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半藤 一利【著】 平凡社ライブラリー 202007 EPUB ¥2,200 ‐ ¥3,300

世界史のなかの昭和史 9784582769050

山口 桂【著】 平凡社新書 202008 EPUB ¥2,024 ‐ ¥3,036

美意識を磨く 9784582859522

大山 眞人【著】 平凡社新書 202008 EPUB ¥1,848 ‐ ¥2,772

『陸軍分列行進曲』と

ふたつの『君が代』
9784582859539

W．C．ウィリアムズ　F．S．フィッツジェラルド【著】 平凡社ライブラリー 202009 EPUB ¥3,300 ‐ ¥4,950

医療短編小説集 9784582769098

浜 矩子【著】 平凡社新書 202009 EPUB ¥1,804 ‐ ¥2,706

「共に生きる」ための経済学 9784582858204

藤本 修【著】 平凡社新書 202009 EPUB ¥1,848 ‐ ¥2,772

コロナ不安に向き合う 9784582859546

雨宮 国広【著】 平凡社新書 202009 EPUB ¥1,892 ‐ ¥2,838

ぼくは縄文大工 9784582859553

クリス・コルファー【著】 ザ・ランド・オブ・ストーリーズ 202009 EPUB ¥3,300 ‐ ¥4,950

赤ずきん 女王への道 9784582315189

大西 泰正【著】 中世から近世へ 202009 EPUB ¥3,960 ‐ ¥5,940

宇喜多秀家 9784582477498

星野 博美【著】 202009 EPUB ¥4,180 ‐ ¥6,270

旅ごころはリュートに乗って 9784582838459

白川 静【著】 202009 EPUB(固定) ¥19,360 ‐ ¥29,040

漢字の体系 9784582128178

西野 嘉章【著】 202009 EPUB ¥7,040 ‐ ¥10,560

雲の伯爵 9784582838466

近日配信予定

9
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NO

内容紹介

1

2

3

昭和史を世界視点で見ると何がわかるのか？　ヒトラーやスターリンがかき回した世界史にお

ける戦前日本の盲点が浮き彫りに。日本人必読の"半藤昭和史"完結編、待望の文庫

化！

4

5

6

7

主に石斧を使って古代の丸木舟や小屋を造る「縄文大工」。大航海が行われた３万年前

に船を造り台湾から沖縄まで走らせた記録、工夫に溢れた住居の復元などから新たな縄文

人像を探る。

スキャンダルは逆手に取る！？　国民はペットみたいなもの！？　ハリウッド映画化決定

「ザ・ランド・オブ・ストーリーズ」の超わがまま女王「赤ずきん」流の女王ガイドブック。田内 志

文【訳】　合同会社イカリング【企画・編集】

若くして豊臣政権の「五大老」に大抜擢された宇喜多秀家。その人物像の再評価を試み、

中近世移行期の特徴を浮き彫りにする。

古楽器リュートに魅せられ、時空を超える旅に出た著者。舞台はルネサンスから中世へ、

ユーラシア史へ、やがてキリスト教の深い闇へ、そして道は現代日本へと繫がっていた。

第一部では「天象・氏族・祭祀」など65のテーマ別に約700字、第二部では「安」から「婁」

まで形態素ごとに約1800字をグルーピングし解説。漢字の繫がりが見える全く新しい字

書！

アートの最前線で鍛えられた鑑賞眼と美意識、ビジネスセンスとは？　世界的オークション会

社クリスティーズで古今東西の一流作品と名コレクターに接してきた著者が指南する。

明治期、日本は外国人を頼ってまで軍歌や国歌を性急に必要とした。だがなぜ、敵性用

語が禁止された太平洋戦争時代に作曲者の名前を伏せて使われ続けたのか。その真実に

迫る。

損なわれた医師、医療と暴力、看護、最期、災害など７つの主題別に、生と死、理想と現

実の狭間を描く14編を収録。医療と文学を繫ぐ医療人文学の視点から編まれたアンソロ

ジー。石塚 久郎【監訳】

なぜ、格差は固定化され、貧困は広がったのか。気鋭の経済学者がグローバルな視点から

日本経済の現状に警鐘を鳴らし、「共に生きる」社会を実現していくための新たな提言を行

う。

新型コロナウイルスによって、人々の間に強い不安やストレスが生まれている。そうした不安に

いかに対処するべきか。精神科医としてこれらを分析し、わかりやすく伝える。

旧福山藩主の嫡男に生まれ幼少期から発明に没頭、富士山麓に「雲気流研究所」を設

立した阿部正直。映像と気象学草創期に生きた科学少年のアヴァンギャルドな人生と驚異

の撮影観察記録。
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礫川 全次【著】 平凡社新書 201408 EPUB ¥1,804 ‐ ¥2,706

日本人はいつから

働きすぎになったのか
9784582857443

中井精也　越信行【写真】　地理情報開発【編】 別冊太陽スペシャル 202010 EPUB(固定) ¥5,500 ‐ ¥8,250

日本鉄道風景地図鑑 9784582946017

新村 出【著】　新村 猛【編】 平凡社ライブラリー 202010 EPUB ¥3,300 ‐ ¥4,950

新村出随筆集 9784582769104

永濱 利廣【著】 平凡社新書 202010 EPUB ¥1,936 ‐ ¥2,904

経済危機はいつまで続くか 9784582859560

島田 眞路【著】　荒神 裕之【著】 平凡社新書 202010 EPUB ¥2,024 ‐ ¥3,036

コロナ禍で暴かれた

日本医療の盲点
9784582859577

黒田 基樹【著】 平凡社新書 202010 EPUB ¥1,936 ‐ ¥2,904

戦国北条家の判子行政 9784582859584

井上 隆史【著】 202010 EPUB ¥7,040 ‐ ¥10,560

暴流の人 三島由紀夫 9784582838442

紅野謙介　内藤千珠子　成田龍一【編】 202010 EPUB ¥10,560 ‐ ¥15,840

〈戦後文学〉の現在形 9784582838503

北井 一夫【著】 202010 EPUB(固定) ¥7,040 ‐ ¥10,560

過激派の時代 9784582278330

青柳 いづみこ【著】 202010 EPUB ¥5,280 ‐ ¥7,920

阿佐ヶ谷アタリデ大ザケノンダ 9784582838480

栗原 心平【著】 202010 EPUB(固定) ¥3,300 ‐ ¥4,950

おいしい酒肴（おつまみ）は

白飯にも合う。
9784582632279

山口 尚【著】 202010 EPUB ¥5,720 ‐ ¥8,580

哲学トレーニングブック 9784582703627

15

13

14

新型コロナ禍であぶり出された国公立大学医学部と大学病院が抱える問題。山梨大学附

属病院ではいかにコロナに立ち向かったのか！？

常態化した長時間労働、進んで引き受けるサービス残業、苛酷なノルマや理不尽なパワー

ハラスメントの横行──。過労死・過労自殺への道を、みずから歩みながら、不満を表明す

ることさえしない日本人。そうした「勤勉精神」は、いつ生まれたのか。どういう系譜をたどって、

今日にいたったのか。私たちを「勤勉」に駆りたててきたものは何か。

コロナ禍によって落ち込んだ景気は、どれくらいのタイミングで回復するか、いや、より悪化する

のか。考えうる様々な可能性を、過去の事例やデータを踏まえて予測・検討していく。

『広辞苑』を作った言語学者が、神話、平安文学、南蛮交易記録、キリシタン文学、童謡

や俚謡、俳諧、昔話などから読み解く、古代から現代へ至るいきいきとした「ことば」の姿。

鉄道とふるさとの情景。鉄道と駅。鉄道と橋。人気鉄道写真家による「鉄道のある絶景」写

真集に、撮影地がすぐ調べられる「Super鉄道地形図」をセット。さあ地図鑑で旅に出よ

う！

終戦以降現在まで、日本の現代文学の総括的な評価・分析を行うという、類例のない評

論集。日本文学を代表する60作品を選び論評を加える。文学運動・作家論などコラムも

充実。

1964‐68年に過激派の学生運動を撮り続けた写真を北井自らがセレクトした集大成的な

写真集。高精度デジタルリマスター版。

現代社会の礎は、信長や秀吉ではなく、戦国北条家が築いていた。印判状、目安制など

を切り口に、税・裁判制度、判子文化のはじまりを大河『真田丸』の時代考証者が表現。

内面に渦巻く暴力性と、冷え冷えとしたニヒリズムを個人の問題としてでなく、近代の病とし

て世に問うた三島由紀夫。死後50年、その内なる叫びを掬い取った決定的評伝。

「おいしいおつまみはお酒だけじゃなく、白いごはんにも合うよね！」という料理家・栗原心平

さんが提案するおつまみレシピの決定版。

画期的「哲学読解」40講。「血で書いたような文章を好む」と語る気鋭の哲学研究者によ

る、実践的読書ノート。文章の読み方・まとめ方を「こうするのか！」と体得できる。

東京・阿佐ヶ谷の街の記憶と現在の姿を描く 東京・阿佐谷で育ちピアニスト兼文筆家とし

て知られるようになった著者。井伏鱒二や太宰治も親しんだ「文士の町」としての阿佐谷の

記憶と、いまも暮らすこの町の魅力を徒然に綴る。
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加藤洋子　吉澤康子　和爾桃子【編訳】 202010 EPUB ¥4,840 ‐ ¥7,260

夜ふけに読みたい神秘なアイルラン

ドのおとぎ話
9784582838497

伊藤宗看　伊藤看寿【著】 平凡社ライブラリー 202011 EPUB ¥3,960 ‐ ¥5,940

詰むや詰まざるや 9784582769111

橘木 俊詔【著】 平凡社新書 202011 EPUB ¥1,936 ‐ ¥2,904

渋沢栄一 9784582859591

島村 恭則【著】 平凡社新書 202011 EPUB ¥1,936 ‐ ¥2,904

みんなの民俗学 9784582859607

奥 武則【著】 平凡社新書 202011 EPUB ¥1,804 ‐ ¥2,706

感染症と民衆 9784582859614

徳永 桂子【著】　原 正利【解説】 202011 EPUB(固定) ¥14,960 ‐ ¥22,440

世界のどんぐり図鑑 9784582542639

藤原 さと【著】 202012 EPUB ¥5,500 ‐ ¥8,250

「探究」する学びをつくる 9784582731101

稲垣 直樹【著】 202012 EPUB ¥2,860 ‐ ¥4,290

「星の王子さま」に聞く

生きるヒント
9784582838558

柴 裕之【著】 中世から近世へ 202012 EPUB ¥4,400 ‐ ¥6,600

織田信長 9784582477474

ヤロスラフ・ハシェク【著】　飯島 周【訳】 平凡社ライブラリー 202012 EPUB ¥3,300 ‐ ¥4,950

不埒な人たち 9784582769036

金田 章裕【著】 平凡社新書 202012 EPUB ¥1,892 ‐ ¥2,838

和食の地理学 9784582859621

俵 義文【著】 平凡社新書 202012 EPUB ¥3,520 ‐ ¥5,280

戦後教科書運動史 9784582859638

33

「時代の変革者」という従来の織田信長像を見直し、当時の社会秩序を重視して天下人

へと昇り詰めた「同時代人」信長の姿を明らかにしつつ、中世から近世への移行期の様相に

せまる。

現地で直接採集した世界各地のどんぐり132種類を実物大のボタニカルアート（細密画）

で紹介する図鑑。葉、樹形、樹皮、芽生え、花などの絵も秀逸。

31

世界屈指のプロジェクト型学習を行う米ハイ・テック・ハイ校は低所得層の生徒が約半数だ

が大学進学率は96％。その教育プログラムを日本に導入した著者による探究の教科書。

36

教科書問題をライフワークとする著者が戦後の教科書運動の足跡をたどる。国による検定

や教科書への「偏向」攻撃とそれへの反撃、教育基本法改悪など諸問題を扱う。

34

なんたるでたらめ！ 『兵士シュヴェイクの冒険』で知られ、カフカ、チャペックと並ぶチェコの人

気作家の実体験に基づく（!?）面白すぎる短編27編。ヨゼフ・ラダの挿絵入り。

35

日本の食文化は豊富な食材に支えられている。水田と農村、海と畑から食材がどのように

生み出されるか、漬物・日本茶からワインまで、日本の地勢を読み解きつつ楽しく紹介す

る。

26

25

30

29

「日本資本主義の父」と呼ばれ高い評価を受ける渋沢栄一は、どのような人生を歩んでき

たのだろうか。経済学者としての視点を中心に、さまざまな角度からその真の姿に迫る。

民俗学は昔の慣習を伝えるだけの学問ではない。人はなぜパワーストーンを身につけるか？

といった身近な話題を、現代民俗学〈ヴァナキュラー〉の視点で掘り下げていく。

27

28

32

明治期の日本で大流行し、数十万人の死者を出したコレラ。医師や巡査が襲われるなどの

暴動、神仏や民俗行事にすがる「コレラ祭」など、民衆史の観点からその歴史を振り返る。

人気の『夜ふけに読みたい数奇なアイルランドのおとぎ話』の続編。不屈の生き様を涙と笑い

で語るフィン・マク・クウィル伝説に、時代を超えて愛されるアーサー・ラッカムの挿絵つき。長

島真以於【監】

全問解ければプロ棋士になれると米長邦雄永世棋聖が語った、現代にも通じる傑作と名

高い江戸時代の詰将棋の古典にしてロングセラー、待望のコンパクト版。ライブラリー版解

説＝若島正

『星の王子さま』の翻訳者が、サン゠テグジュペリの著作から選りすぐった名言の数々を原書

の愛らしい挿絵とともに紹介。現代に通じる「生きるヒント」を探る。贈り物にも最適。
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はた りえこ【著】　花房 葉子【絵】 202012 EPUB(固定) ¥3,520 ‐ ¥5,280

星の子どもとりんごの木 9784582838541

田中 ひかる【著】 202012 EPUB ¥5,280 ‐ ¥7,920

月経と犯罪 9784582824919

楠 文夫【著】 東京精華硯譜 202101 EPUB(固定) ¥8,360 ‐ ¥12,540

東京精華硯譜　中国硯大全Ⅰ

端硯について
9784582247350

カート・セリグマン【著】 平凡社ライブラリー 202101 EPUB ¥5,280 ‐ ¥7,920

魔法 9784582769128

吉田 外司夫【著】 202101 EPUB(固定) ¥26,400 ‐ ¥39,600

青いケシ大図鑑 9784582542653

八木 正自【著】 平凡社新書 202101 EPUB ¥1,892 ‐ ¥2,838

古典籍の世界を旅する 9784582859645

長岡 美代【著】 平凡社新書 202101 EPUB ¥1,936 ‐ ¥2,904

多死社会に備える 9784582859652

菊地 成孔【著】 202101 EPUB ¥4,180 ‐ ¥6,270

次の東京オリンピックが

来てしまう前に
9784582838589

瀬田 勝哉【著】 平凡社選書 202101 EPUB ¥8,360 ‐ ¥12,540

戦争が巨木を伐った 9784582842364

グリム兄弟【著】 202101 EPUB ¥4,840 ‐ ¥7,260

夜ふけに読みたい

動物たちのグリム童話
9784582838572

松田　道雄【著】 STANDARD　BOOKS 202102 EPUB ¥3,080 ‐ ¥4,620

松田道雄 子どものものさし 9784582531787

ジョージ・サルマナザール【著】 平凡社ライブラリー 202102 EPUB ¥3,960 ‐ ¥5,940

フォルモサ

台湾と日本の地理歴史
9784582769135

38

「女は生理の時、カッとして頭にきて何をするのかわからない」――。女性は生理があるから

罪を犯す、と信じられていた時代があった。その言葉の根拠を確かめ、信じられてきた理由を

歴史的資料からひもとく。

39

中国硯研究の第一人者による長年の研究・収集の集大成（全3巻）。本巻は中国硯の

最高峰、端渓硯を取り上げる。著者の世界的コレクションから、旧著で未収録の品も含め

多数掲載。

37

42

古書店を営む著者が入手した、史料的価値の高い古典籍、報道などでも大きく紹介され

た貴重書にまつわるエピソードや入手経緯を紹介しつつ、古典籍の世界の奥深さを伝える。

43

今後30年で、介護制度や現場がどう変わるかをジャーナリストが取材。さらに母を看取った

経験から、介護を必要とする人がよりよい最期を迎えるための具体策を解説する。

40

神秘思想、呪術、魔術、秘密結社、占星術……知られざる精神の歴史と正体を豊富な

図とともに詳解する。隠された思想の起源と転換点を解き明かす知の万華鏡！平田 寛

澤井 繁男【訳】

41

ヒマラヤを象徴する美しい花「青いケシ」（メコノプシス）。著者が発見した新分類36種を

含む全90種と亜種・変種34種を美しい写真と明快な解説で紹介する。第一人者による

決定版。

46

大人気「夜ふけに読みたいおとぎ話」最新巻はご存じ「グリム童話」。おなじみアーサー・ラッカ

ムの美しい挿絵とともに、日本初訳作品や、ちょっぴり大人向けの残酷な物語を収録。井

口 富美子【監訳】　和爾 桃子　吉澤 康子【編訳】　アーサー・ラッカム【絵】

47

ロングセラー『育児の百科』で知られる小児科医が、人間らしい社会の実現と生きることの

意味を追い求める中で見出した様々な命の姿。

44

東京オリンピック、インバウンド、ドナルド・トランプ。そして新型コロナ……。「2020年」に向け

て、加速してきた東京にむけて、〝街遊びの達人"による極私的東京論。待望の最新エッセ

イ集。

45

第二次世界大戦中、鉄船を失った日本は木船の増産を企図。個人の屋敷の巨木までを

供出する「翼賛運動」が起こされる。木と木の船をも総動員する日本の戦争の知られざる

実態！

希望を失った世界にもう一度、光をもたらすことができるのは星の子だった。オイリュトミーの第

一人者が紡ぐ命の物語を、ブラジル在住の画家が描く。生命力・躍動感に溢れた絵本。

48

自称台湾人の詐欺師による架空の台湾・日本紹介。広く読まれ18世紀の極東認識や

『ガリヴァー旅行記』にも影響を与えた世紀の奇書。原田　範行【訳】
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添田　孝史 【著】 平凡社新書 202102 EPUB ¥1,848 ‐ ¥2,772

東電原発事故

10年で明らかになったこと
9784582859669

鈴木 貞美 【著】 平凡社新書 202102 EPUB ¥2,200 ‐ ¥3,300

満洲国 9784582859676

平凡社【編】 202102 EPUB(固定) ¥6,160 ‐ ¥9,240

新版 樹木もの知り事典 9784582124330

平凡社【編】 202102 EPUB(固定) ¥6,160 ‐ ¥9,240

新版 草花もの知り事典 9784582124347

平凡社【編】 202102 EPUB(固定) ¥6,160 ‐ ¥9,240

新版 魚貝もの知り事典 9784582124354

黒田　基樹【著】 中世から近世へ 202102 EPUB ¥4,400 ‐ ¥6,600

今川のおんな家長 寿桂尼 9784582477504

五月女　ケイ子【著】 202102 EPUB(固定) ¥2,860 ‐ ¥4,290

乙女のサバイバル手帖 9784582838596

平凡社地図出版【編】 202102 PDF ¥99,000 ‐ ¥148,500

幕末明治大地図帳 9784582418149

荒俣　宏【著】 世界大博物図鑑 202102 PDF ¥12,760 ‐ ¥19,140

普及版 世界大博物図鑑 1

蟲類
9784582518610

荒俣　宏【著】 世界大博物図鑑 202102 PDF ¥12,760 ‐ ¥19,140

普及版 世界大博物図鑑 2

魚類
9784582518627

荒俣　宏【著】 世界大博物図鑑 202102 PDF ¥11,440 ‐ ¥17,160

普及版 世界大博物図鑑 3

両生・爬虫類
9784582518634

荒俣　宏【著】 世界大博物図鑑 202102 PDF ¥11,880 ‐ ¥17,820

普及版 世界大博物図鑑 4

鳥類
9784582518641

中国東北部にかつて存在した傀儡国家・満洲国。謎に包まれたこの国家の全貌を、中国

側史料及び新史料を駆使し、新知見を以て示す。

51

私たちにかかわりの深い樹木600種を収録。植物図800点と生産や風俗を示す挿絵400

点で構成した樹木の博物事典。

発生から十年、世界最悪レベルの原発事故の原因、被害、賠償の進展は。独自入手の

事故調文書や裁判記録を元に描く事故の深層と現状。49

56

明治政府による地図「輯製二十万分一図」がデジタルリマスターでカラー化、約8万の旧町

村名を掲載した地図帳として、令和に復活。清水靖夫　今尾恵介【監】

57

1980～90年代に刊行された荒俣宏の大著「世界大博物図鑑」シリーズ全７巻が、手に

取りやすい縮刷版で復刊！

58

1980～90年代に刊行された荒俣宏の大著「世界大博物図鑑」シリーズ全７巻が、手に

取りやすい縮刷版で復刊！

54

「おんな戦国大名」寿桂尼の発給文書から、今川家の当主代行としての政務とは何か、

「家」妻の果たす役割は何かを明らかにする。

55

女の人生は闘い。親から「結婚はまだ？」といわれたら？都合のよい女にならないためには？

人生のＳＯＳに効く、笑えるお悩み相談集。

52

日本の野生種を中心に、園芸種・外来種・作物を加えた900種の草花の図鑑事典。植

物学的説明と、利用法・民俗・由来までを解説。

53

日本の水産物の図鑑事典。海と川の魚、貝、エビ・カニ・海藻からクラゲ・クジラ・ゲンゴロウ

まで450項目。図版は600図を収録。

50

59

1980～90年代に刊行された荒俣宏の大著「世界大博物図鑑」シリーズ全７巻が、手に

取りやすい縮刷版で復刊！

60

1980～90年代に刊行された荒俣宏の大著「世界大博物図鑑」シリーズ全７巻が、手に

取りやすい縮刷版で復刊！
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荒俣　宏【著】 世界大博物図鑑 202102 PDF ¥11,880 ‐ ¥17,820

