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ダンシング・マザー

鬼母降臨ーー。あの衝撃のベスト

セラー「ファザーファッカー」。義父に

犯される少女の視点から描かれ

た、筆者の自伝的作品から25

年、 同じテーマを、今度は娘を自

分の男の魔手にゆだねる母親の

視点から描く。

平成の30年 (小学館版 学習

まんが・少年少女日本の歴史

22)

日本史学習まんがの金字塔、待

望最新刊! 2019年に終わりを

告げる「平成」。30年を超える元

号は歴史上4番目の長さを誇りま

す。

その平成時代だけを扱った「小学

館版学習まんが 少年少女日本

の歴史」の最新22巻が登場しま

す

平安女子の楽しい!生活 (岩波

ジュニア新書)

現代の女子と同じように恋に悩

み、おしゃれを楽しみ、将来を真

剣に考えていた平安時代の女子

たち。その喜怒哀楽を一緒に味わ

いながら、住まいやファッション、恋

愛と結婚、身分や進路など、古

典常識を楽しく身につけましょう♪

メールテクや夢の探し方など、いま

も役立つ情報が満載。美しい挿

絵もいっぱいの、一番わかりやすい

古典入門です。

星の降る家のローレン

母に捨てられた少年・宏助が知り

合ったのは、謎多き中年画家・

ローレンだった。宏助は彼を慕って

いたが、やがてローレンは姿を消し

生死不明となってしまう。大学生

になった宏助のもとに、ローレンか

ら「自分の絵を売ってほしい」と手

紙が来る。絵を売るため個展を開

催する宏助だが、そこで「ローレン

は人殺しだ」という噂を聞く。

魔法使いの弟子たち (上) (講

談社文庫)

山梨県内で発生した致死率百

パーセント近い新興感染症。週

刊誌記者の仲屋京介は取材中

に感染してしまう。感染者は400

名近くに膨れ上がり、死者も続

出。結果、“竜脳炎”感染者で、

意識が戻ったのは京介を含めた

三名だけだった。隔離生活を続け

るうち、三人は不思議な「後遺

症」を身につけていることに気づく。

綾瀬はるか 「戦争」を聞く II

(岩波ジュニア新書)

爆心直下で被爆しながら奇跡的

に命をつないだ人々、被爆直後

の惨状の中で生まれた命、原爆

症の父を支え続けた娘…。戦争

体験者の言葉を通して平和の意

味を考えます。大きな反響を呼ん

だNEWS23「綾瀬はるか『戦争』

を聞く」シリーズの書籍化第2弾。

世界食べものマップ

「カナダでは、アザラシの肉をパイに

するよ」「バゲットが大好きな人た

ちの国ってどこ?」「南アフリカでは

1.5kgもある卵を食べるんだって」

…世界6大陸、39の国のバラエ

ティ豊かな食文化をカラフルで可

愛いイラストとやさしい解説で紹

介。子どもの大好きな食べものか

ら世界がわかる!

魔法使いの弟子たち (下) (講

談社文庫)

「後遺症」として不思議な能力を

身につけてしまった“竜脳炎”の生

還者三人。その能力はメディアの

注目を集め、テレビ収録中に謎の

死者が出る。容疑者として追われ

る身となった彼らは、己の能力に

「最強」の特殊な力が加わってい

ることを知る。SF、ミステリ、そして

アクション。驚愕の終末へ。

物語もっと深読み教室 (岩波

ジュニア新書)

文学作品は、何が書いてあるか

(内容)だけでなく、どう書いてある

か(表現)に着目して読むと、もっと

深く読みこむことができます。語ら

れ方に注目して、主人公、語り

手、作者など、作品の要素に気を

配りながら、宮沢賢治の童話や

夏目漱石の「こころ」など、教科書

でもおなじみの名作を講義形式

で楽しく読み解いていきます。
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お菓子でたどるフランス史 (岩波

ジュニア新書)

文化立国フランスを彩る数々の宝

刀の中でも、ひときわ輝きを放ち、

世界の人々を甘く魅了してきた

「お菓子」。それは教会や修道院

で生まれ、やがて王や貴婦人た

ち、そしてブルジョワや文豪、パティ

シエたちによって、戦略的に磨か

れてきた。フランスの歴史をその結

晶であるお菓子によってたどり、フ

ランスの「精髄」に迫る。大人気!!

東大講義。

私のことはほっといてください

河童とのひと夏の感動的な出会

いと別れ、フェイスブックに「なりすま

しアカウントの削除」を申し立て、

深夜に父の部屋から漏れ出るテ

レビの大音量と格闘する日々…。

ビールを飲みながら妄想を膨らま

せるキミコの日記風爆笑&脱力

エッセイ。あえて「見ない」という稀

勢の里への応援、納豆パックに見

る人類が進化を諦めた理由など、

今回も笑いが止まらない!

ハリー・ポッターと賢者の石

[DVD]

出演: ダニエル・ラドクリフ, ルパー

ト・グリント, エマ・ワトソン

監督: クリス・コロンバス

ダニエル・ラドクリフ主演による「ハ

リー・ポッター」シリーズの第1章。

孤独な日々を送る少年、ハリー・

ポッターの下に「ホグワーツ魔法魔

術学校への入学を許可します」と

いう手紙が届き…。

王様でたどるイギリス史 (岩波

ジュニア新書)

征服王ウィリアム1世、海賊エリザ

ベス1世、悪魔学者ジェームズ1

世、お百姓王ジョージ3世…。個

性的な王様たちのもとで醸成され

た文化と気質を深~く掘り下げ、

現代につながるイギリスの素顔に

迫ります。「紅茶を飲む英国紳

士」はなぜ生まれたのか?「料理が

マズイ」は戦略だった!?イギリスの

「なぜ」がわかる本!

