

1984:11./ 368p
978-4-00-110818-7

本体 ¥2,800+税

*9784001108187*

不道徳お母さん講座～私たちはなぜ母性と自己犠牲に感動するのか～

堀越 英美 著

河出書房新社

毎日新聞 2020/04/04

2018:7./ 253p
978-4-309-02715-9

本体 ¥1,550+税

*9784309027159*

忘れられぬ人々～故旧哀傷 2～
中村 稔 著

青土社

毎日新聞 2020/04/04

2019:12./ 284p
978-4-7917-7196-7

本体 ¥1,800+税

*9784791771967*

スピリチュアル系のトリセツ

辛酸 なめ子 著

平凡社

毎日新聞 2020/04/04

2020:1./ 221p
978-4-582-83825-1

本体 ¥1,500+税

*9784582838251*

心の進化を語ろう～比較認知科学からの人間探究～

松沢 哲郎 編

岩波書店

毎日新聞 2020/04/04

2019:12./ 9p,265p
978-4-00-006336-4

本体 ¥2,600+税

*9784000063364*

さいはての家

彩瀬 まる 著

集英社

毎日新聞 2020/04/04

2020:1./ 235p
978-4-08-771691-7

本体 ¥1,500+税

*9784087716917*

わたしの外国語漂流記～未知なる言葉と格闘した 25 人の物語～(14 歳の世渡り
術)
松村 圭一郎／佐久間 裕美子／丸山ゴンザレス 著

河出書房新社

毎日新聞 2020/04/04

2020:2./ 220p
978-4-309-61721-3

本体 ¥1,400+税

*9784309617213*
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王法と仏法～中世史の構図～(法蔵館文庫 く 1-1)
黒田 俊雄 著

法蔵館

毎日新聞 2020/04/04

2020:3./ 321p
978-4-8318-2607-7

本体 ¥1,200+税

*9784831826077*

才女の運命～男たちの名声の陰で～

インゲ・シュテファン 著

フィルムアート社

毎日新聞 2020/04/04

2020:3./ 278p
978-4-8459-1930-7

本体 ¥2,000+税

*9784845919307*

最新地域商社の基本と仕組みがよ〜くわかる本～地方創生、地方経済活性化の

切り札!～(図解入門ビジネス)
中村 郁博 著

秀和システム

毎日新聞 2020/04/04

2020:2./ 247p
978-4-7980-5813-9

本体 ¥2,000+税

*9784798058139*

レスコフ作品集<1> 左利き(ロシア名作ライブラリー 14)
レスコフ 著

群像社

毎日新聞 2020/04/04

2020:2./ 221p
978-4-910100-04-3

本体 ¥1,000+税

*9784910100043*

知的再武装 60のヒント(文春新書 1254)
池上 彰／佐藤 優 著

文藝春秋

毎日新聞 2020/04/04

2020:3./ 255p
978-4-16-661254-3

本体 ¥850+税

*9784166612543*

スゴ母列伝～いい母は天国に行ける ワルい母はどこへでも行ける～

堀越 英美 著

大和書房

毎日新聞 2020/04/04

2020:3./ 255p
978-4-479-39331-3

本体 ¥1,500+税

*9784479393313*

式日～句集～

安里 琉太 著

左右社

毎日新聞 2020/04/04

2020:3./ 156p
978-4-86528-267-2

本体 ¥1,800+税

*9784865282672*

日本文化の核心～「ジャパン・スタイル」を読み解く～(講談社現代新書 2566)
松岡 正剛 著

講談社

毎日新聞 2020/04/04、読売新聞 2020/04/26

2020:3./ 350p
978-4-06-518773-9

本体 ¥1,000+税

*9784065187739*
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北大総合博物館のすごい標本