普及版 世界大博物図鑑 5

哺乳類
9784582518658

荒俣　宏【著】 世界大博物図鑑 202102 PDF ¥13,640 ‐ ¥20,460

普及版 世界大博物図鑑 別巻1

絶滅・希少鳥類
9784582518665

荒俣　宏【著】 世界大博物図鑑 202102 PDF ¥11,440 ‐ ¥17,160

普及版 世界大博物図鑑 別巻2

水生無脊椎動物
9784582518672

森茉莉　内田百閒【著】　ほか 202102 EPUB ¥3,960 ‐ ¥5,940

作家の手料理 9784582838602

夏目漱石　谷崎潤一郎【著】　ほか 202103 EPUB ¥4,180 ‐ ¥6,270

作家と猫 9784582747119

伊藤　整【著】　伊藤　礼【編】 202103 EPUB ¥9,240 ‐ ¥13,860

伊藤整日記 1 9784582365313

金井　美恵子【著】 平凡社ライブラリー 202103 EPUB ¥3,520 ‐ ¥5,280

〈3.11〉はどう語られたか 9784582769142

Ｒ.キプリング　Ｋ.Ａ.ポーター【著】 平凡社ライブラリー 202103 EPUB ¥3,300 ‐ ¥4,950

疫病短編小説集 9784582769159

福井県教育委員会【編】 202103 EPUB(固定) ¥3,960 ‐ ¥5,940

白川静博士の

漢字の世界へ［第二版］
9784582403541

増田　弘【著】　中島　政希【監】 202103 EPUB ¥11,000 ‐ ¥16,500

鳩山一郎とその時代 9784582838619

清武　雄二【著】 ブックレット〈書物をひらく〉 202103 EPUB ¥2,200 ‐ ¥3,300

アワビと古代国家 9784582364644

田中大士 【著】 ブックレット〈書物をひらく〉 202103 EPUB ¥2,200 ‐ ¥3,300

春日懐紙の書誌学 9784582364651

1980～90年代に刊行された荒俣宏の大著「世界大博物図鑑」シリーズ全７巻が、手に

取りやすい縮刷版で復刊！

62

1980～90年代に刊行された荒俣宏の大著「世界大博物図鑑」シリーズ全７巻が、手に

取りやすい縮刷版で復刊！

63

1980～90年代に刊行された荒俣宏の大著「世界大博物図鑑」シリーズ全７巻が、手に

取りやすい縮刷版で復刊！

64

作家たちが自ら料理し、その手順を綴ったエッセイを精選。内田百閒、石井桃子、武田百

合子らの「お家ごはん」をなぞる悦楽。野村　麻里【編】

61

65

昭和の文豪から現代の人気作家まで、49名によるエッセイ、漫画、写真資料を収録。笑い

あり、涙ありの猫づくしアンソロジー！

66

超流行作家、評論家、翻訳家として戦後文学の多面性を体現した伊藤整の18年にわた

る日記。極めて貴重な全8巻の文学的資料。

67

〈3.11〉直後、メディアに溢れた言葉の泡を掬い取った、稀有の批評集。『目白雑録 小さ

いもの、大きいこと』再編集版。

69

漢字教育に白川文字学を取り入れ全国学力テスト上位の福井県。県内全小学校で使

用されている教育漢字1026字の解説本の最新版！

70

自民党初代総裁・総理大臣を務めた鳩山一郎の決定版研究。戦前の政友会時代、公

職追放と復活、総理大臣就任と死去までを詳細に辿る。

71

『延喜式』を中心に古代資料を精読し、アワビの食べられ方と古代国家の祭儀との関係を

探り、アワビの文化史をひもとく。

68

天然痘・コレラ・インフルエンザ、そして「疫病の後」。繰り返し襲いくる見えない恐怖を主題と

する７編。コロナの時代に必読の１冊。石塚　久郎【監訳】

72

鎌倉時代の歌会の記録であり、裏面が万葉集の書写に利用された「春日懐紙」。現存の

史料を綿密に調べ、利用法の詳細を解き明かす。
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佐々木　圭吾【著】 平凡社新書 202103 EPUB ¥1,936 ‐ ¥2,904

働くあなたの経営学 9784582859683

森　貴史【著】 平凡社新書 202103 EPUB ¥1,980 ‐ ¥2,970

ドイツの自然療法 9784582859690

内務省衛生局【著】　西村　秀一【訳】 202103 EPUB ¥7,700 ‐ ¥11,550

現代語訳 流行性感冒 9784582513363

田中　陽希【著】　千葉　弓子【編】 202103 EPUB ¥3,080 ‐ ¥4,620

それでも僕は歩き続ける 9784582838510

川上　弘美【著】 202103 EPUB(固定) ¥3,300 ‐ ¥4,950

東京日記 6

さよなら、ながいくん。
9784582838626

伊藤　整【著】　伊藤　礼【編】 202104 EPUB ¥9,240 ‐ ¥13,860

伊藤整日記 2 9784582365320

折口信夫、稲垣足穂ほか【著】 平凡社ライブラリー 202104 EPUB ¥3,960 ‐ ¥5,940

少年愛文学選 9784582769173

白川静【著】　金子都美絵【編・画】 202104 EPUB(固定) ¥4,400 ‐ ¥6,600

［白川静の絵本］死者の書 9784582403558

古賀茂明　佐高信【著】 平凡社新書 202104 EPUB ¥1,804 ‐ ¥2,706

官僚と国家 9784582859706

佐光　紀子【著】 平凡社新書 202104 EPUB ¥1,892 ‐ ¥2,838

なぜ妻は「手伝う」と怒るのか 9784582859713

加藤　佳一【著】 平凡社新書 202104 EPUB ¥2,024 ‐ ¥3,036

シニア バス旅のすすめ 9784582859720

下地　ローレンス吉孝【著】 中学生の質問箱 202104 EPUB ¥3,520 ‐ ¥5,280

「ハーフ」ってなんだろう？ 9784582838664

73

経営学を現場で働く人の視点で捉え直し、会社の仕組み、仕事や働くことの意味を知る手

がかりとして、最も基礎的な理論や概念を紹介。

74

水治療法、菜食や断食といった食餌療法、日光浴、スウェーデン体操など、19世紀以降に

広まったドイツの自然療法の事例を紹介する。

75

コロナ禍で注目された百年前のパンデミックの貴重な記録『流行性感冒』を明解な現代語

に訳して、現在と未来の読者に送る完全版。

76

NHK番組『グレートトラバース』でおなじみの著者が、コロナ渦で停滞を余儀されながらも旅

を続ける理由を、その半生とともに語る。

77

たんたんと、時にシュールに、そして深くリアルに。20年目を迎えた、ライフワーク日記、最新

刊！　2017年～2020年収録。

78

超流行作家、評論家、翻訳家として戦後文学の多面性を体現した伊藤整の18年にわた

る日記。極めて貴重な全8巻の文学的資料。

79

当時僕は昼となく夜となく、ただもう彼のことばかり思いつめていた――乱歩、川端、中井英

夫ら男性作家による少年が少年を愛する物語。高原英理【編】

80

生を喜び、死を畏れ、死者を悼む――漢字に込められた人の一生を力強い文章と情感溢

れる絵で紡ぎ出す美しく体系的な漢字の世界。

81

安倍政権から菅政権に移行し、何が変わるのか。改革派官僚として名を馳せた政策のプロ

と百戦錬磨の論客が “菅政権の正体”を語る。

82

夫はなぜ家事を「手伝う」と怒られるのか、妻はなぜ夫が「手伝う」とイライラするのか。家事

のトラブルをなくす解決策を提案する。

83

「周遊バス」を利用した観光地めぐりや路線バスの旅。豪華列車にも引けを取らない極上の

バス旅など、シニア向けのバス旅を提案する。

84

「ハーフ」などの言葉は浸透しているが、現実には一人一人が様々な経験をしている。一人

一人の声を聞き、イメージを問い直す。
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宮田 律【著】 202104 EPUB ¥3,080 ‐ ¥4,620

武器ではなく

命の水をおくりたい

中村哲医師の生き方

9784582838657

ウィンストン・ブラック【著】　大貫俊夫【監訳】 202104 EPUB ¥7,040 ‐ ¥10,560

中世ヨーロッパ 9784582447132

伊藤　整【著】　伊藤　礼【編】 202105 EPUB ¥9,680 ‐ ¥14,520

伊藤整日記 3 9784582365337

奥村　直史【著】 平凡社ライブラリー 202105 EPUB ¥3,300 ‐ ¥4,950

平塚らいてう 9784582769180

半藤　一利【著】 平凡社ライブラリー 202105 EPUB ¥3,080 ‐ ¥4,620

墨子よみがえる 9784582769197

佐々木　信夫【著】 平凡社新書 202105 EPUB ¥1,848 ‐ ¥2,772

いまこそ脱東京！ 9784582859737

大島　幹雄【著】 平凡社新書 202105 EPUB ¥1,936 ‐ ¥2,904

日本の道化師 9784582859744

香原　斗志【著】 平凡社新書 202105 EPUB ¥2,310 ‐ ¥3,465

カラー版 東京で見つける江戸 9784582859751

白鳥　健二【著】 202105 EPUB(固定) ¥8,360 ‐ ¥12,540

空間の旅

アトリエCOSMOSの木造建築
9784582544718

株式会社　地理情報開発【編】 別冊太陽スペシャル 202105 EPUB(固定) ¥5,500 ‐ ¥8,250

日本路面電車地図鑑 9784582946062

M.B.ゴフスタイン【著】　柴田　こずえ【編】 202105 EPUB(固定) ¥5,720 ‐ ¥8,580

ゴフスタイン

つつましく美しい絵本の世界
9784582838725

山川　直人【著】 202105 EPUB(固定) ¥3,080 ‐ ¥4,620

はなうたレコード 9784582288285

自治体別行政による非効率や高い高速道路料金などの無駄を、フリーパス構想イコール

地域間の行財政簡素化で解決するべきとする改革提言の書

91

サーカス等で道化を演じるクラウン。道化師といえば日本ではピエロが一般的だが、なぜそう

なったのか。歴史を辿り、謎を解き明かす。

92

江戸城、東大赤門、明治神宮、後楽園…。明治維新、大震災、空襲で江戸時代の建

物の多くが失われた東京にも江戸遺産は残っている！

93

木造建築の魅力を自身の建築作品による26章で構成し、写真・設計図・スケッチを用いて

著者の視点で究明した珠玉の一冊。

94

街を走る電車たちの肖像と、廃線ルートまで網羅したスペシャルな地図がひとつに。レトロと

近未来が同居する路面電車の魅力に迫る。

85

35年にわたってパキスタンとアフガンで人道支援にあたった中村哲医師の生涯をたどりなが

ら、その生き方、考え方を伝える。

86

中世は「暗黒の」千年紀、文化と文明が壊滅的に失われた停滞期だったのか？　11の通

念をとりあげ、中世の歴史的実像を提示する。内川勇太　成川岳大　仲田公輔　梶原洋

一　白川太郎　三浦麻美【訳】

喫茶店、古本屋、レコード屋……懐かしい店集う町で、豆太ときな子が奏でるささやかな恋

愛模様。読めば胸にちらりと灯がともる

95

クリエーターたちに愛されている絵本作家の魅力を、インタビューや写真、幼少期の記録や

絵画等の未発表作品で伝える貴重な一冊。

96

87

超流行作家、評論家、翻訳家として戦後文学の多面性を体現した伊藤整の18年にわた

る日記。極めて貴重な全8巻の文学的資料。

88

自らの脆さと闘いながら女性解放・平和運動に身を投じた等身大のらいてう像。15年戦争

期の沈黙と戦後の再生を辿った論考を増補。

89

今こそ、墨子の思想が日本、そして世界を救うと確信する筆者が熱く語る「墨子のすす

め」。巻末に中村哲氏との対談を収録。

90



著者 Product　ID シリーズ名
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年月
フォーマット

同時

アクセス1

本体価

同時

アクセス2
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本体価

書名 ISBN
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内容紹介

アントワーヌ・ド・サン＝テグジュペリ【著】 平凡社ライブラリー 202105 EPUB ¥2,090 ‐ ¥3,135

星の王子さま 9784582765625

稲垣　直樹【著】 平凡社新書 201105 EPUB ¥1,848 ‐ ¥2,772

「星の王子さま」物語 9784582855845

伊藤　整【著】　伊藤　礼【編】 202106 EPUB ¥9,680 ‐ ¥14,520

伊藤整日記 4 9784582365344

内田　百閒【著】　平山　三郎【編】 平凡社ライブラリー 202106 EPUB ¥3,300 ‐ ¥4,950

内田百閒随筆集 9784582769166

阿武野　勝彦【著】 平凡社新書 202106 EPUB ¥2,420 ‐ ¥3,630

さよならテレビ 9784582859768

石川　栄作【著】 平凡社新書 202106 EPUB ¥1,980 ‐ ¥2,970

人間ベートーヴェン 9784582859775

川上　弘美【著】 202106 EPUB ¥3,080 ‐ ¥4,620

センセイの鞄 9784582829617

吉村昭 KP00014469 平凡社新書 001 199905 EPUB(固定) ¥1,408 ‐ ¥2,112

わが心の小説家たち 9784582850017

林望 KP00014470 平凡社新書 002 199905 EPUB(固定) ¥1,496 ‐ ¥2,244

古今黄金譚 9784582850024

加藤典洋 KP00014471 平凡社新書 003 199905 EPUB(固定) ¥1,628 ‐ ¥2,442

日本の無思想 9784582850031

浅野雄一 KP00014472 平凡社新書 007 199905 EPUB(固定) ¥1,672 ‐ ¥2,508

儒教ルサンチマンの宗教 9784582850079

丘沢静也 KP00014473 平凡社新書 010 199906 EPUB(固定) ¥1,452 ‐ ¥2,178

マンネリズムのすすめ 9784582850109

超流行作家、評論家、翻訳家として戦後文学の多面性を体現した伊藤整の18年にわた

る日記。極めて貴重な全8巻の文学的資料。

借金、酒、猫、鉄道……。諧謔と機知に満ちた百閒の随筆を、阿房列車シリーズに同乗

した「ヒマラヤ山系」こと平山三郎が精選。

97

子供のまなざしを借りた大人批判の物語という原著者の意図を見事に翻訳。稲垣　直樹

【訳】

従来の伝記的事実を丁寧に洗い直し、最新の資料・研究をもとに新たな解釈を提示。作

品の物語世界と作者の実人生とが偶然にも重なり合い、その最晩年に美しく見事に結晶

する様を描く。

99

100

『さよならテレビ』『人生フルーツ』『ヤクザと憲法』など、話題作を世に送り続けてきたテレビ界

の異才によるドキュメンタリー論。

ベートーヴェンの生涯をたどりながら、彼が残した書簡と数々の作品を通して、その内面的成

長の過程を明らかにしていく。

103

104

森鴎外、志賀直哉、川端康成、岡本かの子、平林たい子、林芙美子、梶井基次郎、太

宰治──最も敬愛する小説家たちの文章の魅力を語りつくす。吉村昭版「名作案内・小

説入門」。 森鴎外、志賀直哉、川端康成、岡本かの子、平林たい子、林芙美子、梶井

基次郎、太宰治。

みっちゃんは、なぜなめちゃったのか？ 人はなぜ尾籠な話が好きなのか？ 国文学者リンボウ

先生が古典文学を解説しつつ、日本人の糞尿大好き的ココロの奥深い謎に迫る。 糞尿か

ら生まれる神々がいる。

なぜ、日本で思想は死ぬのか──敗戦後を生きる私たちが独自の思想を持つことができな

いのは、「タテマエとホンネ」に囚われているからだ。話題の著者が送る論争必至の一冊。

好評配信中＜平凡社新書＞

107

孔子という男のみじめな人生が、すべての始まりだった。天子にならんとする妄想と挫折。そ

の怨恨が、ルサンチマンの宗教・儒教を生んだ。従来のイメージを覆す、衝撃の儒教論。 儒

教2500年の歴史をまやかしに満ちた復習劇として読み解き、特異な宗教の正体を完膚な

きまでに暴く、衝撃の儒教論。

108

マンネリズムは無駄なエネルギーを使わない、力まない、肩もこらない。バッハやニーチェから

野口体操まで達人の境地を訪ね、固い頭とからだを解きほぐす発想転換エッセイ。

98

106

101

102

105

「センセイ」は私の高校時代の古文の先生。十数年ぶりに再会したセンセイと私の、セツセツ

とした淡き恋の行方は？　人気女流作家のオカシくて、哀しい最新長編恋愛小説。
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桜井哲夫 KP00014474 平凡社新書 023 199911 EPUB(固定) ¥1,584 ‐ ¥2,376

戦争の世紀 9784582850239

菊池聡 KP00014475 平凡社新書 028 199912 EPUB(固定) ¥1,452 ‐ ¥2,178

超常現象の心理学 9784582850284

樋口健夫 KP00014476 平凡社新書 029 199912 EPUB ¥1,496 ‐ ¥2,244

ベトナムの微笑み 9784582850291

江刺洋司 KP00014477 平凡社新書 031 200001 EPUB(固定) ¥1,452 ‐ ¥2,178

都市緑化新世紀 9784582850314

鈴木眞哉 KP00014478 平凡社新書 036 200003 EPUB(固定) ¥1,452 ‐ ¥2,178

刀と首取り 9784582850369

宇佐美圭司 KP00014479 平凡社新書 037 200003 EPUB(固定) ¥1,496 ‐ ¥2,244

廃墟巡礼 9784582850376

川那部浩哉 KP00014480 平凡社新書 041 200005 EPUB(固定) ¥1,496 ‐ ¥2,244

魚々食記 9784582850413

宮田一雄 KP00014481 平凡社新書 047 200005 EPUB(固定) ¥1,496 ‐ ¥2,244

エイズ・デイズ 9784582850475

柏木博 KP00014482 平凡社新書 049 200006 EPUB(固定) ¥1,584 ‐ ¥2,376

色彩のヒント 9784582850499

中嶋繁雄 KP00014483 平凡社新書 056 200009 EPUB(固定) ¥1,584 ‐ ¥2,376

明治犯科帳 9784582850567

高野潤 KP00014484 平凡社新書 064 200011 EPUB(固定) ¥1,540 ‐ ¥2,310

アンデス　食の旅 9784582850642

小沼純一 KP00014485 平凡社新書 065 200011 EPUB(固定) ¥1,672 ‐ ¥2,508

サウンド・エシックス 9784582850659

112

街路樹や公園の木々は貴重な緑だが、日本の都市計画は市民のくらしと樹木を共生させ

ているだろうか。人口は半減、水素燃料で有害排気ガスもなくなるという二一世紀、美しく

かつ暮らしやすい都市を創生するには何をすべきか。人間と樹木が真に共生できる未来の

街づくりへの大胆な提案。

119

120

116

80年代に流行り始め、今や感染者は世界に数千万人とされるエイズ。人類規模の「危機」

としての病にかかった人びとを支援する視点から世界各地をリポートした警世の書。危機と

闘う人びとの姿を伝えながら訴える支援と予防への取り組み、そして希望とは。

117

118

「色名」によって記号化し、実際の色を超えた役割を担わされた日本の色彩は、再び私たち

の生活や感覚にどう影響をもたらすか? 色から突く文化の盲点、思考へのヒント満載。 社

会にあふれる「色彩」を出発点にした刺激と発想のヒント満載、つれづれなる思考のパレード

113

日本刀は本当に戦場の武器として使われたのか。戦国時代の合戦資料をもとに刀の役割

と特異な風習である首取りの意味を解き明かし、作り上げられた合戦のイメージを打ち破

る。

114
タイのアユタヤ、インドのジャイプール、イランのペルセポリス、中国のトルファン、サハラ……。

「崩壊と生成」をテーマに、画家は人間と芸術の未来を問う旅をつづけた。「時」と対峙する

歴史遺跡や文化遺産は、何を語りかけてきたか。そして朽ちかけた街々、土、砂、大自然

の懐にたたずみ、画家は何を考え、何を見出したか。アートよ、人間よ、甦れ！

115

蕪村はフナ鮨が好物だった？　平清盛の食べたスズキ料理とは？　マス、ナマズ、ハモ、アユ

等々、魚の生態学の先生が食い意地と古今の文献漫遊を駆使して綴る絶品の魚食文化

エッセイ。

明治のマスコミをにぎわした相馬騒動、大久保利通や星亨の暗殺、そして怪盗「電小僧」の

活躍など、江戸の名残りと文明開化が交錯する明治という時代を象徴する事件の数々を

紹介する。

ジャガイモ、トマト、トウガラシ、トウモロコシなど、中南米を起源とする作物のふるさとアンデス

高地とアマゾン上流域に、特異な料理と食材、酒を求め、食欲と味覚の旅をする。

あなたにとって音楽とは何ですか？　生活空間に多様で膨大な音楽が充満している今、古

い西欧近代芸術観から自由になって、私たちの時代の音体験を考える全く新しいアプロー

チ。

109

20世紀は戦争の世紀である。その源流たる第一次大戦がもたらした「人間」の危機を、知

識人や民間人の記録を駆使して描き、ジェノサイドの世紀を問う。20世紀精神史の試み。

20世紀とは戦争の世紀である。兵士、民間人の近年発掘された記録や研究をも踏まえ

て、第一次大戦がもたらした「精神の危機」を追究する

110

私たちはなぜ、怪しげな現象にたやすく騙されてしまうのか？　オカルトや占いをテーマに、人

間が陥りやすい「思考の落とし穴」について、気鋭の心理学者が解りやすく解説する。

111

変わりつつあるようで変わらない、微笑みの国ベトナム。そこではどんな暮らしと仕事が待って

いたか……？　商社マンが綴る、愛と笑いと不思議に満ちた、ベトナム滞在記。 変わりつつ

あるようで変わらない、微笑みの国ベトナム。すっかりベトナム大好きになった商社マンが綴

る、愛と笑いと不思議に満ちた、魅惑のベトナム滞在記。
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佐々木正 KP00014486 平凡社新書 070 200101 EPUB(固定) ¥1,628 ‐ ¥2,442