ゼロから1カ月で受かる 大学入

試 小論文のルールブック

入試小論文では、知識に加え

て、「批判・創造」に関する力も、

測られるようになってきているから

です。その潮流にあわせた参考書

が本書です。本書では、設問に

対して、どのように向き合って考

え、書くのか、徹底的に説明しま

した。また、考えるときに役立つ

ツールもしっかり紹介します。

ハリー・ポッターと秘密の部屋

[DVD]

出演: ダニエル・ラドクリフ, ルパー

ト・グリント, エマ・ワトソン

監督: クリス・コロンバス

ダニエル・ラドクリフ主演による「ハ

リー・ポッター」シリーズの第2章。

叔母と叔父から容赦ない仕打ち

を受け、楽しい夏休みを過ごせな

いハリーの下に、屋敷のしもべ妖

精・ドビーが現れる。

俺、つしま

主人公は、外でゴミを漁っていたと

ころをおじいちゃん(実は女性)に

保護されたキジトラの「つしま(つー

さん)」。すでにおじいちゃんの家で

暮らしていた先住猫の「ずん姐さ

ん」やあとからやってきた「ちゃー」

「おさむ」などとの暮らしぶりに猫あ

るあるが満載でニヤリとさせられま

す。

虹色デイズ [DVD]

出演: 佐野玲於, 中川大志ほか

監督: 飯塚健

佐野玲於ら人気若手俳優の共

演で、男子高校生たちの友情と

恋を描いた青春ドラマ。仲良し4

人組のひとり、なっちゃんが同級生

の杏奈に片想いをする。奥手で

連絡先の交換もできない彼を冷

やかしながらも仲間たちは応援す

るが、彼らにも変化が訪れ…。

ハリー・ポッターとアズカバンの囚

人 [DVD]

出演: ダニエル・ラドクリフ, ルパー

ト・グリント, エマ・ワトソン

監督: アルフォンソ・キュアロン

ダニエル・ラドクリフ主演による「ハ

リー・ポッター」シリーズの第3章。3

年生に進級したハリーは、両親を

死に追いやったシリウス・ブラックが

牢獄・アズカバンから脱走したこと

を知り…。
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パリからの旅―パリとフランスの

町々

古いパリと変わるパリ、大通りから

小路まて、郊外を含めた楽しいイ

ラストマップ案内。メトロの乗り方、

レストラン、カフェ、スペクタクル情

報。パリの6つの駅からの旅ロアー

ルの城めぐり、プロヴァンスからコー

ト・ダジュールへ、絵を見る旅、食

道楽の旅、歴史の旅、隣の国へ

の旅。イラストレーター堀内誠一の

旅の絵本。

おいしい数学――証明の味はパ

イの味

大好きなお菓子を自分で作って

みたい。数学がスラスラできるよう

になりたい。その願い、どちらもかな

えます。まずはやってみること。でき

たものはあなただけのオリジナル。

たとえ結果がマズくても、試行錯

誤を楽しむのが料理上手、数学

名人になるコツです。料理も数学

も愛する著者がよりすぐりのレシピ

やパズルを贈ります。

はかれないものをはかる

数字でははかれないけれど、確か

に感じられる感情の温度、大切な

人との距離、願いや希望の重み

…。はかれないものを "はかろう"

とすることは、そこにある本質に少

しだけ近づこうとすること。人間や

自分の過去を少し愛おしく感じら

れたり、肯定的な視点を得ること

ができるかも。そんな「はかれない

もの」を49の詩とユーモラスな絵で

紡ぎます。

学ぶ脳――ぼんやりにこそ意味

がある (岩波科学ライブラリー)

脳では様々なネットワークが常に

切り替わりながら活動している。何

もしていない時にも、脳は活発に

活動する。その活動は、脳全体を

統合し、記憶や想像、自己の認

識や他者の認知にも関係する。

ぼんやりしている時に脳のネット

ワークは再構成され、そこに新たな

気づきやひらめきが生まれる。より

良い学び方を脳に学ぶ。

教育学部 中高生のための学部

選びガイド (なるにはBOOKS

大学学部調べ)

第7弾は人の成長と発達を導く方

法を学ぶ教育学部の実際を教授

や学生、卒業生のインタビューと

丁寧なQ&Aで解説します。

わたしはコンシェルジュ (講談社

文庫)

国際的なシティ・ホテルに集う

人々は千差万別です。そのゲスト

達の不満、トラブル、観光案内か

ら尋ね人探しまでを速やかに解決

してしまうのが「けっしてNOとは言

えない」職業のコンシェルジュなの

です。チーフコンシェルジュが明か

す究極のおもてなしとは。

サンプリングって何だろう――統

計を使って全体を知る方法 (岩

波科学ライブラリー)

データがなければAI研究も始まら

ない。ビッグデータ解析といえども、

扱うデータはあくまでも全体の一

部だ。その一部のデータからなぜ

全体がわかるのか。データの偏りは

避けられるのか。統計学の基本

中の基本であるデータの集め方、

すなわちサンプリングの考え方やし

くみを社会調査や生態学の例を

使ってわかりやすく解説。

すきになったら

すきになったら知りたくなる。あなた

のすきなものをすきになったり、あ

なたにとってだいじなものをりかいし

たくなる。だっていっしょにいたいか

ら。人を好きになったときの心のゆ

らぎと変化を、少女のモノローグで

語る愛の絵本。好きになる、恋を

するのは人に対してだけではない

かもしれない。心底、何かに心を

奪われたとき、世界が美しく変わっ

てゆく瞬間を描いた1冊。

フーガはユーガ

常盤優我は仙台市のファミレスで

一人の男に語り出す。双子の弟・

風我のこと、決して幸せでなかった

子供時代のこと、そして、彼ら兄

弟だけの特別な「アレ」のこと。僕

たちは双子で、僕たちは不運で、

だけど僕たちは、手強い。
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かけらのかたち

見栄や虚栄心がSNSに彩られ、

不信と無理解が、こぼれひろがる

…恋人、夫婦、家族、母娘―さ

まざまな関係に、いま、何が起きて

いるのか。年の差婚の実態、夫婦

間の葛藤、子どもとの関係、何か

がうまくいっても、さらに迷い続ける

自分がいる…現在進行形の不確

かな「いま」の、その先の生き方に

気づいていく人びとのものがたり。

ごはんのきほん レシピを見ないで

作れるようになりましょう。

「料理が楽しくなった! 」「家のごは

んが格段においしくなった! 」と大

好評を得た『レシピを作れるように

なりましょう。』第二弾です。本書

では、毎日のごはんの土台となる

「一汁一菜」をおいしく作るための

コツと、季節の野菜を使ったおかず

をちゃちゃっと作れるようになるため

の考え方を紹介していきます。

CD付 英語で読む星の王子さま

The Little Prince【日英対

訳】 (IBC対訳ライブラリー)