北海道大学総合博物館 編

北海道新聞社

毎日新聞 2020/04/04、日本経済新聞 2020/04/25

2020:3./ 239p
978-4-89453-974-7

本体 ¥2,300+税

*9784894539747*

ダーク・ブルー

真保 裕一 著

講談社

毎日新聞 2020/04/05

2020:3./ 349p
978-4-06-519068-5

本体 ¥1,700+税

*9784065190685*

バスへ誘う男

西村 健 著

実業之日本社

毎日新聞 2020/04/05

2020:4./ 297p
978-4-408-53755-9

本体 ¥1,600+税

*9784408537559*

リチャード・ブローティガン詩集～突然訪れた天使の日～

リチャード・ブローティガン 著

思潮社

毎日新聞 2020/04/11

1991:4./ 108p
978-4-7837-2418-6

本体 ¥1,748+税

*9784783724186*

リチャード・ブローティガン詩集～ロンメル進軍～

リチャード・ブローティガン 著

思潮社

毎日新聞 2020/04/11

1991:11./ 167p
978-4-7837-2422-3

本体 ¥1,631+税

*9784783724223*

大英帝国の盛衰～イギリスのインド支配を読み解く～(MINERVA 歴史・文化ライ
ブラリー 35)
木村 雅昭 著

ミネルヴァ書房

毎日新聞 2020/04/11

2020:2./ 11p,408p,6p
978-4-623-08640-5

本体 ¥4,000+税

*9784623086405*

エリザベス女王～史上最長・最強のイギリス君主～(中公新書 2578)
君塚 直隆 著

中央公論新社

毎日新聞 2020/04/11

2020:2./ 6p,288p
978-4-12-102578-4

本体 ¥900+税

*9784121025784*

その悩み、エピクテトスなら、こう言うね。～古代ローマの大賢人の教え～

山本 貴光／吉川 浩満 著

筑摩書房

毎日新聞 2020/04/11

2020:3./ 221p
978-4-480-84750-8

本体 ¥1,400+税

*9784480847508*
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ガリレオの求職活動ニュートンの家計簿～科学者たちの生活と仕事～(講談社学
術文庫 2611)
佐藤 満彦 著