いまを生きるための歎異抄入門 9784582850703

永山彦三郎 KP00014487 平凡社新書 075 200102 EPUB(固定) ¥1,452 ‐ ¥2,178

サーフィン型学校が子どもを救う！ 9784582850758

小沢信男　多田道太郎　原章二 KP00014488 平凡社新書 078 200103 EPUB(固定) ¥1,452 ‐ ¥2,178

時代小説の愉しみ 9784582850789

橋本大二郎 KP00014489 平凡社新書 087 200105 EPUB(固定) ¥1,496 ‐ ¥2,244

知事 9784582850871

芹沢俊介 KP00014490 平凡社新書 089 200105 EPUB(固定) ¥1,496 ‐ ¥2,244

事件論 9784582850895

井手彰 KP00014491 平凡社新書 097 200107 EPUB(固定) ¥1,628 ‐ ¥2,442

休日、里川歩きのすすめ 9784582850970

半藤一利　荒川博 KP00014492 平凡社新書 113 200111 EPUB(固定) ¥1,672 ‐ ¥2,508

風の名前　風の四季 9784582851137

安達功 KP00014493 平凡社新書 114 200111 EPUB(固定) ¥1,584 ‐ ¥2,376

知っていそうで知らないフランス 9784582851144

戸田智弘 KP00014494 平凡社新書 116 200111 EPUB(固定) ¥1,628 ‐ ¥2,442

海外リタイア生活術 9784582851168

松本栄一 KP00014495 平凡社新書 124 200201 EPUB(固定) ¥1,672 ‐ ¥2,508

チベット　生と死の知恵 9784582851243

二階堂善弘 KP00014496 平凡社新書 130 200203 EPUB(固定) ¥1,628 ‐ ¥2,442

中国の神さま 9784582851304

木田元 KP00014497 平凡社新書 134 200204 EPUB(固定) ¥1,540 ‐ ¥2,310

詩歌遍歴 9784582851342

 「気候のよさで決めました」「毎日がスポーツ三昧です」「ボランティアで現地の人と交流して

います」気楽な場所選びの旅からはじめる、50歳からの海外暮らし。住宅、医療、治安、

現地での交際法など、シビアな体験談も織りまぜながら予算と、行動スタイル別に適地を検

証。海の向こうで見えてくる、「第二の人生」の新しいカタチ。

130

 1959年のラジオのニュース、71年のブッダガヤでの出会い、そしてそれから30年──。ダラ

イラマとの邂逅からはじまったチベットとの深い縁。法王から高原の遊牧民まで、最奥の聖地

からインドの亡命地まで、写真家として人として、こころの旅はつづく。高原の風土にはぐくま

れた、緻密な人間学。生きるため、そして死ぬための知恵をさぐる。

131

人気者の関帝や二郎神、斉天大聖（孫悟空）、冥界を支配する東岳大帝や三清、八

仙、太上老君などをはじめとして中国人の信仰を今もなお集める民間信仰、道教、仏教の

神々を紹介する。

132

121

「多面体にカットされた小さな宝石」歎異抄。それはいま、私たちに何を語りかけるのか？

凝縮された親鸞のことばの現代的意味を読みほぐす、アクチュアルな歎異抄入門。 現代の

課題を切り結ぶ新たな視点から光をあてる、具体的でアクチュアルな歎異抄入門。

半七捕物帳、丹下左膳、そして山本周五郎と藤沢周平の作品の魅力。百年後に読まれ

る時代小説とは。無類の時代小説好き3人が丁々発止、縦横無尽に読む愉しみを語り尽

くす。

124

いま、知事の役割が注目されている。停滞する日本の政治と経済、文化を地方から変えて

いけるのか。行政の素人から躍り出た橋本大二郎が知事の仕事とは何かを熱く語る。

現象学やハイデガーなどの研究で知られる哲学者が、若き思索の日々から愛誦してきた忘

れ得ぬ詩歌とは？龍之介、茂吉、白秋、芭蕉、中也、ランボー……とびきりの名詩・名歌

逍遥。

125

人はなぜ、罪を犯すのか？　事件はなぜ、虚実のあわいに彷徨いこんでいくのか？　現代社

会の不可解な事件を独特の視点で読み解く、“芹沢事件論”のエッセンス！

126
 あなたは身近にある川の魅力に気づいていますか？遠くまで出かけるまでもなく、我が家か

ら日帰りで行ける川や池、沼、用水を歩いてみれば、そこにはきっと、いろいろな発見がある

はず。土地の人と触れ合い、水辺の自然を楽しみながら川と密着した郷土の歴史に思いを

馳せる、川とともに生きてきた日本人のための、楽しい休日の過ごし方指南。

127

秋風、疾風、東風……古来、歌や俳句、詩や小説などに用いられてきた四季折々の「風」

をめぐる文学談義。“古老”二人の掛け合いが民謡や落語にも及び、どこをとっても風流な

一冊。

122

サーフィンとは、自分の頭で考え、失敗しながら自分と向き合い、自分を高めるスポーツであ

る──理想的学校のイメージはサーフィンだ！　若き教師が語る、新しい教育論。

123

128

近代民主主義の発祥の地フランス。でもその内情を覗いてみると、かなりトンデモなことが…

…。不思議な選挙や徹底したエリート主義、フランス流人権の意外さなどをエピソード豊か

に描く。

129
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諏訪原研 KP00014498 平凡社新書 137 200205 EPUB(固定) ¥1,672 ‐ ¥2,508

漢語の語源ものがたり 9784582851373

伊豫谷登士翁 KP00014499 平凡社新書 150 200208 EPUB(固定) ¥1,584 ‐ ¥2,376

グローバリゼーションとは何か 9784582851502

佐藤友之 KP00014500 平凡社新書 151 200208 EPUB(固定) ¥1,584 ‐ ¥2,376

ニッポン監獄事情 9784582851519

八木雄二 KP00014501 平凡社新書 156 200210 EPUB(固定) ¥1,738 ‐ ¥2,607

古代哲学への招待 9784582851564

大西みつぐ KP00014502 平凡社新書 159 200211 EPUB(固定) ¥1,716 ‐ ¥2,574

デジカメ時代の

スナップショット写真術
9784582851595

武田信子 KP00014503 平凡社新書 162 200211 EPUB(固定) ¥1,716 ‐ ¥2,574

社会で子どもを育てる 9784582851625

林信吾 KP00014504 平凡社新書 172 200302 EPUB(固定) ¥1,540 ‐ ¥2,310

これでもイギリスが好きですか？ 9784582851724

牧野雅彦 KP00014505 平凡社新書 183 200305 EPUB(固定) ¥1,584 ‐ ¥2,376

はじめての政治学 9784582851830

赤城耕一 KP00014506 平凡社新書 187 200306 EPUB(固定) ¥1,936 ‐ ¥2,904

カメラ至上主義！ 9784582851878

馬淵勇 KP00014507 平凡社新書 190 200307 EPUB(固定) ¥2,068 ‐ ¥3,102

クラシックカメラ便利帖 9784582851908

鈴木眞哉 KP00014508 平凡社新書 193 200308 EPUB(固定) ¥1,672 ‐ ¥2,508

戦国１５大合戦の真相 9784582851939

堀江珠喜 KP00014509 平凡社新書 210 200401 EPUB(固定) ¥1,584 ‐ ¥2,376

団鬼六論 9784582852103

142

 初めての一台の選び方から、カメラ店での注意、美しい写真を撮る方法、特殊な部品の

扱い方、レンズの互換性などなど、「カメラは使うてナンボ、クラシックカメラもまた然り」というク

ラカメ歴30年の著者による入門書。「何よりもまずフィルムを入れて撮影する。そこからクラ

シックカメラの楽しみが始まります」

143

桶狭間の戦いから、鉄砲で有名な長篠合戦、川中島合戦、関ヶ原、大坂夏の陣まで、戦

国15大合戦の真実の姿を明らかにし、「通説」に支配された歴史観を打ち破る痛快な真

説。

144

鬼六小説はSM小説にあらず！？　その独特の耽美世界を「関西文化」「レビュー性」といっ

たキーワードから読み解く。ご当人の実像も盛り込んで描く、鬼六ワールド大案内。

139

「ゆとりの国」「大人の国」……そんな“イギリス礼賛病”はこの一冊ですっきり治癒！　階級

社会の実像、「ゆとり」の正体、歴史の罪など、切れ味鋭くリアルに描く「ほんとうのイギリス」。

140

大学教授の父とその子どもたちとの対話という形で、政治とはどのような営みかを解き明か

す。地域の「小さな政治」からナショナリズムまで、政治とのつきあい方を考える一冊。

141

ポートレート、街歩き、子どもの動きを追う、大切なカメラを記録する……。被写体とテーマ

に応じたイチ押しカメラを紹介。デザインにこだわり、メカニズムを徹底解剖する新しい写真

論。

「世界知」を求めたパルメニデス、「自己知」を追究したソクラテス。二つの糸は時に離れ、時

にもつれ合い、西洋古代の思想のドラマは展開する。独自の視点からの斬新な西洋古代

哲学入門！

137

写真の基本は、スナップショットから──。コミュニケーションツールとしての写真がますます身

近になったデジカメ時代に、もう一歩前に出るためのフォトテクニック講座。豊富な作例でツボ

を伝授！

138
虐待する親。心を閉ざす子どもたち。今、日本の子育ては苦境にある。もう子育ては家庭だ

けの問題ではない。ソーシャルワークの発想からみるトロント発・子育て環境再生の方策。

133

 「助長」「漁夫の利」「矛盾」「完璧」――。こんなごく普通の言葉の語源をたどってゆくと、機

智溢れる論争、巧みなユーモア、命をかけた諫言など、古代人の「知のありよう」が実によく

見えてくる。言葉の由来から、中国と日本での使い方の違いまで、漢語の楽しさ、奥深さを

存分に語る。言葉の歴史、そして日本語の由来を知る、必読の一冊！

134

既存の統合規範を破砕し、世界の再編成を迫るグローバリズムの波。新しい社会科学とし

てのグローバリゼーション研究の課題と可能性を示した意欲的な「新社会科学入門」。

135

日本で刑務所や拘置所に収容されている人は6万人弱。彼らは塀の中でどのような扱いを

受け、獄中の日々を送っているのか。憲法も人権規約も通用しない閉鎖された世界を探

る。

136



著者 Product　ID シリーズ名
底本刊行

年月
フォーマット

同時

アクセス1

本体価

同時

アクセス2

本体価
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アクセス3

本体価

書名 ISBN

NO

内容紹介

周達生 KP00014510 平凡社新書 217 200403 EPUB(固定) ¥1,716 ‐ ¥2,574

カエルを釣る、カエルを食べる 9784582852172

小浜逸郎 KP00014511 平凡社新書 225 200405 EPUB(固定) ¥1,892 ‐ ¥2,838

エロス身体論 9784582852257

岡田尊司 KP00014512 平凡社新書 229 200406 EPUB(固定) ¥1,584 ‐ ¥2,376

人格障害の時代 9784582852295

村上直久 KP00014513 平凡社新書 237 200408 EPUB(固定) ¥1,628 ‐ ¥2,442

世界は食の安全を守れるか 9784582852370

荒井章 KP00014514 平凡社新書 242 200409 EPUB(固定) ¥1,628 ‐ ¥2,442

私だけの庭を作る 9784582852424

小谷野敦 KP00014515 平凡社新書 247 200411 EPUB(固定) ¥1,672 ‐ ¥2,508

評論家入門 9784582852479

北沢方邦 KP00014516 平凡社新書 248 200411 EPUB(固定) ¥1,672 ‐ ¥2,508

古事記の宇宙論（コスモロジー） 9784582852486

青木やよひ KP00014517 平凡社新書 249 200411 EPUB(固定) ¥1,892 ‐ ¥2,838

ゲーテとベートーヴェン 9784582852493

山下力 KP00014518 平凡社新書 251 200411 EPUB(固定) ¥1,628 ‐ ¥2,442

被差別部落のわが半生 9784582852516

本間ひろむ KP00014519 平凡社新書 252 200412 EPUB(固定) ¥1,672 ‐ ¥2,508

ピアニストの名盤 9784582852523

浜辺陽一郎 KP00014520 平凡社新書 256 200501 EPUB(固定) ¥1,716 ‐ ¥2,574

名誉毀損裁判 9784582852561

森村宗冬 KP00014521 平凡社新書 259 200502 EPUB(固定) ¥1,540 ‐ ¥2,310

義経伝説と日本人 9784582852592

154

コルトーなど伝説のピアニストから、モーツァルトやベートーベン弾きの達人、世界を翔る日本

人ピアニスト、そして21世紀を担う名手まで、50人のヴィルトゥオーゾ（達人）の名盤を選

ぶ。

155

表現の自由と人格権がぶつかりあう名誉毀損裁判。「不適切な表現」はいかにして決めら

れるのか。ネット社会を迎えて誰もが加害者になりうる時代、その問題点とカラクリを説く。

156

江戸時代に起こり、近代まで連綿と続いた義経生存伝説。北海道渡海説や、義経＝ジン

ギス・カン説を支えた日本人の歴史的な心理構造はどのようなものであったかを解き明か

す。

151

日本神話は素朴な伝説でも歴史の反映でもない。それは星々の運行や季節の移り変わり

を表現した、古代人たちの宇宙論（コスモロジー）だったのだ。神話論理学で緻密かつ壮

大な物語を読解する。

152

1812年夏、二人の巨匠はボヘミアで出会う。ヨーロッパはナポレオンを中心に激しく動いて

いた。政治的・社会的状況を丹念に踏まえ、全く新しい視点で二人の生涯を追跡する。

153

 被差別部落出身者であることに悩み、隠し、28歳にして「これこそオレが言いたかったこと

だ」と、初めて部落解放運動に目覚める。その後の解放運動の中で「糾弾屋」と呼ばれた

著者が、山あり谷ありの自らの半生を振返り、どのように試行錯誤してきたか、どのように部

落解放運動と取り組んできたかを、次の世代の若い仲間に生き生きと伝える。

148

狂牛病、鳥インフルエンザ、口蹄疫……。食のグローバル化と並行して、その危機管理も世

界的な問題になっている。「欧州食品安全庁」の試みを軸に、日本の対応もさぐる。

149

 あなたが庭でやりたいことは何ですか？季節の花々で庭を飾る？　それとも、野菜作りに挑

戦？バーベキューも楽しそうだし、ただそこでのんびりするのもいいですね。「だけど、庭が狭くっ

て……」それなら、ちょっと工夫してみませんか？小さくても、思い通りに楽しめるオリジナルな

庭を作ろう。遊び心を刺激する、発想転換の書！

150
、物書きは儲からない。本を出したって、売れやしない。批判されれば胃が痛み、論争をす

れば神経がすり減る。それでも「書いて生きていきたい」と言うのなら、本書を読んで、活字の

世界に浮上せよ！評論とは何か。その読み方、評論を書くにあたっての基本的な事柄を示

し、物書きという仕事の苦しみと愉しみを説く。

145

人間にとってカエルとは何か？カエルにとって人間とは？日本でもアジアでも昔から、田園の

可愛い生き物として、鳴き声を楽しむ対象として、そして美味しい食材として、カエルは身近

な存在でありつづけてきた。そして現代、環境問題を映す鏡にもなっている。カエル釣り歴な

んと60年！の著者が贈る、可愛くて美味しい両生類をめぐる雑学オンパレード。

146

 人間の身体は、たんなる生体システムではない。人は身体という座において世界と関係を

結び、他者と出会い、そして触れあい、 ついには「私」を立ち上がらせる。私たち人間は、

「身体をもつ」のではない。むしろ、「身体として・いる」存在なのである。他者とのかけがえの

ないかかわり＝「エロス」を軸に、身体の人間論的な意味を徹底して考え抜く！

147

医療少年院勤務の精神科医が、豊富な臨床経験を基に、この社会に広がる「人格障害」

という現象を解読。現代人の心に何が起きているか？　迫りくる精神の危機は、決して他人

事ではない。 異常な犯罪や行動が行われた時、よく「人格障害」という言葉を耳にする。そ

れはいったい何だろうか。
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蒲原聖可 KP00014522 平凡社新書 262 200502 EPUB(固定) ¥1,716 ‐ ¥2,574

ベジタリアンの医学 9784582852622

林信吾 KP00014523 平凡社新書 267 200504 EPUB(固定) ¥1,628 ‐ ¥2,442

しのびよるネオ階級社会 9784582852677

小川裕夫【編著】 KP00014524 平凡社新書 275 200505 EPUB(固定) ¥1,848 ‐ ¥2,772

日本全国　路面電車の旅 9784582852752

河地和子 KP00014525 平凡社新書 276 200506 EPUB(固定) ¥1,672 ‐ ¥2,508

自信力が学生を変える 9784582852769

湯浅景元 KP00014526 平凡社新書 278 200506 EPUB(固定) ¥1,672 ‐ ¥2,508

老いない体をつくる 9784582852783

周達生 KP00014527 平凡社新書 279 200506 EPUB(固定) ¥1,848 ‐ ¥2,772

昭和なつかし博物学 9784582852790

松井高志 KP00014528 平凡社新書 280 200507 EPUB(固定) ¥1,848 ‐ ¥2,772

人生に効く！

話芸のきまり文句
9784582852806

宮田律 KP00014529 平凡社新書 282 200507 EPUB(固定) ¥1,672 ‐ ¥2,508

中東がわかる

８つのキーワード
9784582852820

水川隆夫 KP00014531 平凡社新書 287 200508 EPUB(固定) ¥1,584 ‐ ¥2,376

夏目漱石「こゝろ」を読みなおす 9784582852875

林信吾　葛岡智恭 KP00014532 平凡社新書 288 200509 EPUB(固定) ¥1,628 ‐ ¥2,442

昔、革命的だったお父さんたちへ 9784582852882

野田隆 KP00014533 平凡社新書 292 200510 EPUB(固定) ¥1,716 ‐ ¥2,574

にっぽんローカル鉄道の旅 9784582852929

辻原康夫 KP00014534 平凡社新書 295 200510 EPUB(固定) ¥1,628 ‐ ¥2,442

人名の世界史 9784582852950

166

いよいよ大量定年を迎える団塊世代。“年金持ち逃げ”で去るのか、有終の美を飾るの

か？　戦後史をたどりつつ、かつては理想に燃えたお父さんたちに挑発とエールを送る。

167

今、全国各地のローカル鉄道は厳しい経営状況にあえいでいる。近い将来、廃止されるか

もしれない路線もある。北は北海道から、南は九州まで、JR以外の中小私鉄・第３セク

ターの中から著者独自の観点で選んだ17路線の鉄道紀行。苦しい台所事情の中でも頑

張っているローカル鉄道へのエール！

168

人名は伝統や文化、そして世界観までをも映し出す人間社会の鏡。その由来にはどんなも

のがある？　文化を超える普遍的な命名法とは？ 世界各地の人名文化の歴史を渉猟す

る。

163

落語の枕などにお約束のように登場し、噺に彩りを添える「きまり文句」。数あるなかから

200句を厳選、人生の機微と日本語の妙味、そして話芸の愉しみを味わいつくす一冊。

164

 日本も“派兵”したイラク、タリバン後も混乱が続くアフガン、イスラエルとパレスチナ／アラブの

終わりなき紛争……。中東の混迷は深く複雑で、きわめて理解しにくい。「水と環境」「復

興」「イスラム過激派」「民主化」「核」「分離壁」「民族・宗派問題」「国際主義」という重要

キーワードから、その実相をわかりやすく解きほぐす。

165

いまも高い人気をもつ“現役”の文学であり続ける漱石「こゝろ」。しかしその構成や内容には

謎も多い。さまざまな説を検証しつつ、作品から読み取れる普遍的な意味を探る。

160

 今の若者は、真面目だがどこか自信がなさそうだ。しかし、自分自身を肯定できるならば、

授業や就職活動の厳しい局面も乗り切ることができる。大学生2103人を調査し、93人に

インタビューした著者が、〈自信力〉を育てるために、学生、教員、保護者は何をすべきかを

提言する。

161

最近どうも体の節々が痛む。新聞の字も読みづらくなってきた。「もう年だからしょうがないよ」

――本当にそうでしょうか？人生の後半、何はなくとも体だけは元気でありたい。寝たきりに

ならず、自立していたい。いつでもどこでもできる簡単エクササイズで、老いを楽しめる体づくり

をはじめよう！

162
 ついこの間の昭和の時代。でも日本人と動植物の日常関係は、いまよりずっと濃密だった。

ウグイスの糞は美顔術に利用され、貝の卵嚢は遊び道具の「ウミホオズキ」になり、縁日その

他でも、実にさまざまなものがみられたのだ。「そういえばあったね！」はいまどこに？懐かしさと

発見にみちたご近所中心探検行！

157

ベジタリアンは「菜食主義者」ではありません。ベジタリアンに関する誤解を解き、予防医学の

観点から正しいベジタリアン・ライフを解説。あなたも週末から始めてみませんか？

158

いま、日本社会に広がる格差と不平等。その行き着く先は、英国型階級社会だ。在英生

活でつぶさに見た階級社会の実像を盛り込んで、日本型ネオ階級社会への警鐘を鳴らす。

159

自動車に押されて姿を消していった路面電車。けれども、高齢者・障害者にも乗りやすい公

共交通機関として、また観光資源として見直され、新型車両の導入や旧型の電車の復活

も進んでいる。全国の路面電車に乗ってみると、懐かしさと人々のふれあいが感じられる。読

み物と旅行ガイドの両面から楽しめる、路線図、カラー口絵もついた完全版！
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澤井繁男 KP00014535 平凡社新書 300 200511 EPUB(固定) ¥1,540 ‐ ¥2,310