「お願い、ヒツジの絵を描いて…

…」砂漠に不時着した「僕」の前

に現れた、不思議な男の子。それ

は、故郷の星を離れ、6つの星々

をめぐって地球にやって来た、小さ

な王子さまだった。ヒツジの絵を描

いてあげた「僕」は、王子さまと心

を通わせ、忘れかけていた大切な

ことを次第に思い出していく。

はつ恋

海の近くの日本家屋に愛猫と暮

らす、小説家のハナ。二度の離婚

を経て、人生の後半をひとりで生

きようとしていた。喪失も、手放す

ことも知ったから辿り着いた、古くて

新しい恋人―。小説家が25年を

かけて到達した、恋愛文学の至

芸。

現代用語の基礎知識 2019年

版

[総力特集]○人生100年時

代、日本人の「食」はこれでいいの

か?!

好日日記―季節のように生きる

「二十四節気」と「茶室」を味わい

ながら、自分と向き合う心の旅。

映画化された累計26万部のロン

グセラー『日日是好日』待望の続

編!　お茶を始めて40年、その後

の著者は?

日本のヤバい女の子

日本の昔話や神話に登場するエ

キセントリックな「女の子」たち。キ

レやすかったり、バイオレンスだった

り、そもそも人間じゃなかったり。彼

女たちは自由奔放に見えても、現

代を生きる私たちと同じように理

不尽な抑圧のなかで懸命に生き

ていた。時空と虚実を飛び越えた

ヤバい女子会が、「物語」という呪

縛から女の子たちを解放する。

いとしい人と、おいしい食卓 「食

べる女」のレシピ46

食べることへのプリミティブな希求、

料理や「いとしい人」との関係につ

いての自由な精神が詰まってい

て、それらが心も体も、そして人生

も開放し、豊かにすることを教えて

くれます。「いとしい人がそばにいて

おいしいごはんがあってたわいない

ことで笑っている」そんなシンプルな

「幸せ」を見つけることができる一

冊です。

ものがたりのあるものづくり ファ

クトリエが起こす「服」革命

店舗なし、セールなし、生産工場

を公開、価格は工場に決めてもら

う―アパレル業界のタブーを破って

日本のものづくりを変えた革命児

は、「無力」だからこそ仲間を巻き

込み、古い常識を飛び越えられ

た。つくる人、売る人、買う人、誰

もが「語りたくなる」メイド・イン・ジャ

パンの新しいものづくりがここに!
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14歳、明日の時間割

文学界騒然の中学生作家待望

の第2弾小説! 今回の舞台は、

中学校。時間割に見立てた7編

の短編で、鮮やかに現代人の苦

悩、笑い、絆、友情、想いを描

写。現役中学生の目を通して

「生きる」ことについて大いに考えさ

せられます。笑って笑って、ホロッと

泣かせる、胸に迫る青春群像小

説です。

数字が明かす小説の秘密 ス

ティーヴン・キング、J・K・ローリン

グからナボコフまで

言葉と数字の世界へようこそ!膨

大なテキストを解析して数値化す

ることで、小説にまつわるさまざま

な「ルール」や「思い込み」を検証

します。ビジネスのトレンドである

「統計的思考」を、小説や文章の

世界に応用した画期的な1冊!

昨日がなければ明日もない

『希望荘』以来2年ぶりの杉村三

郎シリーズ第5弾。中篇3本を収

録する本書のテーマは、「杉村vs.

〝ちょっと困った〟女たち」。自殺

未遂をし消息を絶った主婦、訳あ

りの家庭の訳ありの新婦、自己中

なシングルマザーを相手に、杉村

が奮闘。

CD付 カムイユカラを聞いてアイ

ヌ語を学ぶ

鳥のなきまね、なぞなぞ、遊び歌

や子守歌、カムイユカラなど豊かな

アイヌ口承文芸を通して、ことばと

世界観を知る。「日本国は日本

語だけでなかったことを喜ぼう。アイ

ヌ語の文芸という宝の山を、まず

は耳で聞いて楽しもう。」

いまさら聞けない ビットコインと

ブロックチェーン

ビットコインはどうやって手に入れる

の?　投資対象としてはどうなの?

コピーや改ざんされる心配はない

の?　ブロックチェーンってどんな技

術?　フィンテックが実現する未来

とは?　次はどんなサービスが登場

する?　基本の仕組みの解説から

最新トピックまでを体系的に解

説。わかりやすい入門書です。

優雅な読書が最高の復讐であ

る 山崎まどか書評エッセイ集

贅沢な時間をすごすための150

冊+α。

海外文学における少女探偵、新

乙女クラシック、昭和のロマンティッ

クコメディの再発見、

ミランダ・ジュライと比肩する本谷

有希子の女たちの「リアル」…な

ど。

読む時間

20世紀で最も重要な写真家の

一人として知られるアンドレ・ケル

テス。1915年から1970年までの

間に撮影された作品。屋上で、

公園で、混雑する街角で、学芸

会の舞台の袖で―あらゆる暮らし

ぶりの人々が読むときに見せる、き

わめて個人的だが同時に普遍的

でもある瞬間をとらえている。

けっきょく、よはく。 余白を活かし

たデザインレイアウトの本

デザインは「余白」が9割。カフェ(カ

フェポスター、レストランのメニュー

…)、ビジネス(会社案内パンフ

レット、プレゼン資料)、和もの(着

物レンタル広告、展覧会ポス

ター)、化粧品(雑誌広告、新商

品店頭POP)、季節もの、など、

豊富なレイアウト例。誰も教えてく

れなかった「余白」デザインがわか

る本。

星の王子さま

声に出して読める!親子で読める!