講談社

毎日新聞 2020/04/11

2020:3./ 285p
978-4-06-519153-8

本体 ¥1,110+税

*9784065191538*

ロスジェネのすべて～格差、貧困、「戦争論」～

雨宮 処凛／倉橋 耕平／貴戸 理恵 著

あけび書房

毎日新聞 2020/04/11

2020:2./ 244p
978-4-87154-177-0

本体 ¥1,600+税

*9784871541770*

けものたちは故郷をめざす(岩波文庫 31-214-1)
安部 公房 著

岩波書店

毎日新聞 2020/04/11

2020:3./ 310p
978-4-00-312141-2

本体 ¥740+税

*9784003121412*

写真の中の君は何を見ている

松尾 修 著

ＮＥＵＴＲＡＬ ＣＯＬＯＲＳ

毎日新聞 2020/04/11

2020:3./ 239p
978-4-909932-02-0

本体 ¥1,600+税

*9784909932020*

薔薇はシュラバで生まれる～70 年代少女漫画アシスタント奮闘記～ (EAST 
PRESS COMICS)
笹生那実 著

イースト・プレス

毎日新聞 2020/04/11

2020:2./ 183p
978-4-7816-1855-5

本体 ¥1,091+税

*9784781618555*

水道、再び公営化!～欧州・水の闘いから日本が学ぶこと～(集英社新書 1013)
岸本 聡子 著

集英社

毎日新聞 2020/04/11

2020:3./ 216p
978-4-08-721113-9

本体 ¥820+税

*9784087211139*

全予測 2020年代の日本～図解・未来の年表～
河合 雅司 著

講談社

毎日新聞 2020/04/11

2020:3./ 95p
978-4-06-519064-7

本体 ¥1,000+税

*9784065190647*

世界中の医学研究を徹底的に比較してわかった最高のがん治療

津川 友介／勝俣 範之／大須賀 覚 著

ダイヤモンド社

毎日新聞 2020/04/11

2020:4./ 254p
978-4-478-10689-1

本体 ¥1,500+税

*9784478106891*
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森の生活

ヘンリー・Ｄ．ソロー 著

宝島社

毎日新聞 2020/04/18

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

本体 ¥2,648+税

*9784796650168*

ベスト・オブ・マイ・ラスト・ソング(文春文庫)
久世 光彦 著

文芸春秋

毎日新聞 2020/04/18

2009:9./ 477p
978-4-16-758107-7

本体 ¥880+税

*9784167581077*

時間と自由(岩波文庫)
ベルクソン 著

岩波書店

毎日新聞 2020/04/18

2001:5./ 311p
978-4-00-336459-8

本体 ¥900+税

*9784003364598*

リズムの哲学ノート

山崎 正和 著

中央公論新社

毎日新聞 2020/04/18

2018:3./ 262p
978-4-12-005066-4

本体 ¥2,200+税

*9784120050664*

私は小説である

佐々木 敦 著

幻戯書房

毎日新聞 2020/04/18

2019:8./ 443p
978-4-86488-176-0

本体 ¥3,400+税

*9784864881760*

森鷗外事典

平川 祐弘 編

新曜社

毎日新聞 2020/04/18

2020:1./ 15p,744p
978-4-7885-1658-8
本体 ¥12,000+税

*9784788516588*

西への出口(CREST BOOKS)
モーシン・ハミッド 著

新潮社

毎日新聞 2020/04/18

2019:12./ 189p
978-4-10-590162-2

本体 ¥1,800+税

*9784105901622*

詳解現代地図<2020-2021>
二宮書店編集部 編

二宮書店

毎日新聞 2020/04/18

2020:2./ 175p
978-4-8176-0448-4

本体 ¥1,600+税

*9784817604484*



55

きずな図鑑～美しい海の生き物～

中村 庸夫 著

二見書房

毎日新聞 2020/04/18

2020:4./ 253p
978-4-576-20015-6

本体 ¥2,230+税

*9784576200156*

ピエタとトランジ～完全版～

藤野 可織 著

講談社

毎日新聞 2020/04/18

2020:3./ 285p
978-4-06-518502-5

本体 ¥1,650+税

*9784065185025*

義理と人情の経済学

山村 英司 著

東洋経済新報社

毎日新聞 2020/04/18

2020:3./ 214p,6p
978-4-492-31527-9

本体 ¥1,800+税

*9784492315279*

「あの人」のこと

久世 光彦 著

河出書房新社

毎日新聞 2020/04/18

2020:3./ 238p
978-4-309-02860-6

本体 ¥1,700+税

*9784309028606*

野球は頭でするもんだ<上> 完全版(朝日文庫 の 1-12)
野村 克也 著

朝日新聞出版

毎日新聞 2020/04/18

2020:3./ 344p
978-4-02-262014-9

本体 ¥640+税

*9784022620149*

野球は頭でするもんだ<下> 完全版(朝日文庫 の 1-13)
野村 克也 著

朝日新聞出版

毎日新聞 2020/04/18