腎臓放浪記 9784582853001

中嶋繁雄 KP00014536 平凡社新書 301 200512 EPUB(固定) ¥1,716 ‐ ¥2,574

戦国の雄と末裔たち 9784582853018

西江雅之 KP00014537 平凡社新書 304 200512 EPUB(固定) ¥1,628 ‐ ¥2,442

「食」の課外授業 9784582853049

畑谷史代 KP00014538 平凡社新書 307 200601 EPUB(固定) ¥1,672 ‐ ¥2,508

差別とハンセン病 9784582853070

牧野雅彦 KP00014539 平凡社新書 310 200602 EPUB(固定) ¥1,628 ‐ ¥2,442

マックス・ウェーバー入門 9784582853100

本間ひろむ KP00014540 平凡社新書 311 200602 EPUB(固定) ¥1,716 ‐ ¥2,574

ヴァイオリンとチェロの名盤 9784582853117

斎藤貴男　林信吾 KP00014541 平凡社新書 312 200603 EPUB(固定) ¥1,628 ‐ ¥2,442

ニッポン不公正社会 9784582853124

黒崎誠 KP00014542 平凡社新書 313 200603 EPUB(固定) ¥1,716 ‐ ¥2,574

起業家の条件 9784582853131

碑文谷創 KP00014543 平凡社新書 314 200603 EPUB ¥1,628 ‐ ¥2,442

新・お葬式の作法 9784582853148

樽見博 KP00014544 平凡社新書 318 200604 EPUB(固定) ¥1,540 ‐ ¥2,310

古本通 9784582853186

小森陽一 KP00014545 平凡社新書 321 200605 EPUB(固定) ¥1,716 ‐ ¥2,574

村上春樹論 9784582853216

山口真美 KP00014546 平凡社新書 323 200605 EPUB(固定) ¥1,672 ‐ ¥2,508

赤ちゃんは世界を

どう見ているのか
9784582853230

178

マスコミも伝えない古書業界の仕組み、古本探索の奥義と秘策。古今のユニークな蔵書家

たちとアッと驚く蔵書のエピソード。果ては蔵書処分の方法まで、コレ一冊に古本とつきあう

法が満載。古書業界誌のベテラン編集者が語る、奥深く尽きせぬ古本の魅力。

179

日本と海外で大ヒットした『海辺のカフカ』に〈癒し〉や〈救い〉を感じた読者も多い。しかし本

当にそういう内容なのだろうか。同書を精読し、村上文学の本質を初めて明確にした問題

作。

180

 眼さえあれば「見える」のではない。視覚の発達は、脳の発達と密接に関わっている。そう、

世界は脳で見るのである。赤ちゃんという「別世界の住人」を対象に、脳の発達に伴って変

遷する視覚世界をとことん科学する！ユニークな「赤ちゃん実験」で注目される気鋭の研究

者が解き明かす「見ること」の謎。

175

不平等はまだ仕方ない。しかし今の日本は格差を固定する「不公正社会」にされようとして

いる！　世間にはびこるイカサマな構造を徹底的に告発する、渾身の対談本。

176

「イー・アクセス」「ぐるなび」「テンプスタッフ」はなぜ成功したのか。苦しい時代をどのように乗り

切ったのか。勝利したベンチャー企業23社の、汗と涙の起業物語。

177

超高齢化社会の中で、小規模な「家族葬」や宗教にとらわれない「自由葬」など、新しい葬

儀が増えている。葬儀の意味と作法を再考し、心のこもったお葬式を行うための方法を具体

的に示す。

172

ハンセン病への偏見と差別は国の隔離政策によって生み出された。本書は元患者の人生を

追ったルポルタージュであり、ハンセン病問題が私たちに問いかけるものは何かを追求する。

173

現代社会科学の基礎を築いたマックス・ウェーバー。その問いかけの根源性は、21世紀の

今も私たちを刺激してやまない。歴史とは何か、学問の役割はどこにあるのか？「世界の魔

術からの解放」は人間に何をもたらし、その果ての近代合理主義はどこまで普遍的なのか？

同時代の思潮のなかに位置づけながら、改めてウェーバー思想の全体像をさぐる。

174

19世紀生まれのクライスラーからロシアン・ヴィルトゥオーゾのオイストラフ、そしてヴェンゲーロフ

や日本の天才少女千住真理子まで古今50人の必聴名盤CDを紹介する。

169

「肉体」の理不尽に翻弄され、それでも「生欲」を肯定すること――。透析から腎移植、そし

て移植腎の死まで体験したルネサンス研究者が、生の内側からいのちの倫理を思索する。

170

 戦国に覇をとなえた織田信長や武田信玄、毛利元就、今川義元から、平安王朝に反逆

し古代東国を揺るがした平将門、南北朝の動乱を翔た足利将軍家、新田義貞など、乱世

に活躍した英雄の血脈を伝える末裔たちは、江戸時代から幕末・明治までどのような道を

経てきたのか。日本各地に歴史の現場をたずね、流転の軌跡をさぐり出す。

171

 人間にとって「食べる」とはなにか？「食べる物」と「食べられる物」の違いはなにか？文化に

よって食の制約があるのはなぜか？食べる上でのさまざまなタブーは、どのようなものか？

日々行っている「食べる」ことと「飲む」ことについて、ちょっと視点を変えて見てみると……。文

化人類学の視点から見た、驚きに満ちた人間と食の関係。



著者 Product　ID シリーズ名
底本刊行

年月
フォーマット

同時

アクセス1

本体価

同時

アクセス2

本体価

同時

アクセス3

本体価

書名 ISBN

NO

内容紹介

小石房子 KP00014547 平凡社新書 328 200606 EPUB(固定) ¥1,628 ‐ ¥2,442

物語　日本の女帝 9784582853285

福吉勝男 KP00014548 平凡社新書 329 200606 EPUB(固定) ¥1,540 ‐ ¥2,310

使えるヘーゲル 9784582853292

星亮一 KP00014549 平凡社新書 332 200607 EPUB(固定) ¥1,716 ‐ ¥2,574

女たちの会津戦争 9784582853322

鈴木由加里 KP00014550 平凡社新書 333 200607 EPUB(固定) ¥1,628 ‐ ¥2,442

女は見た目が１０割 9784582853339

中西隆紀 KP00014551 平凡社新書 337 200608 EPUB(固定) ¥1,540 ‐ ¥2,310

幻の東京赤煉瓦駅 9784582853377

安川佳美 KP00014552 平凡社新書 338 200609 EPUB(固定) ¥1,584 ‐ ¥2,376

東大脳の作り方 9784582853384

永濱利廣 KP00014553 平凡社新書 339 200609 EPUB ¥1,804 ‐ ¥2,706

経済指標はこう読む 9784582853391

大宮知信 KP00014554 平凡社新書 345 200610 EPUB(固定) ¥1,716 ‐ ¥2,574

スキャンダル戦後美術史 9784582853452

宇田川武久 KP00014555 平凡社新書 346 200610 EPUB(固定) ¥1,760 ‐ ¥2,640

真説　鉄砲伝来 9784582853469

八幡和郎 KP00014556 平凡社新書 347 200611 EPUB(固定) ¥1,848 ‐ ¥2,772

４７都道府県

地名うんちく大全
9784582853476

加賀山耕一 KP00014557 平凡社新書 350 200611 EPUB(固定) ¥1,628 ‐ ¥2,442

お遍路さん 9784582853506

大塚ひかり KP00014558 平凡社新書 351 200611 EPUB(固定) ¥1,496 ‐ ¥2,244

歯医者が怖い。 9784582853513

190

大ドタバタ劇「平成の大合併」もひと段落。そんな今だからこそ、地名の“なぜ”を「うんちく」を

ふんだんに絡めて紹介する。ネーミングに関しての独自の解説もうならせる。地名雑学の決

定版！

191

楽しくも苦しいお遍路の旅。様々なお接待への心構え、錦の納札と白の納札の背景、トイ

レ事情、マムシ対策から野宿の作法、遍路同士の付き合い方まで、「歩き遍路」の極意を

伝授する。

192

 どんな歯医者に行っても治らない歯の不具合。ドクターショッピングを重ねる中、強まる無力

感と焦燥感、絶望感に。著名な精神科医にもかかるが、どんどん症状は悪化して、ああ、も

う狂いそう！死すら頭をかすめた歯の疼きの正体とは？歯痛、舌痛、噛み合わせが気にな

るあなたも「口腔心身症」かもしれない。

187

テレビ・新聞等でよく見聞きする「経済指標」。エコノミストらはそれらをどう読み、景気のゆくえ

をどう判断するのか？数ある中からのべ45の指標を取り上げ、読み解きの注意とポイントを

丁寧に解説。経済の仕組みと動きがわかる、投資家・ビジネスパーソン必携の書。

188

戦時中に描かれた戦争画と画家の責任、美術界にはびこる贋作、バブルで金まみれの商

品と化した絵画、東京芸大が抱える非芸術的な受験現象まで、美術界の暗部をさぐる痛

快な事件簿。 

189

鉄砲は、ポルトガル人によって種子島に伝えられた――。この通説は、はたして真実なの

か？ 史料を駆使して常識を打ち破る真説「分散・波状的伝来」をとなえる。

184

 見た目至上主義時代の今、男も美容に気遣うことは普通になった。だが、「見た目」のシバ

リがきついのはやはり女である。女たちは熱心に化粧をし「キレイ」を目指す。それは大きな楽

しみであると同時に、苦しみでもある。誰のため、何のため、女は「キレイ」になろうとするの

か。男が首をかしげ、女も戸惑う、化粧と「キレイ」の真実がここにある。

185

かつて新橋駅・東京駅・万世橋駅の三駅をむすぶ長大な赤煉瓦のアーチがあった。それは

日本の首都としての美観と威厳の象徴であった。人々は駅に集まり、語り合い、飲み明か

し、鉄道の音を耳にしながら行き交った。膨張する首都・東京の駅と鉄道は、大震災や戦

争とともに、いかなる変遷を辿ったか。

186

 「東大脳」的思考とは何か。それは、自分の人生を自ら切り拓く意志を持ち、設定した目

標にむかって努力することのできる思考形態。周りに流されるのでなく、強靭な意志を持った

子どもに育てるにはどうしたら？難関大学突破の鍵となるのは本人の資質か、親の力か？

19歳の東大理III現役学生が自らの生い立ちを通して語る異色の子育て論！

181

日本にはかつて8人10代の女帝が存在した。『皇室典範』は女帝を中継ぎと定義して禁じ

たが、すべてが中継ぎであったわけではない。8人の女帝の実像をわかりやすく伝える。

182

ヘーゲルは、今も“使える”思想家である。経済格差にどう対応するか、福祉はどうあるべきか

――。ヘーゲルの思考に学びつつ、現代の問題に答えるアクチュアルな公共哲学の可能性

を探る。

183

戊辰戦争で朝敵とされ、薩長の官軍に徹底抗戦した会津藩では女性も戦闘に参加した。

自刃・籠城・逃避行など戦いの実相と維新後に活躍した女性まで様々な姿を明らかにす

る。
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中嶋繁雄 KP00014559 平凡社新書 355 200612 EPUB(固定) ¥1,628 ‐ ¥2,442

名君・暗君　江戸のお殿様 9784582853551

福田直子 KP00014560 平凡社新書 359 200701 EPUB(固定) ¥1,628 ‐ ¥2,442

ドイツの犬はなぜ吠えない？ 9784582853599

金子雅臣 KP00014561 平凡社新書 363 200703 EPUB(固定) ¥1,540 ‐ ¥2,310

職場いじめ 9784582853636

松生恒夫 KP00014562 平凡社新書 370 200704 EPUB(固定) ¥1,628 ‐ ¥2,442

大腸の健康法 9784582853704

石牟礼道子　伊藤比呂美 KP00014563 平凡社新書 371 200705 EPUB(固定) ¥1,584 ‐ ¥2,376

死を想う 9784582853711

野田隆 KP00014564 平凡社新書 374 200705 EPUB(固定) ¥1,672 ‐ ¥2,508

駅を楽しむ！テツ道の旅 9784582853742

樽見博 KP00014565 平凡社新書 375 200705 EPUB(固定) ¥1,540 ‐ ¥2,310

三度のメシより古本！ 9784582853759

荘司雅彦 KP00014566 平凡社新書 385 200708 EPUB(固定) ¥1,540 ‐ ¥2,310

論理と心理で攻める

人を動かす交渉術
9784582853858

大沢久子 KP00014567 平凡社新書 386 200708 EPUB(固定) ¥1,584 ‐ ¥2,376

今から考える終の棲み家 9784582853865

鈴木眞哉 KP00014568 平凡社新書 391 200709 EPUB(固定) ¥1,672 ‐ ¥2,508

〈負け組〉の戦国史 9784582853919

石本伸晃 KP00014569 平凡社新書 393 200710 EPUB ¥1,848 ‐ ¥2,772

世の中がわかる憲法ドリル 9784582853933

堀江珠喜 KP00014570 平凡社新書 395 200710 EPUB(固定) ¥1,540 ‐ ¥2,310

悪女の老後論 9784582853957

202

 織田から豊臣、そして徳川へと天下人がめまぐるしく入れ替わった戦国時代、数多の大名

や武将が歴史の表舞台から姿を消していった。覇権争いに敗れた各地の戦国大名から、

鎌倉以来の守護大名、公家出身の国司、足利将軍家、そして、天下人に繋がりながら敗

者となった人々まで、さまざまなタイプの戦国〈負け組〉の軌跡、敗因を探る。

203

 毎日聞き流しているニュースにも、「憲法」が深くかかわっているものがたくさんある。その出来

事がなぜ問題なのか、問題の本質は何か。「ニュースと憲法を結びつける」という視点で、知

識ゼロからやさしく学ぶ憲法の本！「穴埋めクイズ」を解きながら憲法がわかる、“世の中のし

くみ”がもっとわかる！

204

“悪女”で鳴らす（？）著者もいよいよ、老後を考えるトシになった。きっかけは、母の老人

ホーム入居騒動。『楢山節考』イメージと戦いつつ、最善の選択と判断して作戦決行！さ

て、では自分自身の老後はどうするか？時は金より大事なり！をモットーに、本音でリアルに

老後を考察する。

199

荷風いわく「人生の至楽は読書に在り」。本書は、至楽への案内がテンコ盛り。浮世絵の話

あり、文学書初版本の話あり、三島由紀夫本、明治文献、考証家、記録魔、江戸通…

…続々登場。

200

交渉には、確かな「やり方」がある。交渉心理学、ストーリー理論、ゲーム理論――。百戦

錬磨のカリスマ弁護士が、凡百の「経験談」ではない、本当に使える交渉術を惜しみなく伝

授する。

201

今から考える安心の老後。 介護保険を使って、いつまで自宅で暮らせるのか。有料老人

ホームでの暮らしはいくらかかるか。話題の「グループリビング」は何がいいのか……。誰もが疑

問と不安をもつ老後の住まい方・暮らし方。「みんなどうしているの？」という疑問に答えま

す。人生の終盤をよりよく過ごすために、「終の棲み家」と老後の暮らしを考える。

196

 ストレス社会は、やっぱり大腸に表れる。便秘、過敏性腸症候群、大腸ポリープ、そして死

因として上昇を続ける大腸癌……。病気にならないため、そしてなにより日々快適な気分で

すごすため、いま大腸の健康が強くもとめられている。ストレス腸からリラックス腸へ！理想の

大腸をつくるノウハウのすべて。

197

水俣病をはじめ多くの死を見つめてきた作家は、どのように死をとらえ、今をどう生きようとする

のか、日本を代表する詩人が問いかける。その祈りと願いは多くの人に安らぎを与える。

198

 ごめん駅でごめん。とっても寒い駅わっさむ。鬼太郎駅にねずみ男駅。ＪＲ最南端の西大

山からさいはての駅稚内まで……。「テツ」目線で駅を観察すれば、鉄道旅行がますます楽

しい！にっぽん全国、列車に乗って「駅」めぐり！あなたの知っている駅はいくつある？

193

 ３世紀にわたる江戸時代、徳川幕府の支配下、数多くの大名家が浮き沈みをくり返し

た。藩政立て直しや文化的な業績で名高い名君から、乱行でお家取り潰しになったバカ

殿、財政破綻やお家騒動をひきおこした藩主まで、120余侯の悲喜こもごもの人生と事績

を紹介し、トップに立った人々の明暗を描く江戸の名物藩主列伝。

194

ドイツの犬はとても自由で幸せそうだ。散歩は紐なしで大丈夫、店には“犬の駐車場”が完

備。犬への愛着としつけの厳しさがその背景にある。しかし“犬大国”ドイツでは、過激なこと

も起こりがち。犬の扱いをめぐってメディアで大論争が展開され、動物保護政党や動物愛護

テロ団体まで現れる始末。わんこをめぐって起こる大騒ぎの数々！

195

 職場のいじめ・嫌がらせが激増している。生活の糧を得る場で起こるだけに、それは深刻さ

と悲惨さが際立つものとなる。逃れようにも逃れられず、壊れていく人。それを周囲で見てい

る人。「苛立つ職場」で誰もが息苦しさを感じている。長年、労働問題に携わってきた“相談

屋”が職場いじめの背景と「撃退術」を説く！
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西村克仁 KP00014571 平凡社新書 398 200711 EPUB(固定) ¥1,672 ‐ ¥2,508

日本は中国で

どう教えられているのか
9784582853988

原口佳典 KP00014572 平凡社新書 404 200801 EPUB(固定) ¥1,584 ‐ ¥2,376

人の力を引き出す

コーチング術
9784582854046

保阪正康　広瀬順晧 KP00014573 平凡社新書 418 200805 EPUB(固定) ¥1,716 ‐ ¥2,574

昭和史の一級史料を読む 9784582854183

鈴木眞哉 KP00014574 平凡社新書 420 200805 EPUB(固定) ¥1,672 ‐ ¥2,508

戦国史の怪しい人たち 9784582854206

野田隆 KP00014575 平凡社新書 423 200805 EPUB(固定) ¥1,936 ‐ ¥2,904

乗りテツ大全 9784582854237

高野潤 KP00014576 平凡社新書 425 200806 EPUB(固定) ¥1,892 ‐ ¥2,838

アマゾン源流　「食」の冒険 9784582854251

新井潤美 KP00014577 平凡社新書 430 200807 EPUB ¥1,540 ‐ ¥2,310

へそ曲がりの大英帝国 9784582854305

太田尚樹 KP00014578 平凡社新書 436 200809 EPUB(固定) ¥1,628 ‐ ¥2,442

伝説の日中文化サロン

上海・内山書店
9784582854367

菊地浩之 KP00014579 平凡社新書 453 200902 EPUB(固定) ¥1,672 ‐ ¥2,508

日本の１５大財閥 9784582854534

村上由美 KP00014580 平凡社新書 454 200902 EPUB ¥1,672 ‐ ¥2,508

声と話し方のトレーニング 9784582854541

鹿島茂 KP00014581 平凡社新書 459 200905 EPUB ¥2,112 ‐ ¥3,168

吉本隆明１９６８ 9784582854596

金哲彦 KP00014582 平凡社新書 466 200905 EPUB(固定) ¥1,584 ‐ ¥2,376

からだが変わる体幹ウォーキング 9784582854664

214

「声が小さい」「すぐにかすれてしまう」「うわずった声が嫌だ」……そんな悩みに、言語聴覚士

が医学的な裏づけとともに答える。声は確実によくなる！　声に自信を持って、明るく暮ら

す！

215

吉本隆明はいったい何と格闘し、いかにして「自立の思想」にたどり着いたのか。「永遠の吉

本主義者」がその初期作品を精読、自らの「1968年」の意味を問い直し、吉本思想の核

を捉えた渾身評論。

216

 いま、ウォーキングに励む人が増えている。けれども、?正しく?歩けている人はとても少ない。

効率の悪い我流ウォーキングはもう卒業！カリスマコーチが「走りのメソッド」を生かした、目か

らウロコの歩き方をやさしく解説。「三つのポイント」であなたの歩きと身体が変わる。

211

世界に名だたるイギリス人のシニシズムと皮肉好き。映画、小説、ミュージカル、コメディ、日

本人にも馴染み深いもの多々あれど、「へそ曲がり」たちにはへそ曲がり流の親しみ方と愛し

方がある！「大衆文化」から見る、あなたの知らないほんとうのイギリスの姿。

212

大正から昭和初期の上海で、文化サロン的な役割を果した伝説の書肆「内山書店」に焦

点を当て、対華２１ヵ条要求から日中戦争へと続く、日中両国の関係が最悪だった時代

のなかで育まれた、両国文化人の交流群像を描く。激動の時代に紡がれた日中友好の架

け橋。

213

三井・三菱・住友・安田など、幕末から明治初期にかけ勃興した財閥。第２次世界大戦

後のGHQによる財閥解体以降、各産業界の財閥の流れを組む主要企業がどのような合

併・再編を繰り返し、現代企業を形成するまでに至ったのか。企業の足跡をたどれば、ニッポ

ンの未来が見えてくる！

208

戦国時代に活躍した人物や講談などで人気を博した人物には、素性や事績が疑わしい者

が少なくない。天下人や武将、剣客から忍者まで、怪しげな人々の虚実をさぐる異色の戦

国史。

209

鉄道旅行には「テツの流儀」というものがある。「妄想旅行（プランニング）」から、実際の鉄

道旅行、そして帰ってきてからの楽しみまでを、トリビア、ノウハウ、こだわりいっぱいに紹介！

そろそろあなたも乗りテツデビュー？テツ歴半世紀の著者が案内する、「乗りテツ」の魅力とそ

の実践！

210

ピラニアや巨大ナマズの釣りとその料理、キャンプでの保存食づくり、熱帯で呑みたい酒、奥

地のレストランや市場でのＢ級グルメまで、熱帯奥地の驚くべき食生活・食文化のすべて。

205

「歴史認識」問題で摩擦が起こる中国と日本。現役の歴史教師が、中国の中学・高校の

歴史の授業に参加。満州事変、「南京大虐殺」などの授業内容と生徒たちの本音を詳細

にレポートする。

206

コーチングは、今やビジネスパーソン必須のコミュニケーション技術。しかしどのように役立つの

だろうか？　どうすれば身につくのだろうか？　コーチングの理想と現実、その可能性を気鋭の

企業家が探る！

207

「富田メモ」『卜部亮吾侍従日記』など、昭和史の一級史料発掘が相次いでいるのはなぜ

か？　昭和史研究の第一人者と史料発掘のエキスパートが、史料の奥深い世界を縦横無

尽に語り合う。
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安田節子 KP00014583 平凡社新書 469 200906 EPUB(固定) ¥1,584 ‐ ¥2,376

自殺する種子 9784582854695

小谷野敦 KP00014584 平凡社新書 473 200907 EPUB(固定) ¥1,540 ‐ ¥2,310

私小説のすすめ 9784582854732

小林和登 KP00014585 平凡社新書 477 200907 EPUB(固定) ¥1,584 ‐ ¥2,376

「葬儀」という仕事 9784582854770

葛岡智恭　林信吾 KP00014586 平凡社新書 481 200908 EPUB(固定) ¥1,584 ‐ ¥2,376

大日本「健康」帝国 9784582854817

野田隆 KP00014587 平凡社新書 486 200909 EPUB(固定) ¥2,156 ‐ ¥3,234

カラー版　一度は乗りたい

絶景路線
9784582854862

佐藤章 KP00014588 平凡社新書 487 200909 EPUB ¥1,540 ‐ ¥2,310

ヒットを生み出す

最強チーム術
9784582854879

守屋淳 KP00014589 平凡社新書 489 200910 EPUB(固定) ¥1,540 ‐ ¥2,310

「論語」に帰ろう 9784582854893

竹内栄美子 KP00014590 平凡社新書 490 200910 EPUB(固定) ¥1,848 ‐ ¥2,772

戦後日本、

中野重治という良心
9784582854909

菊池俊彦 KP00014591 平凡社新書 491 200910 EPUB(固定) ¥1,672 ‐ ¥2,508

オホーツクの古代史 9784582854916

伊藤マモル KP00014592 平凡社新書 492 200910 EPUB ¥1,584 ‐ ¥2,376

若さを伸ばすストレッチ 9784582854923

永江朗 KP00014593 平凡社新書 494 200911 EPUB(固定) ¥1,628 ‐ ¥2,442

書いて稼ぐ技術 9784582854947

山本隆三 KP00014594 平凡社新書 496 200911 EPUB(固定) ¥1,584 ‐ ¥2,376

経済学は

温暖化を解決できるか
9784582854961

226

筋肉を伸ばすと、なぜ疲れやコリが和らぎ、心もリラックスするのか？最新の研究結果を紹介

しながら、そのメカニズムを詳述。より効果を引き出すためのコツを伝授し、ストレッチのさまざ

まなポーズを目的・生活シーン別にプログラム化して紹介。カラダが硬くても大丈夫！　スト

レッチを正しく知って“使いこなす”ための実践的解説書。

227

ライターは名乗れば誰でもなれるが、それで食べていけるかが肝心。小説家や評論家になる

ための踏み台？ 印税生活なんて幻想？ 「文筆生活」を夢見る人におくる実践的キャリア

デザイン術。

228

排出権取引制度、環境税、補助金……温暖化問題の解決になぜこうした手法がとられる

のか。これらは有効なのか。温暖化問題の現状を示し、経済学的な手法について基礎から

解説。

223

世の中の規範が崩れている今こそ、日本人の常識の源、『論語』は必読の書。気鋭の中国

古典研究家が、不滅の古典を〈仁〉〈知〉〈天命〉の３つのポイントに整理して、わかりやすく

紹介する。

224

中野重治は戦後の日本をどのように生きたか。小さな問題にも目を向け、中野がいかに奮

闘し生き抜いていったかを気鋭の研究者が究明する。戦後の中野を全体的に描いた初めて

の書。

225

北海道の北東部、千島列島、サハリン、カムチャツカ半島などに囲まれた環オホーツク海地

域。紀元３世紀から13世紀ころまで、豊饒の海からもたらされる恵みを糧とし、大陸との交

流・交易を活発におこなっていた、さまざまな人々が存在した。謎に満ちた環オホーツク海。

古代文化の輪郭を初めて描く！

220

禁煙、メタボ……、世の中「健康ブーム」である。しかし、この行き過ぎたブームは、どこかあの

時代と似ていないだろうか？ 戦前との相似性を探りつつ、健康ブームを斬る！

221

カラー写真満載。 「乗りテツ」の原点――それは車窓からの美しい風景に見とれること。島

国・日本だからこそ、変化に富んだ自然が楽しめる。その風景を四季が美しく彩る。さあ、

「絶景車窓」を求めて鉄道の旅に出よう。テツ歴半世紀の旅行作家がイチオシの“必乗路

線”を紹介＆ガイド！

222

激しい競争のなか、数々のヒット商品を手がけ、“プレゼンの達人”とも称される商品開発

者、佐藤章。九〇人の部下を束ねながらもなお、現場の第一線に立ち続ける彼の流儀と

は。人の能力を最大限に引き出すプロデュース術、時代を読み、最良のアウトプットを引き

出す極意とは。ごった煮チームが天才を打ち負かす！ヒットメーカーが明かす仕事術。

217

一握りの巨大アグロバイオ企業が、遺伝子工学を駆使した生命特許という手法で種子を

独占し、世界の食を支配しつつある。その構造を豊富なデータを用いて徹底解剖する。

218

 私小説は日本独自のダメな文学、ではない！　私小説は西洋にだってたくさんあるし、多く

の有名作家が私小説からスタートしたのだ。しかも、文学的才能がなくても書け、誰もが一

生のうち一冊は書きうる小説である。なぜ私小説は誤解され、蔑まれてきたのか？　これま

での通説に反駁し、私小説擁護を宣言する、挑発的文学論。

219

突然の悲しみ、故人のためにという思い、日常では感じることのできない高揚感……。そうし

た、さまざまな感情が交錯するなかで、判断を迫られる儀式。だからこそ、不透明な仕組み

がまかり通ってきた。今こそ、賢く葬儀社を利用するために。葬儀にまつわるメカニズムとからく

りを明らかにする！
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國森康弘 KP00014595 平凡社新書 499 200912 EPUB ¥1,628 ‐ ¥2,442