日本語を楽しめる!絵本で読む

「星の王子さま」の決定版!!フラン

スの作家、アントワーヌ・ド・サン=

テグジュペリの『Le Petit Prince』

の中から、特に大切だと思われる

ところを選び、短く書き直したもの

です。
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フガフガ闘病記 オシャレは抗がん

剤より効くクスリ?

東日本大震災から約2年半を経

た、ある暑い夏の日、何気なく夫

婦で受診した市のがん検診。数

週間後に届いた結果は、夫がハ

ガキで妻だけが封書--。菊地氏と

愛妻との4年間に及ぶ闘病が、そ

こから始まる。本書は、その死の

翌月から菊地氏が綴り始めたブロ

グ「思い出したら泣いちゃうのに。」

が友人たちや読者の間で話題と

なり、刊行したもの。

新装版 新訳 アンクル・トムの小

屋

1852年にアメリカで出版された

『アンクル・トムの小屋』として知ら

れている作品全編の翻訳。思

想・文化の面から解説・資料を加

えた本書は、アメリカ研究という側

面からも貴重な1冊。1998年に

刊行された『新訳 アンクル・トムの

小屋』の新装版。

学校図書館はカラフルな学びの

場 (なるにはBOOKS)

ヒト、モノ、コトが集まり、循環する

場、それが学校図書館。5つの学

校に勤務してきた学校司書が、

生徒のニーズを掘り起こして学校

図書館をカラフルな学びの場に変

えるヒントを明かします。

ブッダの言葉

ブッダの声が聞こえる! 悠久のイン

ドの風景の中で読む慈悲の教え。

いっさいの生きとし生けるものは、

幸福であれ……2500年前、ブッ

ダが弟子たちに語った生の声を伝

える経典を、日本人の生活の言

葉に置き換えた中村元博士の訳

文から、現代人にも通じる普遍的

な教えを抜粋。ブッダの足跡を

辿って撮影した写真と併せて読

む、小さな写真文集。

くよくよしない力

「幸福」と「不幸」は半分ずつ。一

生幸福な人もいないし、一生不

幸な人もいない。奇跡のピアニス

トが贈る心に響く、魂の言葉。

日本の祭り解剖図鑑

本書は全国47都道府県から

100超もの祭りを厳選し季節別

に紹介しています。メジャーな祭り

から、秘境の地でのマニアックな祭

りまで、盛りだくさん。その祭りがよ

り深く理解できるように、起源か

ら、祭りの手順、見所までをすべ

て図解しています。

ブッダの生涯 (とんぼの本)

ブッダ(仏陀)は何を求め、何を考

え、何を伝えようとしたのだろうか。

生誕から入滅まで、80年にわたる

生涯の事跡は、2500年の時を

経た今日も、四大聖地あるいは

八大聖地として、大切に伝えられ

ている。特派撮影によるそれらの

聖地の佇いをグラフで味わい、経

典に記されたそこでのエピソードを

読みながら、ブッダの説いた教えの

核心に触れる。

佐野洋子の動物ものがたり

これは、メルヘン?ファンタジー?寓

話?うさぎ・ゴリラ・ブタ・きつね・白

熊・かば・蛙、そして人間も。ヘン

ないきものたちが七転八倒する六

つの“ものがたり”。広瀬弦の斬新

な挿絵もたっぷり。

掃除の解剖図鑑

正しくできれば一生役立つ。時

短・かんたん・ラクに落とせるプロの

ワザ。
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知っているようで知らない 日本

語のルール

「あたりまえ」の日本語に隠された

日本人が知らないルール！「そ

れ」って「あれ」と「これ」とどう違

う？ 丁寧な表現の「お」と「ご」は

どう使い分けている？「帰る」は

「帰った」になるのに「変える」は

「変えった」にならないのはどうし

て？　日本語教育の第一人者が

教える、日本語のヒミツ。

兄弟の血―熊と踊れII 上 (ハ

ヤカワ・ミステリ文庫)

獄中で男たちが出会った。ひとりは

連続銀行強盗犯。ひとりは終身

刑の殺人者。共通点は“兄”であ

ること。そして市警のヨン・ブロンク

ス警部を心の底から憎んでいるこ

と―時を経て、檻の中で育まれた

復讐計画は史上最大の略奪作

戦としてついに始動する。狙われ

る「存在しないもの」とは何か。

当世書生気質 (岩波文庫)

学生小町田粲爾と芸妓田の次と

のロマンス、吉原の遊廓、牛鍋屋

―明治10年代の東京の学生生

活と社会風俗を描いた日本近代

文学の先駆的作品。坪内逍遙

は勧善懲悪を排して写実主義を

提唱した文学理論書『小説神

髄』とその具体化としての本書を

著し、明治新文学に多大な影響

を与えた。

抱きしめられたい。

「さよなら」という瞬間には、まだ「さ

よなら」はできてない。そのことば

を、たがいに聞いているからね。糸

井重里がつづったことばを本として

残している唯一のシリーズ。記念

すべき、10冊目。

兄弟の血―熊と踊れII 下 (ハ

ヤカワ・ミステリ文庫)

対立する「兄」と「弟」。最後の計

画が迎える決着は……。凄絶な

る北欧犯罪サーガ、ここに完結。

ミカド―日本の内なる力 (岩波

文庫)

東京大学の前身である南校で教

鞭をとり、明治天皇に拝謁する機

会をもったアメリカ人教師グリフィス

（一八四三―一九二八）が、」

明治天皇の生涯をたどりながら、

明治維新＝日本の近代化が西

欧の衝撃によるものではなく、日

本人全体の力による歴史的必然

であることをあとづけた書。特に天

皇の日常生活を生々と描いた第

三十章が興味ぶかい。

季節を彩る「はな言葉」‐花のド

レスと花言葉109

「いつかこんなドレスが着たい! 」

「心がきれいになる」との声が続

出。Twitter発で人気急上昇の

「美しき花のアート」が待望の書籍

化。イラストと花びらを組み合わせ

たフラワーアレンジメント作品が一

冊になりました。

その姿の消し方 (新潮文庫)