2020:3./ 352p
978-4-02-262015-6

本体 ¥640+税

*9784022620156*

空を見てよかった

内藤 礼 著

新潮社

毎日新聞 2020/04/18

2020:3./ 221p
978-4-10-353171-5

本体 ¥3,000+税

*9784103531715*

万葉学者、墓をしまい母を送る

上野 誠 著

講談社

毎日新聞 2020/04/18

2020:3./ 185p
978-4-06-519239-9

本体 ¥1,400+税

*9784065192399*
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武器としての「資本論」

白井 聡 著

東洋経済新報社

毎日新聞 2020/04/18

2020:4./ 290p
978-4-492-21241-7

本体 ¥1,600+税

*9784492212417*

ウェブスター辞書あるいは英語をめぐる冒険

コーリー・スタンパー、鴻巣 友季子、竹内 要江、木下 眞穂、ラッシャ

ー貴子、手嶋 由美子、井口 富美子 著

左右社

毎日新聞 2020/04/18

2020:4./ 355p
978-4-86528-256-6

本体 ¥2,700+税

*9784865282566*

斎藤茂吉～声調に見る伝統と近代～

田中 教子 著

作品社

毎日新聞 2020/04/20

2019:7./ 243p
978-4-86182-740-2

本体 ¥2,500+税

*9784861827402*

時の旅人(児童図書館・文学の部屋)
アリソン・アトリー 著

評論社

毎日新聞 2020/04/25

1981:1./ 324p
978-4-566-01207-3

本体 ¥1,600+税

*9784566012073*

書斎の自画像(シリーズ<哲学への扉>)
ジョルジョ・アガンベン、岡田 温司 著

月曜社

毎日新聞 2020/04/25

2019:10./ 222p
978-4-86503-080-8

本体 ¥2,700+税

*9784865030808*

あたしたち、海へ

井上 荒野 著

新潮社

毎日新聞 2020/04/25

2019:11./ 222p
978-4-10-473105-3

本体 ¥1,600+税

*9784104731053*

「馬」が動かした日本史(文春新書 1246)
蒲池 明弘 著

文藝春秋

毎日新聞 2020/04/25

2020:1./ 271p
978-4-16-661246-8

本体 ¥900+税

*9784166612468*

アメリカの学習障害児教育～学校教育における支援提供枠組みの模索～(プリミ
エ・コレクション 103)
羽山 裕子 著

京都大学学術出版会

毎日新聞 2020/04/25

2020:3./ 8p,309p
978-4-8140-0270-2

本体 ¥3,800+税

*9784814002702*
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教養の書

戸田山 和久 著

筑摩書房

毎日新聞 2020/04/25

2020:2./ 414p
978-4-480-84320-3

本体 ¥1,800+税

*9784480843203*

日本史からの問い～比較革命史への道～

三谷 博 著

白水社

毎日新聞 2020/04/25

2020:3./ 252p
978-4-560-09745-8

本体 ¥2,500+税

*9784560097458*

ヨーロッパ中世の想像界

池上 俊一 著

名古屋大学出版会

毎日新聞 2020/04/25

2020:3./ 
7p,790p,158p
978-4-8158-0979-9

本体 ¥9,000+税

*9784815809799*

椿井文書～日本最大級の偽文書～(中公新書 2584)
馬部 隆弘 著

中央公論新社

毎日新聞 2020/04/25

2020:3./ 2p,257p
978-4-12-102584-5

本体 ¥900+税

*9784121025845*

日中戦後外交秘史～1954年の奇跡～(新潮新書 855)
加藤 徹／林 振江 著

新潮社

毎日新聞 2020/04/25

2020:3./ 233p
978-4-10-610855-6

本体 ¥780+税

*9784106108556*

カムイの世界～語り継がれるアイヌの心～(とんぼの本)
堀内 みさ、堀内 昭彦 著

新潮社

毎日新聞 2020/04/25

2020:3./ 127p
978-4-10-602292-0

本体 ¥2,000+税

*9784106022920*

世界の国歌・国旗

弓狩 匡純 著
KADOKAWA
毎日新聞 2020/04/25

2020:3./ 249p
978-4-04-400558-0

本体 ¥1,400+税

*9784044005580*

誰も気づかなかった

長田 弘 著

みすず書房

毎日新聞 2020/04/25

2020:5./ 83p
978-4-622-08912-4

本体 ¥1,800+税

*9784622089124*
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コロナの時代の僕ら

パオロ・ジョルダーノ 著

早川書房

毎日新聞 2020/04/25

2020:4./ 126p
978-4-15-209945-7

本体 ¥1,300+税

*9784152099457*

飯田龍太全句集(角川ソフィア文庫 D119-1)
飯田 龍太 著
KADOKAWA
毎日新聞 2020/04/27

2020:4./ 750p
978-4-04-400599-3

本体 ¥1,720+税

*9784044005993*