家族を看取る 9784582854992

青木やよひ KP00014596 平凡社新書 502 200912 EPUB(固定) ¥2,024 ‐ ¥3,036

ベートーヴェンの生涯 9784582855029

寒川旭 KP00014597 平凡社新書 504 201001 EPUB ¥1,892 ‐ ¥2,838

秀吉を襲った大地震 9784582855043

羽根田治 KP00014598 平凡社新書 506 201001 EPUB(固定) ¥1,672 ‐ ¥2,508

山の遭難 9784582855067

原章二 KP00014599 平凡社新書 507 201001 EPUB(固定) ¥1,496 ‐ ¥2,244

マラソン１００回の知恵 9784582855074

百島祐貴 KP00014600 平凡社新書 508 201002 EPUB ¥1,628 ‐ ¥2,442

ペニシリンは

クシャミが生んだ大発見
9784582855081

小林正啓 KP00014601 平凡社新書 509 201002 EPUB ¥1,672 ‐ ¥2,508

こんな日弁連に誰がした？ 9784582855098

臼田捷治 KP00014602 平凡社新書 511 201002 EPUB(固定) ¥1,892 ‐ ¥2,838

杉浦康平のデザイン 9784582855111

宇田川武久 KP00014603 平凡社新書 512 201002 EPUB(固定) ¥1,672 ‐ ¥2,508

江戸の砲術師たち 9784582855128

白倉敬彦 KP00014604 平凡社新書 514 201003 EPUB(固定) ¥1,672 ‐ ¥2,508

春画を読む

恋のむつごと四十八手
9784582855142

菊地浩之 KP00014605 平凡社新書 516 201003 EPUB ¥1,672 ‐ ¥2,508

日本の１５大同族企業 9784582855166

奥村宏 KP00014606 平凡社新書 521 201004 EPUB(固定) ¥1,672 ‐ ¥2,508

経済学は死んだのか 9784582855210

238

江戸の「恋」とは、“そこ”に至るまで、そして終わってからのことも含めたもの──菱川師宣の

艶本を手がかりに、春画研究の第一人者が読み解く江戸の人々の「恋」。

239

高度経済成長期に急激な成長を遂げた企業は、「○○家の家業」から「社会の公器」へと

変わっていく。度重なる増資により、株式所有率が低下した創業者一族の立場は、非常に

微妙なものになっていく。そして、「巨大企業の社長」という椅子をめぐり、虚実の駆け引きが

繰り広げられることになる。世襲と脱同族の攻防を１５の事例で描き出す！

240

 いま、経済は一〇〇年に一度といわれる混乱の中にある。だが経済学者たちは、この混乱

がなぜ起きたのか、どう対処すべきか、有効な理論を提示できていない。それはなぜか。経済

学者たちが「現実」を見ず、「現実からの理論」を作り上げてこなかったためではないのか。

「経済学の危機」の原因を探り、その再生の道を示す。

235

「弁護士の就職難」はなぜ起きたのか？ エリート集団「日弁連」は何を間違えたのか？ 冷

戦、バブル崩壊、司法改革──法曹界の変遷をたどりながら、衰弱する組織と期待される

弁護士像を描く。

236

グラフィック・デザイン、ダイアグラム、アジアの図像研究と伝統文化への認識まで、様々な分

野で独創的な手法を切り拓いた杉浦康平。半世紀にわたる活動を浮き彫りにした初めての

書。

237

米沢の上杉家で炮術を学び、関流の祖となった関之信と、土浦藩の江戸詰炮術師範とし

て、全国の門弟の頂点に立った子孫を通じて、江戸時代に花開いた砲術武芸を明らかに

する。

232

山で逝ってはいけない！ 登山ブームの中、年々増加する遭難事故。その背後には、登山

者気質の変化など、さまざまな要因が潜む。ニュースでは報じられない山の遭難の真実を語

る。

233

東京マラソンへの出場希望倍率を見るまでもなく、市民ランナー人口は多く、その思いは熱

い。玄人の立場を排し、彼らの憧れ「サブフォー」実現のために本当に必要な知恵だけを厳

選パッケージ。

234

聴診器、レントゲン、輸血、ワクチン、麻酔…… 今では私たちが当たり前に恩恵を受ける医

療技術の数々。その進歩の陰には、不屈の医師たちの人間ドラマがあった。 時代の通説と

の葛藤、自らの命を賭した人体実験、思わぬ失敗が生んだ発見、研究者間の熾烈な競争

など、25の物語を通して知る、医学史のおもしろ裏話。

229

「看取り」は、旅立つ人のためだけにするのではない、見送る家族のためでもある──看取り

師・柴田久美子の実践を取材するなかで見えてきた、私たち誰もができる、それぞれの看取

りの形。 看取りの形はそれぞれ違っても、家族であれば、大切に思う気持ちは必ず伝わる。

230

長年の研究成果をすべて投入した渾身の力作。手紙・日記・会話帳など豊富な資料を駆

使して、徹底的な自由人ベートーヴェンの姿を臨場感豊かに描き出す。異色の年表を付

す。

231

阪神・淡路大震災から15年──豊臣秀吉と私たちの時代は、「活断層が活発で、内陸

地震が起きやすい」という点で共通している。地震の歴史と今を、「地震考古学」で読み解

く。
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保阪正康 KP00014607 平凡社新書 525 201005 EPUB(固定) ¥1,716 ‐ ¥2,574

昭和史の深層 9784582855258

陶智子 KP00014608 平凡社新書 526 201005 EPUB(固定) ¥1,672 ‐ ¥2,508

日本人の作法 9784582855265

武田双雲 KP00014609 平凡社新書 527 201005 EPUB(固定) ¥1,540 ‐ ¥2,310

上機嫌のすすめ 9784582855272

水川隆夫 KP00014610 平凡社新書 528 201006 EPUB(固定) ¥1,936 ‐ ¥2,904

夏目漱石と戦争 9784582855289

小林章夫 KP00014611 平凡社新書 529 201006 EPUB(固定) ¥1,672 ‐ ¥2,508

エロティックな大英帝国 9784582855296

石原理 KP00014612 平凡社新書 531 201006 EPUB(固定) ¥1,540 ‐ ¥2,310

生殖医療と家族のかたち 9784582855319

向笠千恵子 KP00014613 平凡社新書 536 201007 EPUB(固定) ¥1,804 ‐ ¥2,706

食の街道を行く 9784582855364

三宅正樹 KP00014614 平凡社新書 540 201008 EPUB(固定) ¥1,716 ‐ ¥2,574

スターリンの対日情報工作 9784582855401

南和男 KP00014615 平凡社新書 541 201008 EPUB(固定) ¥1,716 ‐ ¥2,574

江戸のことわざ遊び 9784582855418

小倉孝誠 KP00014616 平凡社新書 543 201009 EPUB(固定) ¥1,760 ‐ ¥2,640

犯罪者の自伝を読む 9784582855432

葛岡智恭　林信吾 KP00014617 平凡社新書 545 201009 EPUB(固定) ¥1,584 ‐ ¥2,376

ネオ階級社会は

ここから始まった
9784582855456

近藤純夫 KP00014619 平凡社新書 547 201009 EPUB(固定) ¥2,068 ‐ ¥3,102

カラー版

撮りたい写真が撮れる！

デジカメ撮影のコツ

9784582855470

250

 尊属殺人事件、無差別連続殺人事件、人肉食事件…… 世を騒がせ、人々を震撼させ

る凶悪犯罪。 犯行の異常性ばかりを喧伝するメディアの陰で、 見えにくくされたものとは何

か。 自伝分析から、犯罪者を線引きし創り出してきた 社会の「負のメカニズム」の輪郭を描

き出す。 狂信者から性倒錯者、精神障害者まで―― 犯罪者とは、だれなのか？

251

1970年代中期に完成をみた「日本型」の政治・経済システムとは、どのようなものであった

のか、また、どのあたりでシステムの限界を感じるに至ったのかを振り返る。

252

誰もが持っているコンパクト・デジカメ。シャッターを押すだけで、簡単にいい写真が撮れると

思ったら、どうもイマイチ……。そんなあなたに ヘタの壁 を超えるコツを伝授。「ＯＫ写真」と

「ＮＧ写真」でポイントがスグわかる。「人に見せたくなる写真」はちょっとした工夫で撮れるン

です！

247

日本に数ある「鯖街道」や「塩の道」など、食の流通・交流に関連する道を辿り、日本の食

文化の原点を探る。司馬遼太郎の顰に倣い、丹念な取材によって日本の食地図を描く。

248

日独防共協定の内容を締結前から完全に把握していたクリヴィツキー、東京を基点に強大

な情報網を築き上げたゾルゲ、そして、一九四一年六月に始まった独ソ戦以後の日本の動

きについて、核心に迫る情報を モスクワに流していた日本人スパイ「エコノミスト」。スターリン

体制下におけるソ連の対日情報工作の多面的な実相を描く。

249

幕末の上方で大ベストセラーとなった滑稽本『諺臍の宿替』を現代語訳で復刊！ なじみ深

いことわざや言い回しが、絵と文字で斬新に表現され、当時の人々の暮らしぶりや感覚まで

もが甦る。

244

若い頃から晩年まで、漱石の「戦争」に関わる言説を網羅的に集め、変遷を辿る。心の揺

れを伴った「国家主義」を克服して「個人主義」を貫き、「戦争は悲惨です」と断じるに至る

までの道のり。

245

『わが秘密の生涯』は、書誌学者だったアシュビーの手になるものか？ お堅い時代と言われ

た19世紀イギリスのヴィクトリア時代は、どのような様相だったのかを明かす。

246

生殖医療とともに、家族のあり方について早くから取り組んできたスウェーデン。医療を究める

先に見えてくる「家族のかたち」、そして「子供を持つこと」の意味を探る。

241

昭和三十年代の「昭和史論争」を初め、これまで、昭和史をめぐっては様々な論争が繰り

広げられてきた。今日でも、国を超えた歴史共同研究が進む一方、個別のテーマに関して、

依然として対立点が存在する。これまでの論争は果して本質的なものであっただろうか？15

の論争的なテーマに関して、史実を整理し、より本質的な問題点を提示する。

242

現代は日本人が長い歳月をかけて受け継いできたものが、大きくゆらぎ、失われつつあるとい

われる。そのひとつが「作法」であろう。作法とは、人を慮る「心」を表現する「かた」。時を経て

「かた」が変わっても、変わらない「心」がある。時を経ても変わらない「心」と「かた」もある。い

ま受け継ぐべき作法とその心を「近代の礼法書」をひもとき、考える。

243

大企業のサラリーマンを経て、路上アーティストになったという異色の経歴を持つ書家・武田

双雲。自身の歩んできた人生から、上機嫌に生きることの素晴らしさと大切さを提唱する。
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伴野準一 KP00014620 平凡社新書 552 201010 EPUB ¥1,760 ‐ ¥2,640

全学連と全共闘 9784582855524

小林正弥 KP00014621 平凡社新書 553 201012 EPUB ¥2,068 ‐ ¥3,102

サンデルの政治哲学 9784582855531

高澤秀次 KP00014622 平凡社新書 555 201011 EPUB(固定) ¥1,672 ‐ ¥2,508

文学者たちの

大逆事件と韓国併合
9784582855555

長岡義幸 KP00014623 平凡社新書 556 201011 EPUB ¥1,716 ‐ ¥2,574

マンガはなぜ規制されるのか 9784582855562

斎藤充功 KP00014624 平凡社新書 557 201011 EPUB(固定) ¥1,628 ‐ ¥2,442

ルポ　出所者の現実 9784582855579

植村邦彦 KP00014625 平凡社新書 559 201012 EPUB(固定) ¥2,068 ‐ ¥3,102

市民社会とは何か 9784582855593

村上泰賢 KP00014626 平凡社新書 561 201012 EPUB ¥1,716 ‐ ¥2,574

小栗上野介 9784582855616

八幡和郎 KP00014627 平凡社新書 562 201012 EPUB(固定) ¥1,936 ‐ ¥2,904

世界の国名地名うんちく大全 9784582855623

松尾龍之介 KP00014628 平凡社新書 565 201101 EPUB(固定) ¥1,672 ‐ ¥2,508

長崎を識らずして

江戸を語るなかれ
9784582855654

佐藤克文 KP00014629 平凡社新書 568 201101 EPUB(固定) ¥1,980 ‐ ¥2,970

巨大翼竜は飛べたのか 9784582855685

黒川みどり KP00014630 平凡社新書 569 201102 EPUB(固定) ¥1,716 ‐ ¥2,574

近代部落史 9784582855692

吉村愼治 KP00014631 平凡社新書 572 201102 EPUB(固定) ¥1,672 ‐ ¥2,508

日本人と不動産 9784582855722

262

ペンギンやアホウドリなどの大きさと行動の関係を探るうちに、なんと「巨大翼竜は飛べない」

という結果が導き出された！　小型データ記録装置で現代、そして過去の動物の生態が明

らかになる。

263

部落問題は、封建制やケガレ意識といった過去の遺物ではなく、今でも形を変えて存在し

続けている。近代国家の成立以来、時代ごとに再編・強化されてきた差別構造を解き明か

す。

264

大規模都市開発に携わってきた経験を生かし、都市計画の問題点や住宅政策、土地所

有の歴史、不動産格差などを論じ、グローバル時代における日本社会の目指すべき道を考

える。

259

幕末の混乱が続くなか、渡米の経験を活かして、日本の近代化のために奔走した最後の

幕臣・小栗上野介。遣米使節の渡米150周年（2010年）にあたり、その業績を改めて

検証する。

260

「ギリシャ」「イギリス」はポルトガル語!?　 「中華人民共和国」は日本語だった!?　世界の国

名・地名にまつわる“目からうろこ”の情報満載！　さあ、地名雑学の世界へ！

261

西欧との取引が許された長崎には、各藩から多くの有力者が最新の知識や情報を求めて

やって来た。幕府の表玄関であった長崎が、いかに江戸と密接なつながりがあったかを明か

す。

256

「非実在青少年」規制で話題となった東京都の青少年条例改定案。マンガは「有害」か？

規制の仕組みとマンガバッシングの歴史と現在、その意味を丁寧に解説する。

257

刑務所を出た元受刑者による再犯が社会問題化している。豊富な取材歴をもつ著者が、

彼らの置かれている苛酷な現実を描き、その更生と再犯防止に関して社会のあり方を提言

する。

258

市民社会（civil society）とは、国家とは別の「民間部門」なのか。それとも、「公共部

門」とは別の、人々の連帯なのか。社会科学の基本中の基本概念を、西洋古代から現代

の日本まで的確に説き起こした待望の概説書、必携の教科書。階級社会になりつつある

今日の日本で、私たち市民とは誰なのか、その公共圏を問い直す。

253

安保改定から50年──熱狂的な革命運動のなか、学生たちはどんな社会を目指したの

か？ 一時代あとに生まれた著者が、インタビューと資料から、熱い時代を再現するノンフィク

ション。

254

１冊＝１章で、サンデルの全著書がこの１冊でわかる！ 2010年、NHKの「ハーバード白

熱教室」で颯爽と登場したマイケル・Ｊ・サンデルは、その穏やかな語り口と、観る人・聴く人

を引き込む講義で、日本中の人々を魅了した。だが、サンデル自身はどんな政治哲学を持

ち、どんな政策をよしとしているのだろうか。

255

大逆事件と韓国併合から100年の節目を迎えた今年。二つの事件に巣食うナショナリズム

の根深い歪みを、その影が色濃く残る文学を通して解きほぐし、和解へ向けた道を探る。



著者 Product　ID シリーズ名
底本刊行

年月
フォーマット

同時

アクセス1

本体価

同時

アクセス2

本体価

同時

アクセス3

本体価

書名 ISBN

NO

内容紹介

岸田一隆 KP00014632 平凡社新書 573 201102 EPUB ¥1,672 ‐ ¥2,508

科学コミュニケーション 9784582855739

コリン・Ｐ・Ａ・ジョーンズ KP00014633 平凡社新書 576 201103 EPUB ¥1,804 ‐ ¥2,706

子どもの連れ去り問題 9784582855760

松岡資明 KP00014634 平凡社新書 580 201104 EPUB(固定) ¥1,628 ‐ ¥2,442

アーカイブズが社会を変える 9784582855807

山下成司 KP00014635 平凡社新書 582 201104 EPUB(固定) ¥1,672 ‐ ¥2,508

発達障害　母たちの奮闘記 9784582855821

田中淳夫 KP00014636 平凡社新書 583 201104 EPUB(固定) ¥1,672 ‐ ¥2,508

森林異変 9784582855838

鈴木貞美 KP00014637 平凡社新書 586 201105 EPUB(固定) ¥1,980 ‐ ¥2,970

日本語の「常識」を問う 9784582855869

野田隆 KP00014638 平凡社新書 588 201105 EPUB(固定) ¥1,672 ‐ ¥2,508

旅が１０倍面白くなる

観光列車
9784582855883

半藤一利 KP00014639 平凡社新書 589 201106 EPUB(固定) ¥1,672 ‐ ¥2,508

墨子よみがえる 9784582855890

塩田潮 KP00014640 平凡社新書 590 201106 EPUB(固定) ¥1,936 ‐ ¥2,904

まるわかり政治語事典 9784582855906

加藤淳子 KP00014641 平凡社新書 591 201106 EPUB(固定) ¥1,760 ‐ ¥2,640

下級武士の米日記 9784582855913

下川裕治 KP00014642 平凡社新書 592 201106 EPUB(固定) ¥1,628 ‐ ¥2,442

「生き場」を探す日本人 9784582855920

山岡淳一郎 KP00014643 平凡社新書 599 201108 EPUB ¥1,584 ‐ ¥2,376

国民皆保険が危ない 9784582855999

274

地方の下級武士は実に忙しかった。田畑の検地、米の出納係、裁判の取調べなど、多岐

にわたる仕事をこなしながら、子育てや近所づきあいに大奮闘！　詳細な日記からリアルな

日常を読む。

275

バンコクをはじめ成長著しいアジアの国々に渡ったシニアたち。彼らはなぜそこへ向かったの

か。閉塞感が覆う日本で行き場をなくした中高年が、アジアに「生き場」を見つけた姿を描

く。

276

いくつもの問題が指摘されつつも、「世界一の制度」として注目されている日本の皆保険。そ

の優れている点、問題点を改めて問い直しながら、将来のあり方を考える。タテマエだけでな

く、本物のセーフティネットにしていくには何が必要なのか。さまざまな人々への取材や、ヨー

ロッパの諸制度を参考にしながら、皆保険制度のあり方を改めて考え直す。

271

鉄道の旅は楽しい。けれど、ちょっと特別な列車での旅なら、もっと楽しい！ＳＬに、リゾート

列車に、イベント列車……。日本にはこんなにたくさんの 面白列車 が走っていたんだ！次

の休みには、さあ、どれに乗ろうか？一度は乗ってみたい日本全国のユニークな「観光列車」

を大紹介！

272

現代に非戦や愛を説き続けることは、理想を語るにすぎないのか？　2500年前に「兼愛」

「非攻」をとなえた墨子の思想が今こそ日本そして世界を救う、そう確信する筆者が熱く語る

“墨子のすすめ”。

273

どさくさ大連立、一丁目一番地、身体検査、イラ菅……。政権運営、権力闘争に関する

言葉、政治家の生態を表す言葉など、約600の「政治語」を網羅。これを読めば、日本政

治の裏表が見えてくる。

268

前著で、〈はざまの子〉の声に耳を傾けた著者が、今度は、お母さんたちに子育てのことを聞

いてみた。生まれたときのこと、学校、就職のこと──根ほり葉ほりのノンフィクション。

269

2011年の世界森林年に、岐路に立つ日本の森を点検する。国産材の需要の高まり、機

械化の進展の一方、働く者の高齢化など問題も山積する。全国を取材した著者がその未

来を予測。

270

日本語の起源を探り、古代から中世、近世、近現代に至るまで、私たちが話す日本語が

時代とともにどのような変遷を辿ったか、また文化史の視角から「日本語とは何か」を考える。

265

そもそも人間は論理的ではなく、日本人の科学への関心は低い。ますます必要とされるの

に、どうすればいいのか。科学と人間のあり方を根本から問い直す、新しい「科学コミュニケー

ション」論。

266

日本は欧米諸国から“子どもの拉致国家”と非難されている！ 今、議論を呼び起こしてい

る夫婦関係破綻後の子どもの連れ去り問題。なぜ日本の司法は親子の絆を守れないの

か？

267

公文書管理法施行によって何がどう変わるのか。外国に後れをとる日本のアーカイブズの世

界で起きている地殻変動をリポートするとともに、多様な広がりを見せる、その世界を案内す

る。
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清水克彦 KP00014644 平凡社新書 603 201109 EPUB(固定) ¥1,716 ‐ ¥2,574