引き揚げられた木箱の夢想は千

尋の底海の底蒼と闇の交わる

蔀。…留学生時代、手に入れた

古い絵はがき。消印は1938年、

差出人の名はアンドレ・L。古ぼけ

た建物と四輪馬車を写す奇妙な

写真の裏には矩形に置かれた流

麗な詩が書かれていた。いくつもの

想像を掻き立てられ、私は再び

彼地を訪れるが…。

スティル・ライフ (中公文庫)

「大事なのは、山脈や、人や、染

色工場や、セミ時雨などからなる

外の世界と、きみの中にある広い

世界とのあいだに連絡をつけるこ

と、一歩の距離を置いて並び立つ

二つの世界の呼応と調和をはかる

ことだ。たとえば、星を見るとかし

て。」”芸術的に、そして哲学的に

意味づけられた科学”で織られた

美しいストーリー。
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いとしいたべもの（文春文庫）

できたてオムライスにケチャップをか

ける鮮やかな一瞬、あつあつの鯛

焼きの香ばしい香り…ひと口食べ

た瞬間、心の片隅に眠っていた懐

かしい思い出が甦る―だれもが覚

えのある体験を、ユーモアに満ちた

視点と、心あたたまる絵でお届け

する、23品のおいしいエッセイ集。

ソクラテスの弁明・クリトン (岩

波文庫)

自己の所信を力強く表明する法

廷のソクラテスを描いた「ソクラテス

の弁明」、不正な死刑の宣告を

受けた後、国法を守って平静に死

を迎えようとするソクラテスと、脱獄

を勧める老友クリトンとの対話より

なる「クリトン」。ともにプラトン(前

427-347年)初期の作である

が、芸術的にも完璧に近い筆致

をもって師ソクラテスの偉大な姿を

我々に伝えている。

方法序説 (岩波文庫)

すべての人が真理を見いだすため

の方法を求めて、思索を重ねたデ

カルト(1596-1650)。「われ思

う、ゆえにわれあり」は、その彼が

いっさいの外的権威を否定して到

達した、思想の独立宣言である。

近代精神の確立を告げ、今日の

学問の基本的な準拠枠をなす新

しい哲学の根本原理と方法が、こ

こに示される。

不死身の特攻兵 軍神はなぜ上

官に反抗したか (講談社現代新

書)

陸軍第一回の特攻から計9回の

出撃をし、9回生還した特攻兵が

いた。その特攻兵、佐々木友次

氏は、戦後の日本を生き抜き

2016年2月に亡くなった。鴻上

尚史氏が生前の佐々木氏本人

へインタビュー。飛行機がただ好き

だった男が、なぜ、軍では絶対で

ある上官の命令に背き、命の尊

厳を守りぬけたのか。

科学と仮説 (岩波文庫)

「科学と方法」とともに、科学者必

読の古典の名著。仮説からの科

学のアプローチに、批判的な科学

者が一部にいる。科学はリアリズム

であって、目で見て触って、実感で

きないものはリアリズムではないとい

うのだが、無限を扱う科学には、

数学的なアプローチしか手段はな

い。数学者ポアンカレの科学哲学

は現代でも色褪せることなく、科

学者の胸に響いている。

死に至る病 (岩波文庫)

「死に至る病」とは絶望のことであ

る。憂愁孤独の哲学者キェルケ

ゴール(1813-55)は、絶望にお

ちいった人間の心理を奥ふかいひ

だにまで分けいって考察する。読

者はここに人間精神の柔軟な探

索者、無類の人間通の手を感じ

るであろう。後にくる実存哲学への

道をひらいた歴史的著作でもあ

る。

リリース

異性愛者による精子バンク占拠

テロ発生――新時代のディストピ

ア小説!

男女同権が実現し、同性愛者が

マジョリティとなった世界。異性愛

者のエリート男子大学生、タキナ

ミ・ボナは精子バンクを占拠し、衝

撃の演説を始める――理想郷を

ゆるがすテロリストたちの哀しき陰

謀とは?! 男女の在り方を問う衝

撃作!

メノン (岩波文庫)

「徳は教えられうるか」というメノン

の問いは、ソクラテスによって、その

前に把握されるべき「徳とはそもそ

も何であるか」という問いに置きか

えられ、「徳」の定義への試みがは

じまる。「哲人政治家の教育」とい

う、主著『国家』の中心テーゼであ

り、プラトンが生涯をかけて追求し

た実践的課題につながる重要な

短篇。

ユリイカ (岩波文庫)

「散文詩」と銘打たれたポオ

(1809-1849)最晩年の詩的宇

宙論。物理的精神的両面から宇

宙を論じて、その本質、その起

原、その創造、その現状、その宿

命を壮大に謳う。宇宙は「引力」

と「斥力」の働きで変化し続け、創

造と破壊の過程が永遠に繰り返

される―ポオはこのプロセスを「神

の心臓の鼓動」と詩的に表現し

た。
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ブラウン神父の不信【新版】 (創

元推理文庫)

名作揃いの“ブラウン神父”シリー

ズでも、特に傑作が集まっている

第三集がリニューアル!　これを読

まずしてブラウン神父は語れない

ほどの傑作「犬のお告げ」、チェス

タトンならではの大胆で奇想天外

な密室トリックが炸裂する「ムーン・

クレサントの奇跡」など、珠玉の8

編を収録する。ブラウン神父の魅

力あふれる名推理をどうぞご堪能

あれ!

それでも彼女は歩きつづける (小

学館文庫)

奔放に生きる一人の女性を軸

に、六人の女たちの嫉妬、羨望が

混じり合う濃密な物語。

「いじめ」をめぐる物語 (朝日文

庫)

いじめを受けた側、いじめた側、そ

の友だち、家族、教師……。

 「いじめ」には、さまざまな゛当事

者"たちがいる。

7人の人気作家が「いじめ」をめぐ

る人々の心模様を競作。

 胸の奥にしずかに波紋をなげかけ

る、文庫オリジナルアンソロジー。

高校生からの法学入門

私たちの日常生活の中で訪れる

些細なことを「法的に考える」とい

うことは、とても重要です。いじめ、

SNS、ブラックバイト、18歳選

挙・・・。高校生にも身近に感じら

れる話題から、法学へ誘う12の

メッセージを、中央大学法学部の

執筆陣が送ります。

献灯使 (講談社文庫)

大災厄に見舞われ、外来語も自

動車もインターネットもなくなり鎖

国状態の日本。老人は百歳を過

ぎても健康だが子どもは学校に通

う体力もない。義郎は身体が弱い

曾孫の無名が心配でならない。

無名は「献灯使」として日本から

旅立つ運命に。大きな反響を呼

んだ表題作など、震災後文学の

頂点とも言える全5編を収録。

三島由紀夫と天皇 (平凡社新

書)

戦後民主主義とそこから生ずる偽

善と詐術は、アメリカの占領と共に

終わるだろうと、考えていた私はず

いぶん甘かった―。自刃の四ヵ月

前にこう記した三島由紀夫が、戦

後のはじまりに見てしまった決定的

な欺瞞とはいったい何だったのか。

天皇制と民主主義、対米従属と

国粋主義。戦後日本の矛盾を見

抜いた三島の先駆性とは。

ワーグマン日本素描集 (岩波文

庫)

日本最初の漫画雑誌『ジャパン・

パンチ』を創刊して、幕末維新の

文明開化の実相をつぶさに描くと

ともに、アーネスト・サトウやパーク

スらに同行して歴史的な事件の

数々をヨーロッパに通信したワーグ

マン(1832-91)の作品の中か

ら、日本および日本人をテーマと

するスケッチを多数収録。絵でみ

る幕末維新史ともいえる貴重な

記録。

犬婿入り (講談社文庫)

多摩川べりのありふれた町の学習

塾は“キタナラ塾”の愛称で子供た

ちに人気だ。北村みつこ先生が

「犬婿入り」の話をしていたら本当

に〈犬男〉の太郎さんが押しかけて

きて奇妙な2人の生活が始まっ

た。都市の中に隠された民話的

世界を新しい視点でとらえた芥川

賞受賞の表題作と「ペルソナ」の2

編を収録。(講談社文庫)

美容師・理容師になるには (な

るにはBOOKS)

パーマやカラーリング、セットも含め

て「美」を提供する美容師と、「刈

る」「剃る」が肝心の理容師。後

進の育成に力を注ぐ美容師、コン

テストを目指して技術を磨く理容

師など、個性豊かな活躍を紹

介。業界の歴史や現状、なるため

の道のりも詳しく解説します。
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獣医師になるには (なるには

BOOKS)

獣医師といえば、動物病院の先

生を思い浮かべる人が多いでしょ

う。でも、小動物臨床に関わる獣

医師は全体の4割弱。高度医療

に携わる専門医や水族館の海獣

担当、北の大地で乳牛の健康を

守る獣医師など様々なケースが

登場。獣医師への道のりも併せて

解説します。

こころきらきら枕草子 ~笑って恋

して清少納言

『枕草子』の秘密を知れば、私た

ちの生き方が変わります。

笑って恋した清少納言の心構え

を知れば、どんな苦しみも、カラリと

流せるようになるでしょう。

あしたから出版社 (就職しない

で生きるには21)

アルバイトや派遣社員をしながら

小説家を目指した20代。挫折

し、失恋し、ヨーロッパとアフリカを

旅した設立前の日々。編集未経

験からの単身起業、ドタバタの本

の編集と営業活動、忘れがたい

人たちとの出会い…。「夏葉社」

設立までのエピソードと発見を、心

地よい筆致でユーモラスに綴る。

こころに響く方丈記 ~鴨長明さ

んの弾き語り

「ゆく河の流れは絶えずして、しか

も、もとの水にあらず」

誰もが知っている有名な『方丈

記』を、大きな文字で、分かりやす

く意訳しました。

旗を立てて生きる──「ハチロク

世代」の働き方マニュフェスト

(就職しないで生きるには21)

お金のために働く先に明るい未来

は感じられないけれど、問題解決

のために働くのはたのしい。社会の

課題を見つけたら、ブログやツイッ

ターを駆使して、自分で旗を立て

ろ!　新しい仕事はそこからはじま

る。デフレネイティブな世代から生

まれた、世界をポジティブな方向に

変化させる働き方・生き方のシフ

ト宣言!

不器用なカレー食堂 (就職しな

いで生きるには21)

東京・桜新町にある、不思議な

存在感を放つ古い一軒家。“イン

ドカレー食堂 砂の岬”。昼夜を問

わず、いつもたくさんの人で賑わっ

ている。いま話題のカレー店は、ど

のように誕生し、運営しているの

か?自らのスタイルを貫きながら、

理想の味と心に残るサービスを追

求する、インドとカレーに魅せられ

た夫婦のものがたり。

こころ彩る徒然草 ~兼好さんと、

お茶をいっぷく

『徒然草』を開くと、新しい景色が

見えてくる。もっと明るく、もっと楽し

く生きるヒント

荒野の古本屋 (就職しないで生

きるには21)

およそ古書とは無縁と思える東

京・茅場町、古びたビルの一室に

“自分の砦”を築いてみた―オルタ

ナティブ書店の旗手がつづる時代

に流されない“生き方”と“働き

方”!