「政治主導」の落とし穴 9784582856033

須貝信一 KP00014645 平凡社新書 604 201109 EPUB(固定) ¥1,672 ‐ ¥2,508

インド財閥のすべて 9784582856040

北尾利夫 KP00014646 平凡社新書 606 201109 EPUB(固定) ¥1,584 ‐ ¥2,376

知っていそうで知らない

ノーベル賞の話
9784582856064

八代嘉美 KP00014647 平凡社新書 607 201109 EPUB ¥1,628 ‐ ¥2,442

増補　ｉＰＳ細胞 9784582856071

北村俊郎 KP00014648 平凡社新書 609 201110 EPUB(固定) ¥1,716 ‐ ¥2,574

原発推進者の無念 9784582856095

寒川旭 KP00014649 平凡社新書 614 201111 EPUB ¥1,760 ‐ ¥2,640

日本人は

どんな大地震を経験してきたのか
9784582856149

森戸幸次 KP00014650 平凡社新書 617 201112 EPUB(固定) ¥1,804 ‐ ¥2,706

中東和平構想の現実 9784582856170

桑野隆 KP00014651 平凡社新書 618 201112 EPUB ¥1,848 ‐ ¥2,772

バフチン 9784582856187

長沢栄治 KP00014652 平凡社新書 622 201201 EPUB(固定) ¥1,804 ‐ ¥2,706

エジプト革命 9784582856224

にむらじゅんこ KP00014653 平凡社新書 623 201201 EPUB(固定) ¥1,716 ‐ ¥2,574

クスクスの謎 9784582856231

市田良彦 KP00014654 平凡社新書 627 201202 EPUB(固定) ¥1,848 ‐ ¥2,772

革命論 9784582856279

菊地浩之 KP00014656 平凡社新書 630 201202 EPUB(固定) ¥1,672 ‐ ¥2,508

日本の地方財閥３０家 9784582856309

286

一般に北アフリカ発祥といわれるが、その起源は謎に包まれたままのクスクス。自由自在に姿

を変えながら人の移動とともに国境を軽々と越え、土地の伝統に融け込む「食のなかの

“食”」へ。人々を魅了しつづけてきたその正体とは？　国や民族、宗教の多様性を豊さに変

え、世界で愛される粒パスタとなったルートをたどる。

287

 政治の例外状態としての革命。民主主義の究極の手段としての革命。政治が管理技術

に成り下がり、価値判断をしなくなった時代に、〈正義〉を振りかざすだけでいいのか。「政治

にはふれないことが政治」は本当か。ポストモダン以降の西洋哲学の重要課題を論じ尽くし

た、これ自体が革命的な一書。到来する自由のために！

288
全国から地方の財閥・資産家をバランスよく選び出し、何代何十年もその地域の高額資産

を誇り、地方経済で無視しえない家系を地域・事業に分けて紹介する。

283

国家紛争の中で最も根が深いのがパレスチナ問題である。この問題で中心的な存在であっ

たアラファトの軌跡と、彼が推進した「二国家共存」構想、ポスト冷戦下における中東紛争

を考える。

284

文学論で著名なバフチンだが、実は、哲学、言語学、記号論等々をまたぐ領域横断的な

知のあり方が本領。その巨大な全体像を描く入門書。

285

「民衆は体制の打倒を望む！」「ムバーラク、バーテル（もう駄目）！」大小様々な「革命」

を経験してきたエジプトの近現代史。二〇一一年の革命は、政治の暴力と腐敗に屈しな

い、宗教者や一般市民による地道な抵抗運動の結実であった。アメリカとの駆け引き、パレ

スチナ問題への影響。アラブ世界の大国が、新たな国づくりを模索する。

280

発見当初は、再生医療への応用にはまだまだ課題が多いとされていたが、６年の歳月を経

るなかで、いくつもの課題が解決されてきた。世界の医療と日本の産業を担うことが期待され

ている。本書は、この生命科学の粋を集めた技術のもっともわかりやすい入門書である。

281

原発を推進してきた著者が、事故で避難者となった。避難所から原子力ムラはどう見えるの

か？　以前より、原発・電力業界のあり方に疑問を投げてきた人物によるインサイド・レポー

ト。

282

世界で起きる大地震の２割は日本付近で起こる。この国は地震でどう変わり、人々はどう

やって乗り越えてきたのか。プレート型、活断層型に地震を大きく分けて、地震と日本人の

関わりを紹介。

277

 「政治主導」「脱官僚」を掲げる民主党が政権交代を果たしてから二年。震災復興のみな

らず、国会はあらゆる局面で機能が停止したかに見える。迷走をくり返す政治に一体何が

欠けているのか。政治報道の最前線から、議員立法の重要性とメディアのあり方を問う。

278

経済成長著しいインドには、どのような財閥が存在するのか？　勃興した英国植民地時代

から現在に至るまで、「インドの財閥」の足跡をたどりつつ、21世紀の今後も展望する。

279

ノーベルはそもそもなぜ賞を構想したのか？　候補者推薦から受賞者決定までのプロセス

は？　賞金はどこから出される？　経済学賞はノーベル賞ではない？　読んで楽しいノーベ

ル賞読本。
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伊藤守 KP00014657 平凡社新書 631 201203 EPUB ¥1,716 ‐ ¥2,574

ドキュメント　テレビは

原発事故をどう伝えたのか
9784582856316

内山昭一 KP00014658 平凡社新書 635 201204 EPUB(固定) ¥1,848 ‐ ¥2,772

昆虫食入門 9784582856354

武村岳男 KP00014659 平凡社新書 637 201204 EPUB(固定) ¥1,848 ‐ ¥2,772

本好きのための

ウォーキング入門
9784582856378

久保巖 KP00014660 平凡社新書 638 201205 EPUB ¥1,672 ‐ ¥2,508

日本の７大商社 9784582856385

吉田則昭 KP00014661 平凡社新書 639 201205 EPUB(固定) ¥1,716 ‐ ¥2,574

緒方竹虎とＣＩＡ 9784582856392

水谷周 KP00014662 平凡社新書 640 201205 EPUB(固定) ¥1,672 ‐ ¥2,508

イスラームの善と悪 9784582856408

ペーター・エンダーライン KP00014663 平凡社新書 642 201205 EPUB(固定) ¥1,980 ‐ ¥2,970

ペーターの

ドイツ鉄道旅行案内
9784582856422

寺本敏子 KP00014664 平凡社新書 652 201208 EPUB(固定) ¥2,024 ‐ ¥3,036

カラー版

東京の花と緑を楽しむ小さな旅
9784582856521

松竹伸幸 KP00014665 平凡社新書 679 201304 EPUB ¥1,672 ‐ ¥2,508

憲法九条の軍事戦略 9784582856798

清水洋 KP00014666 平凡社新書 681 201305 EPUB ¥1,584 ‐ ¥2,376

国家が個人資産を奪う日 9784582856811

大川玲子 KP00014667 平凡社新書 682 201305 EPUB ¥1,672 ‐ ¥2,508

イスラーム化する世界 9784582856828

松竹伸幸 KP00014668 平凡社新書 696 201309 EPUB ¥1,628 ‐ ¥2,442

集団的自衛権の深層 9784582856965

298

近い将来に国債暴落、ハイパーインフレが起こると断言する著者が、国家があらゆる手段を

使って、「国民の個人資産を奪いにくる日」への警鐘を鳴らす。 長期化するデフレに有効な

提言も含め、階層別に「その日」に備えた資産防御法を説く。

299

パレスチナ・イスラエル紛争から9・11まで、連綿と続く暴力の歴史がもたらしたのは「狂信的

なテロリスト集団」など、理解を拒む宗教としてのイメージであった。しかしいま、コーランの新

解釈から世界規模で新たな対話を求める動きが活発化しつつある。これまでの宗教観を刷

新し、同時代を生きるイスラームを知るための入門書。

300
2013年7月の参院選勝利後、安倍政権は、集団的自衛権の行使容認に動くことを明言

した。しかし歴史をひもとけば、集団的自衛権は、数々の侵略、勢力圏争いの口実として

利用されてきたことがわかる。憲法九条を有名無実化してしまうこの大問題に、私たちはどう

向き合っていけばいいのか?

295

ドイツの観光局に勤めるペーターが、鉄道での「ライン下り」やロマンチック、メルヘンなどの「七

街道の旅」を紹介。既存のガイドブックとはひと味違う「ドイツの魅力」が満載！

296

小さな庭園の山野草、花の名所、心地よい広場……皇居周辺から都内各地の花や木々

を訪ねる13コースをカラーで紹介。環境にも健康にも優しい自転車に乗って、東京の自然

を味わおう。

297

憲法改正や国防軍、または日米安保依存だけが、日本の軍事戦略ではない。護憲派の

立場から、九条の思想が軍事戦略として他国と渡りあえるだけの根拠をもつことを明らかに

する。

292

不況が続く国内においても、増収増益を続ける総合商社。その源流を探り、「商社冬の時

代」といわれた低迷期を乗りこえ、いかにして復活を遂げ、最強といわれるまでに成長したの

かを探る。

293

コードネームはPOCAPON――。自民党結党にあたり、アメリカＣＩＡが緒方竹虎を通じ

て、対日政治工作を行っていた。新資料を通して明かされる保守政治家の実像。

294

イスラーム式善悪判断の実用集。日常生活での身近な事例から現代の社会・政治的領

域まで、倫理道徳の問題をクルアーン（コーラン）の教えに基づき徳目ごとに解説する。

289

人びとは固唾（かたず）を呑んで、福島原発事故のテレビに見入っていた。そのテレビは

「原子炉は安全だ」「放射能が漏れても直ちに健康被害はない」と、政府と東電の主張を

繰り返した。その結果、ネットなどで「大本営発表」との批判が噴出した。その批判が妥当な

のか、ここで番組の丁寧な検証を行いたい。

290

人類にとって究極の伝統食材、それが昆虫。世界の昆虫食の現状を紹介するほか、嫌い

な人の心理や食料としての可能性、さらには食育まで、昆虫食のあらゆることを深く楽しく追

究する！

291

せっかくなら楽しい道を歩きたい――秘境・秋山郷や『平家物語』の京都、そして太宰や安

吾、藤沢周平の文学の舞台など、歴史や文学、古道の魅力を味わう35コース。
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渡辺京二 KP00014669 平凡社新書 700 201310 EPUB ¥1,628 ‐ ¥2,442

近代の呪い 9784582857009

深海菊絵 KP00014670 平凡社新書 777 201506 EPUB ¥1,760 ‐ ¥2,640

ポリアモリー　複数の愛を生きる 9784582857771

小林節佐高信 KP00014671 平凡社新書 789 201509 EPUB ¥1,628 ‐ ¥2,442

安倍「壊憲」を撃つ 9784582857894

深井有 KP00014672 平凡社新書 791 201510 EPUB ¥1,804 ‐ ¥2,706

地球はもう温暖化していない 9784582857917

丸島和洋 KP00014673 平凡社新書 793 201511 EPUB ¥1,760 ‐ ¥2,640

真田四代と信繁 9784582857931

藤田勉 KP00014674 平凡社新書 794 201511 EPUB ¥1,716 ‐ ¥2,574

最強通貨ドル時代の投資術 9784582857948

松生恒夫 KP00014675 平凡社新書 800 201601 EPUB ¥1,672 ‐ ¥2,508

オリーブオイルで

老いない体をつくる
9784582858006

徳山喜雄 KP00014676 平凡社新書 802 201601 EPUB ¥1,716 ‐ ¥2,574

安倍晋三「迷言」録 9784582858020

小森敦司 KP00014677 平凡社新書 803 201602 EPUB ¥1,760 ‐ ¥2,640

日本はなぜ

脱原発できないのか
9784582858037

植村修一 KP00014678 平凡社新書 804 201602 EPUB ¥1,804 ‐ ¥2,706

リスク時代の経営学 9784582858044

梅原淳 KP00014679 平凡社新書 805 201603 EPUB ¥1,804 ‐ ¥2,706

最新　新幹線事情 9784582858051

榎本博明 KP00014680 平凡社新書 806 201603 EPUB ¥1,672 ‐ ¥2,508

中高年がキレる理由 9784582858068

310

経営学は、事業成功ばかりでななく、リスクマネジメントをも説いている。不確実性に満ちた

「リスク時代」のいま、リスクやリスクマネジメントの視点から経営学の名著を読み解く。

311

新幹線を開業させた国鉄総裁が「東海道新幹線以外はつくってはいけない」と言った理由と

は。開業時と比べ50～80キロも最高速度が上がった東海道・山陽新幹線の秘密。北海

道新幹線が史上初めて挑む難題。これから建設予定の新幹線、そしてリニア新幹線の命

運は？

312
人生の折り返し点、劇的な社会の変化、家族をめぐる葛藤――。中年期特有の不安や

迷いからくる衝動に翻弄されないために、その社会的背景を探り、深層心理に潜む闇にせま

る。

307

オリーブオイルは、美肌に効果があるほか、加齢、アルツハイマー病、大腸がん、肥満などの

予防・改善効果があることがわかってきた。最新の研究成果を知って、楽しい健康長寿の生

活を手に入れよう！

308

私は総理大臣なんですから」政治家に失言や暴言はつきものだが、かつてこれほど「迷言」を

吐く首相がいただろうか。自分に対する批判は「レッテル貼り」「デマゴーグ」。一方で自らが発

する暴言は「言論の自由」。安保法制、戦後70年談話などをめぐる「アベ流言葉」を通して

政治・言論状況を読む。

309

産官政学、そしてメディアが癒着した巨大利権「原子力村」。福島原発事故後も存続が図

られ、復活が目論まれる。事故後の緻密な原発関連記事で知られる筆者が描く「ムラ」の

実態。

304

われわれは、二酸化炭素によって地球温暖化が進んでいることはもはや常識中の常識だと

思っている。しかし、データ上では温暖化は20年近く進んでおらず、世界各国では温暖化

二酸化炭素原因説への疑念が相次いでいる。では、これから地球はどうなるのか？

305

真田丸の戦いで、戦国期の伝説となった信繁（幸村）など真田氏歴代の歩みを、ＮＨ

Ｋ大河ドラマの時代考証者が、余すところなく描く。

306

個人投資家は、どのようなスタンスに立ってドルへの投資の考え方をもてばいいのか、その基

礎知識やノウハウを紹介する。

301

私たちはどこから来て、どこへ行こうとしているのか──。無限の経済成長にのみ幸福を見る

時代は終わった。単線的な進歩主義に基づく近代史観から脱し、人が人らしく生きうる共

同社会を取り戻すために、近代化の意味を再び問い直すときがきている。豊かさの背後に

刻まれた呪いを自覚し、これからを生きる術を考える。

302

現在アメリカを中心に、本気で複数の人を愛するという「ポリアモリー」を実践する人びとが増

えている。それは、浮気でも不倫でもない、誠実に複数の人と愛を育むライフスタイルであ

る。気鋭の性愛研究者のフィールドワークで見えてきた、ポリアモリーを実践する人びとのリア

ルな声を伝える。日本の現在の状況も付する。

303

改憲派・護憲派と立場の異なる二人が互いの憲法論を交わし、安保法制の動きを含め安

倍首相を中心とする「壊憲勢力」を徹底批判する。
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田尻祐一郎 KP00014681 平凡社新書 807 201603 EPUB ¥1,760 ‐ ¥2,640

こころはどう捉えられてきたか 9784582858075

橳島次郎 KP00014682 平凡社新書 808 201603 EPUB ¥1,672 ‐ ¥2,508

これからの死に方 9784582858082

佐高信 KP00014683 平凡社新書 809 201604 EPUB ¥1,892 ‐ ¥2,838

人間が幸福になれない

日本の会社
9784582858099

今野真二 KP00014684 平凡社新書 811 201604 EPUB ¥1,760 ‐ ¥2,640

リメイクの日本文学史 9784582858112

小沼純一 KP00014685 平凡社新書 812 201604 EPUB ¥1,760 ‐ ¥2,640

音楽に自然を聴く 9784582858129

深町隆 山口義正 KP00014686 平凡社新書 813 201605 EPUB ¥1,848 ‐ ¥2,772

内部告発の時代 9784582858136

長崎浩 KP00014687 平凡社新書 815 201606 EPUB ¥1,760 ‐ ¥2,640

乱世の政治論

愚管抄を読む
9784582858150

谷川一巳 KP00014688 平凡社新書 817 201606 EPUB ¥1,804 ‐ ¥2,706

ニッポン　鉄道の旅６８選 9784582858174

青木理 KP00014689 平凡社新書 818 201607 EPUB ¥1,760 ‐ ¥2,640

日本会議の正体 9784582858181

吉田麻子 KP00014690 平凡社新書 819 201607 EPUB ¥1,804 ‐ ¥2,706

平田篤胤 9784582858198

岡谷公二 KP00014691 平凡社新書 821 201608 EPUB ¥1,716 ‐ ¥2,574

伊勢と出雲 9784582858211

袖川裕美 KP00014692 平凡社新書 822 201608 EPUB ¥1,760 ‐ ¥2,640

同時通訳はやめられない 9784582858228

322

平田家に伝わる膨大な新資料の整理・研究成果を元に、現代にも通ずる日本独自の豊

かな死生観を探究した、江戸後期を代表する思想家としての新たな篤胤像を描き出す意

欲作。

323

日本の起源につながる記憶が刻まれた地でありながら、それぞれ別物とされてきた伊勢と出

雲を、古代朝鮮の文化と鉄をキーワードにつなぎ直す思索の旅の物語。

324
機械のように右から左へと言葉を変換していると思われがちな同時通訳者。その裏側では

何が起きているのか。異なる言語を行き来することで垣間見える世界をユーモラスに描く＜

格闘エッセイ＞。

319

「愚管抄」は歴史の道理＝法則を探る歴史理論書ではなく自らの政治理念の崩壊を目の

当たりにした政治論である。敗北の政治思想。

320

その土地その土地の鉄道を乗り継ぐ旅は楽しいものだ。しかし、それらの鉄道に何気なく乗る

より、事前に、鉄道路線ごとの地形や車両の特色、誕生秘話などの予備知識を得ておけ

ば、鉄道旅行はぐんと楽しく、そして興味深くなるはずである。高速鉄道、在来線、ローカル

線、路面電車、登山鉄道――。いろいろな情報を得て、鉄道の旅に出かけよう。

321

安倍政権とも密接な関係をもち、憲法改正などを掲げて政治運動を展開する、日本最大

の草の根右派組織「日本会議」。虚実入り混じって伝えられる、その正体とは。 関係者の

証言を軸に、その成り立ちと足跡、活動の現状、今後の行方を余すことなく描く。 反骨の

ジャーナリストがその実像を炙り出す、決定版ルポルタージュ。

316

もと歌の書き換え＝「本歌取り」、自作に手を入れ続ける作家たち……推敲というミクロ場

面から翻案の長い連鎖まで「書き換え」の諸相に目を凝らし、読み手を書き手に変える文

学の力を探る。

317

季節、風景、動物、宇宙、果ては現代の科学技術まで。500年にわたる音楽史から、人

間が「自然」と共鳴しながら紡いできた豊かな世界を紹介し、新しい音の聴き方を提案す

る。

318

自らが属する組織が不正に手を染めているのを知った時、あなたならどうするか。オリンパス

事件の第一通報者と、それをスクープした記者が現代における内部告発の意味を問う。

313

古来、日本人は「心」という摩訶不思議なものとどう向き合い、捉え、考え、格闘し、表現し

てきたのか？　江戸思想をベースとしながら神話や宗教、民間伝説、芸道などにフィールドを

広げさまざまな角度から追う、謎解き味豊かな「散策」。そこには漱石の『こころ』にみるような

近代人に受け継がれ、さらに現代の私たちに通じる思索の発見があった！

314

死に方、死後の送られ方を選ぶ自由を求める声が広がっている。だがその自由は、「自己決

定」の名のもとで無制限に認められるものだろうか。生命倫理の専門家が問う、死をめぐる

自由の範囲と制約の条件。私たちは望みどおりの死を選べるのか。

315

日本企業の封建的な体質にメスを入れ続けてきた著者が改めて問う会社論の決定版。ブ

ラック企業、日本型雇用の崩壊、企業不祥事の変質。その病根を指摘し、処方箋を指し

示す。
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小川後楽 KP00014693 平凡社新書 823 201701 EPUB ¥1,760 ‐ ¥2,640

漱石と煎茶 9784582858235

磯辺勝 KP00014694 平凡社新書 824 201609 EPUB ¥1,804 ‐ ¥2,706

昭和なつかし　食の人物誌 9784582858242

鈴木貞美 KP00014695 平凡社新書 825 201609 EPUB ¥1,892 ‐ ¥2,838

日記で読む日本文化史 9784582858259

稲田和浩 KP00014696 平凡社新書 826 201610 EPUB ¥1,804 ‐ ¥2,706

落語に学ぶ大人の極意 9784582858266

根井雅弘 KP00014697 平凡社新書 829 201611 EPUB ¥1,672 ‐ ¥2,508

企業家精神とは何か 9784582858297

村上直久 KP00014698 平凡社新書 831 201611 EPUB ¥1,716 ‐ ¥2,574

ＥＵはどうなるか 9784582858310

礒村英司 KP00014699 平凡社新書 832 201612 EPUB ¥1,716 ‐ ¥2,574

戦争する国にしないための

中立国入門
9784582858327

逢沢明 KP00014700 平凡社新書 833 201701 EPUB ¥1,716 ‐ ¥2,574

パニック経済 9784582858334

山田佐世子 KP00014701 平凡社新書 834 201701 EPUB ¥1,672 ‐ ¥2,508

イラストでわかる

介護知らずの体のつくり方
9784582858341

津堅信之 KP00014702 平凡社新書 836 201702 EPUB ¥1,892 ‐ ¥2,838

新版　アニメーション学入門 9784582858365

横山宏章 KP00014703 平凡社新書 837 201702 EPUB ¥1,892 ‐ ¥2,838

孫文と陳独秀 9784582858372

檜山敦 KP00014704 平凡社新書 838 201707 EPUB ¥1,716 ‐ ¥2,574

超高齢社会2.0 9784582858389

334

アニメーションとは何か。いつ、どこで、誰がどんな作品を創ったのか。今や全盛のデジタルアニ

メーションや著作権問題など最新事情を踏まえた、アニメーション学の新定番。

335

辛亥革命の大立者は国父と称えられ、一方、新文化運動の指導者にして中国共産党創

設者は裏切り者扱い。歪んだ評価を正し、中国近代を招来した二人の真の像を対比的に

描く。

336

人口減少に伴い今後必要と言われる高齢者の労働。否定的に語られることもあるが高齢

者自身の健康に役立ち、情報技術の活用で楽しく実現できる。五輪後の日本を見すえた

必読書。

331

スイスに代表される中立政策の採用を、日本も議論した時代があった。気鋭の国際法学

者が中立国の歴史と現状、日本の立場を問う。

332

「偽りの論理」で政府が無理やり経済を復活させようとすれば、早晩、不自然なきしみが生

じ、日本経済は破綻へと突き進むかもしれない。普遍の科学という視点から、詭弁に満ちた

経済政策に警鐘を鳴らす。

333

団塊世代が75歳以上の「後期高齢者」となる、「２０２５年問題」が取りざたされてい

る。 介護を受けずに豊かな老後を営むためには、「歩いて外出できる体力の維持」が鍵にな

る。 日常生活の延長で誰でも試すことができ、無理なく続けられる体のメンテナンスを豊富

なイラストで紹介。

328

本書では舞台を江戸時代から現代に移してショートショートを書き下ろす。そこから浮かびあ

がるのは、江戸時代と変わらぬ現代人の悩みであり、人間の可笑しみだ。友情やご近所付

き合い、男女の交際から会社の人間関係、喧嘩・謝罪術まで──落語のように、悩み・ト

ラブルを楽しみに変えて生きる大人のコツを学べる１冊。

329

「革新」のみが企業家の役割としたシュンペーターの思想だけでなく、あまり注目されてこな

かった経済学者の「企業家」論も見直す。

330

世界に衝撃が走った英国民投票のＥＵ離脱派勝利。グローバリゼーションへの逆風か、

「開国経済モデル」の転機か。英国の離脱でＥＵは今後どうなるか。その中長期展望を探

る。

325

漱石が『草枕』で近世文人の風雅な趣味「煎茶」をことさら称揚するのはなぜか。中国・日

本の煎茶史を通して新しい過激な漱石を発見！

326

昭和の時代に活躍した人々の多くは、その子どものころ、戦争による飢え、ないしは飢えに

近い体験をしている。食を通じて見えてくる、30人の素顔とは。 昭和を生きた人々にとって

の食とは、心が安らぐ「食の場」を求めることにあったのではないか。昭和を中心に活躍した著

名人30名の生き方と食の結びつきを探る。

327

日本人は日記をつけるのが好きだといわれる。日本文学研究の第一人者ドナルド・キーン

は、大戦期、戦場に大量に遺棄された日記を翻訳した際、日記が日本人の心に深く根づ

いていることを感じたという。では、なぜ日記をつける文化が日本人に広がっていったのか。
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榎本博明 KP00014705 平凡社新書 839 201703 EPUB ¥1,716 ‐ ¥2,574