平成くん、さようなら

社会学者・古市憲寿、初小説。

 安楽死が合法化された現代日

本のパラレルワールドを舞台に、平

成という時代と、いまを生きること

の意味を問い直す、意欲作!
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街と山のあいだ

登山の専門出版社を経て、編集

者・文筆家として活躍する著者に

よる初の随筆集。山にまつわる記

憶や体得してきた思想を、情緒

豊かにまっすぐに綴ります。四季に

わたる山行記やよく登る山、道具

の話など、細やかなエピソードに彩

られた59篇。山が好きな人も山

に憧れる人も、自然を近しく感じ

られる一冊です。

フラナリー・オコナー全短篇〈上〉

(ちくま文庫)

フラナリー・オコナーは難病に苦し

みながらも39歳で亡くなるまで精

力的に書き続けた。その残酷なま

での筆力と冷徹な観察眼は、人

間の奥底にある醜さと希望を描き

出す。キリスト教精神を下敷きに

簡潔な文体で書かれたその作品

は、鮮烈なイメージとユーモアのま

じった独特の世界を作る。

みな、やっとの思いで坂をのぼる

—水俣病患者相談のいま

著者は、相思社での患者相談な

どを担当する日常のなかで、自分

の生まれ故郷でいまもタブーとされ

る水俣病事件の当事者たちと接

するようになり、機関紙で「水俣

病のいま」を伝えるための連載「患

者相談雑感」を開始した。 本書

は、本連載をもとに大幅に加筆し

て一冊にまとめた記録だ。

とても短い長い歳月: THE

PORTABLE FURUKAWA

縦横無尽に繋げられた28の作品

が巨大な1作を作り上げる前代

未聞の文学的企み。

フラナリー・オコナー全短篇〈下〉

(ちくま文庫)

フラナリー・オコナーは20代半ばか

ら亡くなるまで、アメリカ南部の農

園で母とともに暮らした。難病と戦

いながらも、午前中の数時間を必

ず執筆にあてた。南部の人々を

多く描いたが、その目は全世界を

見捉えていた。O・ヘンリー賞を生

涯で4度受賞し、短篇の名手と

賞賛される。

ことばの生まれる景色

本屋「Title」店主が選んだ大切

な本。画家はその魂をすくいとるよ

うに絵を描きました。絵と文で本を

旅する四十景。

ミルクとはちみつ

父や恋人との苦い経験の先に見

つけた、甘くて大切なもの―。愛、

喪失、トラウマ、虐待、癒し、そし

て女性であることの意味を正直な

言葉で描き、20代の女性を中心

に深い共感を呼ぶ、若き作家によ

るデビュー詩集。

最後の読書

老人になってしみじみわかる。齢

八十、目は弱り、記憶力はおとろ

え、本の読み方・読みたい本も

違ってきた。硬い本はもう読めない

よ、とぼやきつつ先人たちのことば

に好奇心をかきたてられる。鶴見

俊輔、幸田文、山田稔、メイ・

サートン、紀田順一郎、吉野源

三郎、伊藤比呂美……。筋金

入りの読書家による滋味あふれる

読書案内。

地元がヤバい…と思ったら読む

凡人のための地域再生入門

地方衰退の「構造」とビジネスによ

る「変革手法」がストーリーで一気

にわかる!札幌・盛岡・女川・山

形・熱海・春日井・城崎・岡山・

小倉・長崎・熊本・宮崎・鹿児島

…全国各地で400名以上の「未

経験者」が実戦したノウハウを大

公開!
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いま、息をしている言葉で。 「光

文社古典新訳文庫」誕生秘話

古典はもはや読むに値しないのだ

ろうか、いや、噛めば噛むほど味わ

い深く、そこには人がものを考える

ためのエッセンスが凝縮されてい

る。古典にこそ読書の醍醐味はあ

る。そんな信念のもと、数多ある

外国文学・思想を新訳し、文庫

シリーズとして刊行する企画を立

ち上げた。光文社古典新訳文

庫・創刊編集長の奮戦記。

「ほとんどない」ことにされている

側から見た社会の話を

性暴力被害、痴漢犯罪、年齢

差別、ジェンダー格差、女性蔑視

CM、#metoo運動などを取材

し、おもにウェブで発信してきたライ

ター・小川たまかはじめての著作。

2016年から2018年に起きた、

性犯罪やそれにまつわる世論、性

犯罪刑法改正、ジェンダー炎上

案件などを取り上げ、発信してき

た記録です。

はじめての明治史 (ちくまプリ

マー新書)

「幕府はどうして倒れたのか?」から

「明治はどのように終わったのか?」

まで―大きな問いに答える形で、

第一線の歴史家が東大駒場で

連続講義。近代日本の原点を

探る、知的探究への誘い。

点と線のひみつ ブルーノ・ムナー

リのデザイン教本

絵に用いられる、さまざまな点や

線。太さ、濃淡、勢い、密度など

の各要素が暗示することは何か。

点や線の描き方を使い分けること

によって、さまざまな意味や効果を

生み出す方法を知る。ムナーリの

知的ユーモアに満ちた、美しい見

立ての数々に導かれ、視覚表現

によるコミュニケーションの基礎を学

ぶ演習帳。

生きるように働く

自分の時間を生きていたい。毎月

10万人が閲覧する、求人サイト

「日本仕事百貨」を運営する著

者、初の著書。植物にとって、生

きると働くが分かれていないよう

に、私たちにもオンオフのない時間

が流れている―著者自身、そして

求人の取材で出会った人たちが、

芽を出し、枝を伸ばして、一本の

木になっていくまでの話。

読まされ図書室 (宝島社文庫)

小林聡美さんが、各界著名人か

ら推薦された本を読むという、いっ

ぷう変わった読書本が文庫になり

ました。推薦した人は井上陽水さ

ん、群ようこさん、よしもとばななさ

ん、飯島奈美さん、長塚圭史さ

ん、酒井順子さんなど、14人。文

庫用のあとがきも収録です。

おばあちゃんのはこぶね (末盛

千枝子ブックス)

おもいでが わたしをあたためてくれ

る

おひさまのように。

大人になっても、年を重ねても、

ずっと、自分のために大切にしたい

一冊。

ゴフスタイン「最期のことば」を収録

し、追悼の意を込めて復刊しま

す。

バウムクーヘン

谷川俊太郎の最新詩集。

 著者の自選による、初収録のひ

らがな詩46篇を収録。

 装画は、「ミッフィ―」のディック・ブ

ルーナ氏による鮮やかな花の絵で

す。

K‐POP 新感覚のメディア (岩

波新書)

BTS、TWICE、EXO…日韓関

係の悪化とともに韓流ブームは

去ったと思っていたら、いつの間に

か若者たちはK-POPに夢中に

なっていた。日本のみならず世界

をも魅了するK-POPの魅力とは

何なのか。グローバルなトレンドと

ポップな欲望が交錯するソーシャ

ルメディア時代の音楽空間を解き

明かす。
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新装版 わたしが・棄てた・女 (講

談社文庫)

大学生の吉岡が二度目のデイト

で躯を奪ってゴミのように棄てたミ

ツは、無垢な田舎娘だった。その

後、吉岡は社長の姪との結婚を

決め、孤独で貧乏な生活に耐え

ながら連絡を待ち続けるミツは冷

酷な運命に弄ばれていく。たった

一人の女の生き方が読む人すべ

てに本物の愛を問いかける遠藤

文学の傑作。

アイ ラブ ユー (とびだししかけえ

ほん)

ありがとうのきもち。

ここちよいじかん。

たかなるむねのおと。

大好きな人を思う気持ちを デビッ

ド・A・カーターがとびだししかけで

表現しました。全ページに、ハート

の形が隠れています。

I Love Youを大切な人に伝えま

しょう。

月を見てパンを焼く 丹波の山奥

に5年先まで予約の取れないパ

ン屋が生まれた理由

決してぜいたくせず、「夢は100歳

までパン屋を」。自分らしく、いきい

きと。彼女が選んだ働き方と生き

方とは。予約5000件以上5年

待ちという幻のパンレシピも収録。

月の暦に合わせて20日間パンを

焼き、10日間は生産者を巡る。

パンを一つも無駄にしない、私らし

い働き方。

幸せについて

まもなく87才、詩人・谷川俊太

郎さん。

「幸せについて」今考えるすべてを

語った1冊です。人生を楽しむヒン

トが詰まっています。

明恵【上巻】《栂尾高山寺秘話》

日本思想史上の巨星・明恵。鎌

倉初期、戦乱と疫病、旱魃と飢

餓、動乱相継ぐ時代を、衆生救

済を叫び、明恵と共に命を賭して

生きた若者たちの壮大なる物語。

知られざるその全生涯を明らかに

する初の長編歴史小説。

ぴりから 私の福岡物語

思い出のあの場所、懐かしのあの

味、忘れられないあの人。みん

な、今もどこかで繋がっている。福

岡県を舞台に6名の著者が紡ぐ

連動小説。

針と糸

自分の幸せの先に、誰かの幸せが

ある。ふわり木の葉が舞うように、

たどり着いたベルリン。母親との確

執を越えて気づいた、「書く」ことの

原点。ひと針ひと針、希望の物語

を紡いでいく。生きることが心から

楽しくなるエッセー。

明恵【下巻】《栂尾高山寺秘話》

意識が変われば世界は変わる。

何者でもなく生きることの尊さ、

『阿留辺幾夜宇和』。人が人とし

てあるべき形とは。その答えを求め

て、人は人生の最後に高山寺・

明恵に辿り着く。明恵が遺した生

きる叡智、意識覚醒の方法はあ

るのか。

その日、朱音は空を飛んだ

学校の屋上から飛び降りた川崎

朱音。彼女の自殺の原因は―そ

もそも本当に自殺だったのか。ネッ

トに流れる自殺現場の動画を

撮ったのは誰?映っていたのは誰?

いじめはあったのか、遺書はあった

のか。クラスメイトに配られたアン

ケートから見え隠れする、高校生

たちの静かな怒り妬み欲望…。青

春小説界の新鋭が描き切った「わ

たしたちの」物語。
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ハリー・ポッターと炎のゴブレット

[DVD]

出演: ダニエル・ラドクリフ, ルパー

ト・グリント, エマ・ワトソン

監督: マイク・ニューウェル

ダニエル・ラドクリフ主演による「ハ

リー・ポッター」シリーズの第4章。

魔力を競い合う伝説のイベント

「三大魔法学校対抗試合」が開

催され、選手に選ばれたハリーに

最大の試練が待ち受ける。

ハリー・ポッターと死の秘宝

PART１ [DVD]

出演: ダニエル・ラドクリフ, ルパー

ト・グリント, エマ・ワトソン

監督: デイビッド・イェーツ

ダニエル・ラドクリフ主演による「ハ

リー・ポッター」シリーズの第7作に

して最終章の第1部。ヴォルデ

モート抹殺の鍵を握る“分霊箱”

を探すハリー、ロン、ハーマイオニー

の間に亀裂が生じ…。

ハリー・ポッターと不死鳥の騎士

団 [DVD]

出演: ダニエル・ラドクリフ, ルパー

ト・グリント, エマ・ワトソン

監督: デイビッド・イェーツ

ダニエル・ラドクリフ主演による「ハ

リー・ポッター」シリーズの第5章。5

年生になったハリーは有志を集め

て“ダンブルドア軍団”を結成し、

来る戦いに備えて秘密の訓練を

開始する。

ハリー・ポッターと死の秘宝

PART2 [DVD]

出演: ダニエル・ラドクリフ, ルパー

ト・グリント, エマ・ワトソン

監督: デイビッド・イェーツ

ダニエル・ラドクリフ主演による「ハ

リー・ポッター」シリーズ第7作の第

2部にして完結編。遂に迎えた宿

敵・ヴォルデモートとハリー・ポッター

の最終決戦の行方を壮大なス

ケールで描く。

ハリー・ポッターと謎のプリンス

[DVD]

出演: ダニエル・ラドクリフ, ルパー

ト・グリント, エマ・ワトソン

監督: デイビッド・イェーツ

ダニエル・ラドクリフ主演による「ハ

リー・ポッター」シリーズの第6章。

人間界に広がるヴォルデモートの

脅威。ダンブルドア校長はハリーと

共にヴォルデモートを打倒すべく過

去の記憶をたどる。