「おもてなし」という残酷社会 9784582858396

加藤雅之 KP00014706 平凡社新書 840 201703 EPUB ¥1,760 ‐ ¥2,640

あきれた紳士の国イギリス 9784582858402

鈴木孝夫 平田オリザ KP00014707 平凡社新書 841 201704 EPUB ¥1,628 ‐ ¥2,442

下山の時代を生きる 9784582858419

今尾恵介 KP00014708 平凡社新書 842 201704 EPUB ¥2,156 ‐ ¥3,234

カラー版　東京凸凹地形散歩 9784582858426

藤田勉 KP00014709 平凡社新書 843 201704 EPUB ¥1,716 ‐ ¥2,574

フィンテック革命の衝撃 9784582858433

池上彰 KP00014710 平凡社新書 844 201705 EPUB ¥1,760 ‐ ¥2,640

改訂新版

日銀を知れば経済がわかる
9784582858440

工藤哲 KP00014711 平凡社新書 845 201705 EPUB ¥1,848 ‐ ¥2,772

中国人の本音 9784582858457

鳩山友紀夫 KP00014712 平凡社新書 846 201706 EPUB ¥1,760 ‐ ¥2,640

脱 大日本主義 9784582858464

左巻健男 KP00014713 平凡社新書 847 201706 EPUB ¥1,760 ‐ ¥2,640

暮らしのなかのニセ科学 9784582858471

下川裕治 KP00014714 平凡社新書 848 201707 EPUB ¥1,760 ‐ ¥2,640

シニアひとり旅 9784582858488

河邑厚徳 KP00014715 平凡社新書 850 201708 EPUB ¥1,716 ‐ ¥2,574

むのたけじ　笑う101歳 9784582858501

桜井哲夫 KP00014716 平凡社新書 851 201708 EPUB ¥1,892 ‐ ¥2,838

一遍　捨聖の思想 9784582858518

346

決してガイドブックには載ることのない、シニア向けの味わい深い旅、ちょっと変わったバックパッ

カースタイルのひとり旅を提案。初心者でも行きやすいアジア各地を紹介する。

347

死ぬ時、そこが生涯のてっぺん。反骨のジャーナリストはいかに死に向き合ったか。2016年

８月に亡くなるまでの３年余りに密着した記録を軸に描く、むのたけじの"遺言"。

348

遊行、踊念仏、陣僧、芸能者の阿弥陀……中世に巨大な影響力をもった時衆と一遍の

思想。その本体を浄土教の歴史の中に位置づけて探る。信をも捨てて念仏へと向かう他力

思想。

343

日中間では尖閣諸島や歴史、国民感情などの問題が山積するが、実際は中国人は日本

をどう見ているか。知られざる「抗日」の現場やメディアの裏側など、北京特派員が徹底取

材。

344

従来の親米保守路線と成長戦略が行き詰まる中で、日本はいかに生きるべきか。対米従

属からの脱却、低成長を前提とした新たな分配政策・成熟戦略を提唱する。内田樹氏推

薦。

345

水素水、マイナスイオン、デトックス……。その健康法、本当に科学的？　身の周りにはびこ

るあやしげな科学。健康で長生きしたいという人の願望につけ入るニセ科学を一刀両断。

340

東京は崖あり谷あり、スリバチありの地形パラダイス！　山手から下町・郊外まで23エリアを

標高差が一目でわかるデジタル地図とともに紹介。見て読んで歩いて楽しい一冊！

341

フィンテック（金融とテクノロジーの融合）とは何か。フィンテックが日本の産業界にもたらす

影響とは。もっとも変化が現れるであろう資産運用を中心に分析を進め、株式市場に与え

るインパクトについても探る。

342

デフレ脱却のための異次元緩和やマイナス金利導入など、日銀の動向に注目が集まってい

る。そこで２００９年の旧版にこの間の情報を加筆。日銀誕生から最新の政策まで丁寧

に解説！

337

東京オリンピック招致で、「おもてなし」が日本の良さを表す言葉として話題になったが、その

反面、行き過ぎたサービス労働のために発症するうつ病、過労死が社会問題化している。そ

の社会的背景や実例を示し、対処法を考える。

338

通信社記者が妻のロンドン転勤に伴い会社を辞め、家事と小学生の娘の世話に専念した

５年間。異郷の地で学校に娘を送り迎えするなかで見えてきた「紳士の国」の素顔とは。

339

経済縮小、人口減少の時代にあって、日本と日本人はいかに生きるべきか。言語学の泰

斗と、教育や地方再生の現場でも活躍する劇作家が混迷する今の時代に求められる思想

を説く。
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徳山喜雄 KP00014717 平凡社新書 852 201709 EPUB ¥1,892 ‐ ¥2,838

新聞の嘘を見抜く 9784582858525

山田和 KP00014718 平凡社新書 853 201709 EPUB ¥1,848 ‐ ¥2,772

魯山人　美食の名言 9784582858532

松生恒夫 KP00014719 平凡社新書 854 201709 EPUB ¥1,716 ‐ ¥2,574

老いない人は何を食べているか 9784582858549

金順姫 KP00014720 平凡社新書 855 201710 EPUB ¥1,672 ‐ ¥2,508

ルポ　隠された中国 9784582858556

今野真二 KP00014721 平凡社新書 856 201710 EPUB ¥1,848 ‐ ¥2,772

漢字とカタカナとひらがな 9784582858563

隈元信一 KP00014722 平凡社新書 857 201711 EPUB ¥1,848 ‐ ¥2,772

永六輔 9784582858570

佐藤優 高橋巖 KP00014723 平凡社新書 858 201711 EPUB ¥1,760 ‐ ¥2,640

なぜ私たちは生きているのか 9784582858587

澤井繁男 KP00014724 平凡社新書 859 201711 EPUB ¥1,892 ‐ ¥2,838

ルネサンス再入門 9784582858594

橘木俊詔 KP00014725 平凡社新書 860 201712 EPUB ¥1,760 ‐ ¥2,640

遺伝か、能力か、環境か、

努力か、運なのか
9784582858600

窪薗晴夫 KP00014726 平凡社新書 861 201712 EPUB ¥1,716 ‐ ¥2,574

通じない日本語 9784582858617

広瀬浩二郎 KP00014727 平凡社新書 862 201712 EPUB ¥1,804 ‐ ¥2,706

目に見えない世界を歩く 9784582858624

福田慎一 KP00014728 平凡社新書 863 201801 EPUB ¥1,760 ‐ ¥2,640

21世紀の長期停滞論 9784582858631

358

日本語には、まだまだ知っていそうで知らない不思議がある。世代差と地域差を軸に、他の

言語との比較も交えながら、日本語の「通じなさ」を面白おかしく紹介する。

359

目が見えない人は、目に見えない世界を知っている――。障害当事者の立場から盲人史

研究に取り組み、現在は独自の〈触文化論〉を展開する人類学者がその半生を軽快に綴

る。

360

アベノミクス以降、株価は高騰を続け、労働市場では人手不足が起きているが、雇用は不

安定化し、賃金は伸び悩み、将来に対する不安は増す一方である。なぜ、不安は解消さ

れないのか。その原因を探る。

355

「生きづらさ」を巡り、シュタイナー学者高橋巖とキリスト教神学をバックボーンとする佐藤優

が、国家・資本・宗教を軸に語り合う。

356

ルネサンスは近代のはじまり？　中世の実り？　それともたんなる過渡期？　さまざまな文化

要素が未決のまま共存する独自の時代としてルネサンスを見直す複数史観の試み。

357

能力格差、教育格差、容姿による格差など、生まれながらの不利をいかに乗り越えるか？

生物学、社会学、統計学、経済学の知識を総動員し、格差研究の第一人者が、その打

開策を探る。

352

漢族との溝が深まる少数民族のウイグル族、教会の十字架を撤去されたキリスト教徒、そし

て同性愛者やフェミニスト……。知られざる中国の姿を浮き彫りにする。

353

日本語には正書法がない。漢字を受容し、仮名を生み出した日本語は、多様な書き方の

選択肢をもつに至った。歴史をたどり、その意味を問い、日本語の書き方の本体に迫る。

354

放送作家、作詞家、タレント、エッセイストなど、多彩な活躍で放送・芸能史に名を残す永

六輔。最も身近にいた新聞記者が「旅する坊主」の実像を多面的に描く決定的評伝。

349

新聞は終わったメディアなのか。作為、不作為による新聞の「?」とそれが与える世論や社会

への影響を分析。「ポスト真実」時代に、どのように新聞報道に向き合えばいいのかを説く。

350

天然に優る美食なし──。芸術家・魯山人は語る人でもあった。素材選びと料理の秘訣、

美食の周辺、美食にふさわしい器とは。言葉を通してその美食観、料理観を浮かびあがら

せる。

351

長寿県といわれる沖縄県や長野県などでは、どのような食材が食べられてきたのか。また見

た目も若く健康的な人生を過ごすにはどうすればいいのか、消化器専門医の立場から提言

する。
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小栗清吾 KP00014729 平凡社新書 864 201801 EPUB ¥1,848 ‐ ¥2,772

吉原の江戸川柳はおもしろい 9784582858648

小原克博 KP00014730 平凡社新書 865 201802 EPUB ¥1,804 ‐ ¥2,706

一神教とは何か 9784582858655

伊藤誠 KP00014731 平凡社新書 866 201802 EPUB ¥2,024 ‐ ¥3,036

入門　資本主義経済 9784582858662

小森敦司 KP00014732 平凡社新書 867 201802 EPUB ¥1,848 ‐ ¥2,772

「脱原発」への攻防 9784582858679

越智敏之 KP00014733 平凡社新書 868 201803 EPUB ¥1,848 ‐ ¥2,772

イギリス肉食革命 9784582858686

秦由美子 KP00014734 平凡社新書 869 201803 EPUB ¥1,848 ‐ ¥2,772

パブリック・スクールと

日本の名門校
9784582858693

鴨下ひろみ KP00014735 平凡社新書 870 201803 EPUB ¥1,892 ‐ ¥2,838

テレビに映らない北朝鮮 9784582858709

藤井淑禎 KP00014736 平凡社新書 871 201803 EPUB ¥1,760 ‐ ¥2,640

90年代テレビドラマ講義 9784582858716

西部邁 KP00014737 平凡社新書 872 201802 EPUB ¥1,936 ‐ ¥2,904

保守の遺言 9784582858723

稲田和浩 KP00014738 平凡社新書 873 201804 EPUB ¥1,980 ‐ ¥2,970

水滸伝に学ぶ組織のオキテ 9784582858730

太田肇 KP00014739 平凡社新書 874 201804 EPUB ¥1,760 ‐ ¥2,640

「ネコ型」人間の時代 9784582858747

新戸雅章 KP00014740 平凡社新書 875 201804 EPUB ¥1,804 ‐ ¥2,706

江戸の科学者 9784582858754

370

梁山泊の個性豊かな登場人物たちを現代企業の役職に置き換え、全120回分の物語を

ダイジェストでわかりやすく読み解く。人事・組織論を考えるための格好の教科書！

371

集団行動を好み、雇い主に従順な「イヌ型」人間から、個人主義で、自由に自発的に行

動する「ネコ型」人間へ。変化の激しいＡＩ時代に生き残るべく行動様式の根本的な転換

を説く。

372

世界に匹敵する異能の科学者たちが江戸時代の日本にもいた！　元祖マルチタレント平

賀源内、和算の大家関孝和、そして隠れた天才まで11人の波瀾万丈の生涯でつづる科

学史。

367

不機嫌な独裁者金正恩の思考回路はどうなっているか。国際社会とどう折り合いをつける

のか。長く北朝鮮をウォッチしてきたジャーナリストが、この国が内包する断層を描く。

368

『親愛なる者へ』『高校教師』『白線流し』……。野沢尚、野島伸司に代表される作家に

よってドラマ界に新風が吹きこまれた90年代。これらの作品に改めて光を当て、その時代性

を探る。

369

「主語は最後に現れる」（J・オルテガ）といった調子で、状況論を語るなかでおのれに能動

的な意志の最後の一片が残っていると判明すれば、そのくすぶりをできるだけ整理して表現

してしまうとおのれの脳も空っぽになり、たぶん能動的に自死に着手できるであろう──稀代

の思想家・西部邁、絶筆の書。自裁に込められた真意とは。

364

安倍政権下でも原発再稼働は進まず、電力自由化、東芝の経営危機、損害賠償裁判

など、「ムラ」は確実に追いつめられている──。原発事故から7年取材を続ける記者が綴

る。

365

いつからこんなに肉を食べだしたのか？需要に応える食肉生産の巨大化の条件を、馬、

羊、豚、牛のブリーディングの営みに探り、近代を駆動した「改良」の思潮をたどる。

366

世界中から生徒が集まり、多くのリーダーを輩出する英国の名門校パブリック・スクール。日

本の中高一貫校（灘、麻布、ラ・サール）との共通点、相違点、日本の学校が学ぶべき

点とは何か。

361

吉原を舞台に、男と女が色とカネをめぐって繰り広げる人間喜劇！　川柳作家の細かすぎる

観察眼といじわるな表現に、思わず「バカだなぁ」とつぶやいてしまう一冊。落語ファン必読！

362

唯一神を信じるキリスト教・ユダヤ教・イスラームが世界の政治・社会・経済に与える影響は

きわめて重大かつ重要である。一神教に馴染み薄い日本の読者に向けた、最新・最良の

解説書。

363

新自由主義により社会的統御から解き放たれた競争的市場経済は、現代の世界と日本

にどのような影響を与えてきたか。資本主義の成り立ちやその特性について考える。
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大本泉 KP00014741 平凡社新書 876 201804 EPUB ¥1,848 ‐ ¥2,772

作家のまんぷく帖 9784582858761

榎本博明 KP00014742 平凡社新書 877 201805 EPUB ¥1,760 ‐ ¥2,640

自己実現という罠 9784582858778

加藤浩子 KP00014743 平凡社新書 878 201806 EPUB ¥2,024 ‐ ¥3,036

バッハ 9784582858785

小池新 KP00014744 平凡社新書 879 201805 EPUB ¥1,716 ‐ ¥2,574

自分史のすすめ 9784582858792

吉岡逸夫 KP00014745 平凡社新書 880 201805 EPUB ¥1,848 ‐ ¥2,772

戦場放浪記 9784582858808

谷川一巳 KP00014746 平凡社新書 881 201806 EPUB ¥1,892 ‐ ¥2,838

ニッポン　終着駅の旅 9784582858815

篠田航一 KP00014747 平凡社新書 882 201806 EPUB ¥1,672 ‐ ¥2,508

ヒトラーとUFO 9784582858822

瀧音能之 KP00014748 平凡社新書 883 201806 EPUB ¥1,804 ‐ ¥2,706

風土記から見る

日本列島の古代史
9784582858839

堀越豊裕 KP00014749 平凡社新書 885 201807 EPUB ¥1,980 ‐ ¥2,970

日航機123便墜落

最後の証言
9784582858853

菊池一隆 KP00014750 平凡社新書 886 201807 EPUB ¥1,716 ‐ ¥2,574

日本軍ゲリラ

台湾高砂義勇隊
9784582858860

松竹伸幸 KP00014757 平凡社新書 835 201701 EPUB ¥1,760 ‐ ¥2,640

対米従属の謎 9784582858358

石牟礼道子 伊藤比呂美 KP00032249 平凡社新書 884 201807 EPUB ¥1,672 ‐ ¥2,508

新版　死を想う 9784582858846

382

日本植民地下、その差別的境遇にあった台湾先住民は、軍属・兵士として太平洋戦争に

動員、南洋戦場に投入され、酸鼻を極めたゲリラ戦を戦った。知られざる高砂義勇隊の真

実。

383

戦後70年がたって、なぜ「占領下」のように米国に従い続けるのか。外交記録や各国の占

領／軍事駐留の歴史を丹念に繙きながら、日本が「自立できない」理由を探る。

384

水俣病をはじめ多くの死を見つめてきた作家は、どのように死をとらえどう生きるのか、日本を

代表する詩人が率直に問いかけた魂の対話、増補版。石牟礼文学の入門書としても。

379

ドイツは民間伝承の豊かな伝統を持つ国。街には今も都市伝説があふれ返る。ヒトラー、

ＵＦＯ、フリーメーソン、ハーメルンの笛吹き男……。ドイツの怪しげな話を追った異色のル

ポ。

380

奈良時代に編纂の命が出た「風土記」。各地の特産物や伝承などが記録されており、今で

いうガイドブックに近い書物だ。「風土記」を通して古代日本へタイムトリップ！

381

消えない撃墜説も含め、事故から33年となる今もその原因を巡る議論は続く。事故調査に

あたった米運輸安全委員会など日米双方を徹底取材。多くの証言を軸に事故の最深部を

描く。

376

就職活動や介護において、また被災者の精神的ケアとしても見直されている自分史。今を

基点に自分の過去を見つめ、未来にどう生かすか。軽い気持ちで書きたくなる「自分史読

本」。

377

青年海外協力隊員から新聞社カメラマン、そして43歳で記者に。湾岸戦争、イラク、アフガ

ン、カンボジア、ルワンダなど、戦場と辺境を取材してきた"放浪記者"が綴る戦場サバイバル

術。

378

その先には進めない本当の終点、そこから先バスやフェリーで乗り継げる終点、さらに不採算

路線の廃止で中間駅が終点になった例など、さまざまな終着駅への旅を紹介する。

373

食にこそ人生が表れる！　樋口一葉、泉鏡花、内田百閒、獅子文六、江戸川乱歩、武

田百合子、藤沢周平……。総勢22名の作家が愛した食から、その素顔と作品に迫る。

374

「仕事で自己実現しよう！」など、内発的動機づけといった心理学の概念を悪用して、従業

員を酷使する事例が後を絶たない。では、個人は悪徳経営者からどう身を守ればいいの

か？

375

西洋音楽史上最大の作曲家の素顔は、敬虔なルター派教徒にして、普通の家庭人だった

──。彼が暮らしたドイツの街から、生涯と作品の秘密をたどる。最新の研究成果も網羅。
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増川宏一 KP00032252 平凡社新書 887 201808 EPUB ¥1,716 ‐ ¥2,574

江戸の目明し 9784582858877

井上亮 KP00032253 平凡社新書 889 201808 EPUB ¥1,980 ‐ ¥2,970

象徴天皇の旅 9784582858891

野田隆 KP00032254 平凡社新書 890 201808 EPUB ¥1,848 ‐ ¥2,772

シニア鉄道旅のすすめ 9784582858907

馬場公彦 KP00032257 平凡社新書 891 201809 EPUB ¥2,024 ‐ ¥3,036

世界史のなかの文化大革命 9784582858914

藤田勉 KP00032258 平凡社新書 892 201809 EPUB ¥1,936 ‐ ¥2,904

バブル経済とは何か 9784582858921

根井雅弘 KP00032266 平凡社新書 893 201810 EPUB ¥2,024 ‐ ¥3,036

経済学者はこう考えてきた 9784582858938

佐伯真一 KP00032267 平凡社新書 894 201810 EPUB ¥2,090 ‐ ¥3,135

「武国」日本 9784582858945

松岡資明 KP00032268 平凡社新書 895 201810 EPUB ¥1,760 ‐ ¥2,640

公文書問題と日本の病理 9784582858952

菅孝行 KP00032285 平凡社新書 896 201811 EPUB ¥1,980 ‐ ¥2,970

三島由紀夫と天皇 9784582858969

佐高信 平野貞夫 KP00032286 平凡社新書 897 201811 EPUB ¥2,024 ‐ ¥3,036

自民党という病 9784582858976

杉本良男 KP00032294 平凡社新書 899 201812 EPUB ¥2,156 ‐ ¥3,234

ガンディー 9784582858990

文聖姫 KP00032295 平凡社新書 900 201812 EPUB ¥1,804 ‐ ¥2,706

麦酒とテポドン 9784582859003

394

数々の闇取引や裏工作、そして安倍一強体制の行方。永田町の生き字引的存在である

平野貞夫が論客・佐高信を相手に語る政界秘史。自民党の病とは一体何か。

395

人類の遺産である「非暴力」思想はいかにして生まれたか。近代化の過程で科学万能主

義に抗い誕生した秘教思想との関わりを軸に、ガンディーの知られざる実像に迫る評伝。

396

もはや厳格な「社会主義計画経済」ではなく、経済の市場化が進んでいる北朝鮮。記者、

研究者として農民市場や工場・企業の実態調査をたびたび行ってきた著者によるルポ。

391

日本はサムライの国か？　昭和前期には軍国主義へと結びついた「武国」日本意識の来歴

を探り、意外に浅い歴史しかもたないこの日本人の自己像のうちに潜む罠を剔出する。

392

森友学園、加計学園、陸上自衛隊PKO部隊日誌隠蔽。公文書をめぐってなぜこれほど問

題が起きるのか。公文書問題の第一人者がその核心を衝き、根底にある問題点をえぐり出

す。

393

三島由紀夫の自死には、戦時期から戦後に至る昭和天皇の言動に対する〈諫死〉の意味

が込められていた。三島の戦後25年の言動を読み解き、戦後体制の欺瞞の構造を抉る。

388

文化大革命は、中国という特殊な空間、条件で起こった一度きりの出来事なのだろうか。

文革の国際的要因と越境性を重視した見方を提示し、もうひとつの真実にせまる。

389

1989年の日本の資産バブル、2000年のITバブル、そして、2007年の米国住宅バブルと

その崩壊（リーマン・ショック）。果たして次のバブルと崩壊はどのような形でやってくるのか？

390

資本主義社会はどのように捉えられてきたか。経済学はどのように教育されてきたか。偉大な

経済学者たちの思想や学説の違いなど、経済思想史家の立場から経済学の初歩を説い

た入門書。

385

時代劇・小説でつねに活躍する目明し。しかしその実態は、悪を捜査し制裁する正義の味

方とは相当かけ離れたものだった。犯罪者が目明しになるという驚きの事実を克明に解き明

かす。

386

平成の象徴天皇という立場にあって旅とはいかなる意味をもつか。国内外への旅、被災地

への旅、慰霊の旅、和解の旅、島々への旅。その多くに同行した記者による異色のルポ。

387

「大人の休日?楽部」といった割引切符や、優雅に楽しめる観光列車、グルメ列車の旅、都

市近郊の鉄道旅に至るまで、シニアに向けたさまざまな鉄道旅行を紹介する。
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塩田潮 KP00032298 平凡社新書 898 201901 EPUB ¥1,980 ‐ ¥2,970

内閣総理大臣の沖縄問題 9784582858983

古橋信孝 KP00032299 平凡社新書 901 201901 EPUB ¥2,068 ‐ ¥3,102

ミステリーで読む戦後史 9784582859010

浜本隆三 KP00032300 平凡社新書 902 201901 EPUB ¥1,892 ‐ ¥2,838

アメリカの排外主義 9784582859027

清田浩司 岡部統行 KP00032308 平凡社新書 903 201902 EPUB ¥1,892 ‐ ¥2,838

警察庁長官狙撃事件 9784582859034

大山眞人 KP00032309 平凡社新書 904 201902 EPUB ¥1,804 ‐ ¥2,706

親を棄てる子どもたち 9784582859041

岡谷公二 KP00032310 平凡社新書 905 201902 EPUB ¥1,760 ‐ ¥2,640

沖縄の聖地　御嶽 9784582859058

浅川晃広 KP00032323 平凡社新書 906 201903 EPUB ¥1,892 ‐ ¥2,838

知っておきたい入管法 9784582859065

乗浩子 KP00032324 平凡社新書 907 201903 EPUB ¥2,024 ‐ ¥3,036

教皇フランシスコ 9784582859072

保阪正康 KP00032325 平凡社新書 908 201903 EPUB ¥1,804 ‐ ¥2,706

平成史 9784582859089

髙橋洋一 KP00032334 平凡社新書 909 201904 EPUB ¥1,760 ‐ ¥2,640

財政破綻の嘘を暴く 9784582859096

丁宗鐵 KP00032335 平凡社新書 910 201904 EPUB ¥1,760 ‐ ¥2,640

顔の読み方 9784582859102

石井光太 KP00032341 平凡社新書 911 201905 EPUB ¥2,156 ‐ ¥3,234

虐待された少年は

なぜ、事件を起こしたのか
9784582859119

406

財政の実体を、政府と日銀を一体と捉える連結バランスシートでみれば、"日本の財政は

火の車""消費増税はまったなし"がまったくのウソだと気づくはずだ。財務省や大マスコミの喧

伝にだまされるな！

407

顔にはその人の健康、人格、運命などすべてが現れる。漢方医学の名医が観相について歴

史や文化などさまざまな角度からアプローチを試み、人にとって顔が持つ意味を探る。

408

罪を犯した少年たちは、いかにして心が壊れたのか。矯正教育ではどんな取り組みが行われ

ているか。虐待を受けた少年たちの病理と矯正教育の最前線を追った著者渾心のルポ。

403

日本でますます存在感が高まる外国人。コンビニで外国人店員が多いのはなぜ？　入管

法改正で具体的に何が変わる？　外国人にまつわる素朴な疑問に法制度的観点から答

える。

404

南半球アルゼンチンから初めて選ばれた教皇フランシスコ。南北問題、カトリックの現代史、

バチカンに山積する諸問題のどんな状況が彼を生み、教皇は何をしようとしているのか。

405

〈平成〉は後世どのように総括されるか。天皇自らが示した象徴天皇の役割、バブル崩壊後

の経済停滞、大震災、オウム事件……。昭和との因果関係も含め平成の歴史的意味を

考察する。

400

「私が長官狙撃の実行者であることは絶対の真実であると断言します」──。平成最大の

未解決事件ともいわれる警察庁長官狙撃事件。彼こそが“真犯人”であると確証を得るま

でのドキュメント。

401

筆者が、自身の住む地域に「高齢者のためのコミュニティサロン」を開設して10年。そこでの

体験を通して、高齢者が抱える孤独や貧困、家族の崩壊などを見つめ、今後の福祉行政

の在り方を考える。

402

古神道のありようを伝えるといわれる沖縄の聖地・御嶽（うたき）。社殿もなく、無の空間

で森そのものを神として崇める文化の古層には何があるのか。約60年をかけた御嶽遍歴の

成果。

397

戦後の歴代政権は沖縄といかに向かい合ってきたか。講和条約での帰属問題、佐藤内閣

が達成した本土復帰、迷走する基地問題……。沖縄をめぐる戦後政治の知られざる軌

跡。

398

敗戦からの復興と公害問題、高度成長期の歪み、安保闘争、少年犯罪、貧困……、日

本が時代ごとに抱えていた戦後から現在に至る社会問題を、ミステリー（探偵）小説を通

じて浮き彫りにしていく。

399

今、世界を揺るがす排外主義の正体とは。アメリカ史という一つの歴史的座標軸をもとに現

代を捉え直し、排外現象が生じる社会的背景とその盛衰のメカニズムを多角的に検討す

る。
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橋口敏男 KP00032342 平凡社新書 912 201905 EPUB ¥2,024 ‐ ¥3,036

新宿の迷宮を歩く 9784582859126

山極寿一 小原克博 KP00032343 平凡社新書 913 201905 EPUB ¥1,848 ‐ ¥2,772

人類の起源、宗教の誕生 9784582859133

渋沢栄一【著】 守屋淳【編訳】 KP00032344 平凡社新書 546 201009 EPUB ¥1,716 ‐ ¥2,574

渋沢栄一の「論語講義」 9784582855463

渋沢栄一【著】 守屋淳【編訳】 KP00032345 平凡社新書 628 201202 EPUB ¥1,892 ‐ ¥2,838

現代語訳　渋沢栄一自伝 9784582856286

下川裕治 KP00032348 平凡社新書 914 201906 EPUB ¥1,892 ‐ ¥2,838

シニアひとり旅

インド、ネパールから

シルクロードへ

9784582859140

森貴信 KP00032349 平凡社新書 915 201906 EPUB ¥1,848 ‐ ¥2,772

スポーツビジネス

15兆円時代の到来
9784582859157

津堅信之 KP00032359 平凡社新書 916 201907 EPUB ¥1,848 ‐ ¥2,772

新海誠の世界を旅する 9784582859164

池畑修平 KP00032360 平凡社新書 917 201907 EPUB ¥1,936 ‐ ¥2,904

韓国 内なる分断 9784582859171

湯浅景元 KP00032367 平凡社新書 918 201908 EPUB ¥1,760 ‐ ¥2,640

「自立できる体」をつくる 9784582859188

深谷大 KP00032368 平凡社新書 919 201908 EPUB ¥1,760 ‐ ¥2,640

さし絵で楽しむ江戸のくらし 9784582859195

武田博幸 KP00032369 平凡社新書 920 201908 EPUB ¥1,936 ‐ ¥2,904

古典つまみ読み

古文の中の自由人たち
9784582859201

宮田律 KP00032376 平凡社新書 921 201909 EPUB ¥1,980 ‐ ¥2,970

黒い同盟

米国、サウジアラビア、イスラエル
9784582859218

418

日本人の生活は江戸時代に確立した!?　結婚・妊活から、ヒットソングにダンス、グルメまで

……。江戸の大衆文化に精通する著者が、描かれた挿絵から庶民の生活史を読み解く。

419

大学受験古典の最強講師による古典案内。「自由人」をキーワードに面白い名作をセレク

ト。やさしく丁寧な解説。人生を味わい尽くした大人だからこそ、より深く古典を楽しめる！

420

イランに軍事的脅威があると、米国が空母打撃群をペルシャ湾に派遣し緊張感が高まって

いる。米国、サウジアラビアの「黒い同盟」、その実態を歴史的背景を含め、読み解く。

415

7月に新作『天気の子』が公開される。『君の名は。』『言の葉の庭』『秒速』などの作品の舞

台となった土地を訪ねる。さらに人柄や風景がどのように作品に反映されたかを分析。

416

日本との関係にも影響を及ぼす、韓国国内の激しい権力闘争。その根底にある保守派と

進歩派による「南南葛藤」の実態を描く。「国交正常化以降で最悪の関係」はなぜ生まれ

たのか。

417

人生100年時代。第二の人生を謳歌するためにも、日常生活における動作を自力で行う

ことのできる体づくりが必須。生涯にわたって「自立できる体」を維持する運動法を紹介す

る。

412

日本資本主義の父・渋沢栄一。幕末の農家に生まれた彼が、どのようにして慶喜に仕え、

新政府で働き、さらには大事業家となったのか。明治の元勲との交流も描いた自伝の現代

語訳、登場！

413

バックパッカーの憧れの地インドなど南アジアの国々や、かつてシルクロードの交易拠点として

栄えた中央アジア各国を、シニアならではの目線で紹介する至極の旅エッセイ。

414

スポーツ分野を成長産業とし、2020年までに10兆円、25年までに15兆円市場に拡大す

ると明言した日本政府。就職から地域創生まで、スポーツが拓く日本の未来像を提言す

る。

409

ド田舎に建った新宿駅にはキツネとタヌキの小屋があった！　新宿御苑に建てられるはずだっ

た幻の宮殿とは？　懐かしのレストランや町歩き地図も。新宿の秘史と魅力を深掘りする。

410

霊長類学の重鎮と宗教学・キリスト教学の一流研究者による、人類の誕生・発展と宗教と

の係わりを巨視的なスケールで語った対談の記録。白熱した議論に加え、自筆解説２本も

収録する。

411

“経営の神様”ドラッカーにも大きな影響を与えた渋沢栄一。その経営の背骨に据えた『論

語』を、自身の波乱万丈の体験と、西郷、伊藤、大久保ら、偉人の思い出とともに語る。

名講義、復活！
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磯辺勝 KP00032377 平凡社新書 922 201909 EPUB ¥1,936 ‐ ¥2,904

文学に描かれた「橋」 9784582859225

金子拓 KP00032383 平凡社新書 923 201910 EPUB ¥1,848 ‐ ¥2,772

信長家臣明智光秀 9784582859232

礫川全次 KP00032384 平凡社新書 924 201910 EPUB ¥1,848 ‐ ¥2,772

日本人は本当に無宗教なのか 9784582859249

左巻健男 KP00032394 平凡社新書 925 201911 EPUB ¥1,848 ‐ ¥2,772

学校に入り込むニセ科学 9784582859256

稲田和浩 KP00032395 平凡社新書 926 201911 EPUB ¥1,892 ‐ ¥2,838

江戸落語で知る四季のご馳走 9784582859263

植木雅俊 KP00032396 平凡社新書 927 201911 EPUB ¥2,420 ‐ ¥3,630

今を生きるための仏教100話 9784582859270

田邊俊雅メヘラ・ハリオム KP00032403 平凡社新書 928 201912 EPUB ¥1,804 ‐ ¥2,706

インドカレーは自分でつくれ 9784582859287

吉岡秀子 KP00032404 平凡社新書 929 201912 EPUB ¥1,760 ‐ ¥2,640

コンビニ　おいしい進化史 9784582859294

尾崎俊介 KP00032405 平凡社新書 930 201912 EPUB ¥1,936 ‐ ¥2,904

ハーレクイン・ロマンス 9784582859300

松本亘正 KP00032408 平凡社新書 931 202001 EPUB ¥2,068 ‐ ¥3,102

超難関中学の

おもしろすぎる入試問題
9784582859317

松生恒夫 KP00032409 平凡社新書 932 202001 EPUB ¥1,672 ‐ ¥2,508

「腸寿」で老いを防ぐ 9784582859324

上野敏彦 KP00032421 平凡社新書 934 202002 EPUB ¥1,936 ‐ ¥2,904

福島で酒をつくりたい 9784582859348

430

東京でタクシー運転手になるコツ（開成）や、フレンチのフルコースの順番とマナー（慶

應）など、大人も驚きの珍問・良問に挑戦してみよう。超有名講師による予想問題＆対

策つき。

431

近年の季節や気候の激しい変動に、体が悲鳴をあげている！　大腸専門医の著者が提案

する新たな養生法で四季の生活を見直し、健康長寿（=腸寿）を取り戻そう。

432
「磐城壽」という漁師が好む酒で知られた福島県浪江町の鈴木酒造店。大震災の津波で

蔵が丸ごと流されるも8か月後に山形県長井市で酒造りを再開。その酒造りへの情熱を描

く。

427

新書で読む「インドカレー基本中の基本」。少ない数のスパイスで素材の良さを最大限に引

き出す方法を伝授する。読者が自分で作る、健康的でおいしいカレーの本。レシピ多数掲

載。

428

ファミチキのヒットの理由は13年間、味を変えないこと！？　伸びないうどん、セブンカフェやス

イーツの進化、手巻きおにぎり革命など。コンビニ職人たちのこだわりと技を徹底取材！

429

恋愛ロマンス小説の代名詞「ハーレクイン」はどう読まれ、書かれてきたか。ヒロインとヒーロー

の変遷、フェミニズムとの攻防……偉大なるマンネリ小説からアメリカ社会を読む。

424

エセ科学を広める右派教育団体、親学、ＥＭ菌、水からの伝言、肉食悪者説、誤った脳

科学……教師や生徒の善意を悪用し、学校教育に侵入するニセ科学を第一人者が一刀

両断。

425

日々を楽しく暮らすことを信条とした江戸っ子たち。落語のあらすじをベースに、彼らが好んだ

四季のご馳走を、さまざまなうんちくを織り交ぜながら紹介する至極のエッセイ。

426

ブッダが広めた仏教は本来いかなるものだったのか。原始仏教、ジェンダー、教団の権威化、

大乗・小乗、経典に綴られた説話など、コンパクトな文量に仏教の叡智が詰まった一冊！

421

これまでに著者が読んできた詩歌、小説、随筆、折にふれて見てきた絵画などを通じて、

「橋」の記憶を掘り起こしつつ、人々にとって「橋」とはどのようなものだったのかを描く。

422

2020年大河ドラマ『麒麟がくる』の主人公・明智光秀の生涯を追う。信長研究の最新成

果を知り尽くした著者だからこそ得られた知見をもとに、本能寺の変までを描ききる決定

版！

423

日本人は「無宗教」と言われるが、はたして本当にそうか。実は、日本人は高度に「宗教」

的な民族なのではないか。「日本型政教分離」を軸に日本人の宗教観の変遷を読み解く。



著者 Product　ID シリーズ名
底本刊行

年月
フォーマット

同時

アクセス1

本体価

同時

アクセス2

本体価

同時

アクセス3

本体価

書名 ISBN

NO

内容紹介

今野真二 KP00032422 平凡社新書 935 202002 EPUB ¥2,024 ‐ ¥3,036

日本語の連続／不連続 9784582859355

加藤浩子 KP00032426 平凡社新書 936 202003 EPUB ¥1,936 ‐ ¥2,904

オペラで楽しむヨーロッパ史 9784582859362

大竹道茂 KP00032427 平凡社新書 937 202003 EPUB ¥1,980 ‐ ¥2,970

江戸東京野菜の物語 9784582859379

瀬川裕司 KP00032428 平凡社新書 938 202003 EPUB ¥2,024 ‐ ¥3,036

映画講義

ロマンティック・コメディ
9784582859386

佐々木閑　小原克博 KP00032441 平凡社新書 939 202004 EPUB ¥1,936 ‐ ¥2,904

宗教は現代人を救えるか 9784582859393

齊藤忠光 KP00032443 平凡社新書 940 202004 EPUB ¥1,760 ‐ ¥2,640

地図とデータでみる

都道府県と市町村の成り立ち
9784582859409

清田浩司 KP00032449 平凡社新書 941 202005 EPUB ¥2,640 ‐ ¥3,960

塀の中の事情 9784582859416

渡部史絵 KP00032451 平凡社新書 942 202005 EPUB ¥2,112 ‐ ¥3,168

地下鉄の駅はものすごい 9784582859423

澤村修治 KP00032453 平凡社新書 944 202006 EPUB ¥2,420 ‐ ¥3,630

日本マンガ全史 9784582859447

榎本博明 KP00032454 平凡社新書 943 202006 EPUB ¥1,760 ‐ ¥2,640

教育現場は困ってる 9784582859430

橳島次郎 KP00032455 平凡社新書 945 202006 EPUB ¥1,760 ‐ ¥2,640

先端医療と向き合う 9784582859454

津堅信之 KP00032458 平凡社新書 948 202007 EPUB ¥1,804 ‐ ¥2,706

京アニ事件 9784582859485

442

いま、学校の授業が実用化とディズニーランド化に向かっている。だが、きちんと知識を吸収

し、深い学習を促さなければ、AI時代には生き残れない！　学校教育のあり方に警鐘を鳴

らす。

443

生殖補助医療、ゲノム編集、安楽死……。医療の発展で大きな変化が生じている生老

病死のあり方。生命倫理・科学論の第一人者が、考えるヒントから政策立案までを提言。

444

多くの死傷者を出し、アニメ界のみならず日本社会に大きな損失をもたらした「京アニ事

件」。この事件は何を露わにしたのか。アニメ史の専門家が独自の観点から分析する。

439

増える一方の高齢受刑者、処遇困難者……。今、刑務所で何が起きているのか。罪の重

い長期受刑者を収容するＬＢ級刑務所、女子刑務所、医療刑務所など、塀の中の最新

事情を探る。

440

どんどん深く、複雑化する地下鉄。地下40ｍを掘削するトンネルや川の凍結など、不可能

を可能にした建設技術を紹介。乗客誘導の工夫、莫大な費用削減の秘策やデザインにも

触れる。

441

戦前から現在まで、日本のマンガを通史として紹介する唯一無二の書。大ヒット作から通好

みの作品まで、劇画と少女マンガなどジャンルを超えて紹介する。マンガ関係者必携の一

冊。

436

多くを魅了してやまないロマンティック・コメディ。このジャンルは時代とともにいかに変化してき

たか。物語のパターンの読み解き、登場人物の特徴など、その魅力の源泉に迫る。

437

インド仏教学者とキリスト教学者が本音で語る対談。両宗教の共通点は何か、決定的に

違う点はどこか。日本と世界の最新状況を踏まえつつ論じる。

438

古代から近世にわたって続いた地方の国郡と町村が、明治時代の廃藩置県と市制町村制

によって、どのように現在の都道府県と市町村へと変わっていったかを読み解いていく。

433

今から100年ほど前に現代日本語は作り上げられたのではないか。本格的に始まった雑誌

文化のうちに、市民の、大衆の、女性の、子供の、また戦争の言葉の生成を探索する。

434

フランス革命からジャンヌ・ダルクまで、オペラを知れば歴史がわかる！ モーツァルト、ヴェル

ディ、ワーグナー、チャイコフスキー、プッチーニなど、有名作曲家多数登場。

435

江戸っ子の舌をうならせた野菜が消えたのは、宅地化と効率化の進んだ昭和のこと。野菜

50種の復活を通じて著者が取り戻したのは、東京の歴史と人と人とのつながりだった。
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佐藤優 KP00032459 平凡社新書 947 202007 EPUB ¥1,760 ‐ ¥2,640

ヤン・フスの宗教改革 9784582859478

桐野作人　吉門裕 KP00032460 平凡社新書 950 202007 EPUB ¥2,112 ‐ ¥3,168

愛犬の日本史 9784582859508

新戸雅章 KP00032461 平凡社新書 949 202007 EPUB ¥1,804 ‐ ¥2,706

平賀源内 9784582859492

山口桂 KP00032462 平凡社新書 952 202008 EPUB ¥2,024 ‐ ¥3,036

美意識を磨く 9784582859522

佐高信 KP00032463 平凡社新書 951 202008 EPUB ¥1,804 ‐ ¥2,706

池田大作と宮本顕治 9784582859515

西郷信綱 KP00014137 平凡社ライブラリー 1 199306 PDF ¥2,640 ‐ ¥3,960

古代人と夢 9784582760019

前田愛 KP00014138 平凡社ライブラリー 4 199306 PDF ¥2,563 ‐ ¥3,844

樋口一葉の世界 9784582760040

川北稔 KP00014139 平凡社ライブラリー 8 199306 PDF ¥2,136 ‐ ¥3,204

洒落者たちのイギリス史 9784582760088

川勝義雄 KP00014140 平凡社ライブラリー 9 199306 PDF ¥3,080 ‐ ¥4,620

中国人の歴史意識 9784582760095

網野善彦 KP00014141 平凡社ライブラリー 10 199306 PDF ¥2,092 ‐ ¥3,138

異形の王権 9784582760101

永井明 KP00014142 平凡社ライブラリー 13 199306 EPUB(固定) ¥1,751 ‐ ¥2,626

ぼくが医者をやめた理由 9784582760132

野村修 KP00014143 平凡社ライブラリー 17 199308 PDF ¥2,860 ‐ ¥4,290

ベンヤミンの生涯 9784582760170

454

覆面、蓑笠、童形……〈バサラ〉の風を巻き起こす異類異形の者たち、密教を修する特異

な天皇後醍醐。南北朝＝大転換期に噴出した異形の意味と力をさぐる。解説＝鶴見俊

輔

455

「もう一度病室に入って、ちゃんと話をしろ。そうしなきゃだめだ」。十年で医者をやめた著者

が、医者と患者、生と死の現場を人間味豊かにつづる。解説＝徳永進

456

危機の時代にあって、歴史にあらがい、歴史を逆でした二十世紀屈指の批評家。その生と

死、その完結せざる生と死を、〈ここ－いま〉に呼び起こした評伝決定版。解説＝関曠野

451

作品の言葉を同時代の習俗や言葉の世界に解き放ち、そこから作品のなかに隠されている

コンテクストを掘り起こす――鮮やかに読みかえられる一葉とその作品世界。解説＝林淑

美

452

身分ではなく富が社会的地位の基準となったのは、いつ、どのようにしてなのか？　ファッション

という日常・具体的な視点から近代英国社会の全体像を浮き彫りにする。解説＝指昭博

453

哲学ではなく史学こそ中国における「諸学の学」である――司馬遷の歴史観ないし中国人

一般の歴史意識、道教と仏教、中世史に関する諸論考を集めた遺稿集。解説＝礪波護

448
アートの最前線で鍛えられた鑑賞眼と美意識、ビジネスセンスとは？　世界的オークション会

社クリスティーズで古今東西の一流作品と名コレクターに接してきた著者が指南する。

449

"信じる"ことから出発する創価学会と新しい社会を望む日本共産党が半世紀近く前に結

んだ「創共協定」。百戦錬磨の論客がその誕生の舞台裏をさぐる。

450

夢にも固有の歴史があった。夢をもう一つの現実として信じた「古代人」の、私たちとは異質

な文化と精神構造のなかに、「忘れていた今」を思い起こす独創的な精神史。解説＝市村

弘正

445

ルターに先んじたヤン・フスの宗教改革。帝国を解体し、民族・国家意識を誕生せしめ、近

代への扉を開いたその思想・歴史を佐藤優が明らかにする。

446

「秘蔵の洋犬」をめぐる薩摩島津家の20年戦争、くしゃみで鼻から絹糸を出し、恩返しする

犬の奇異な伝説、明治天皇に愛された狆（ちん）など、知られざる愛犬の歴史を明かす。

447
博物学者、鉱山技師、起業家、電気学者、戯作者、コピーライター、画家……。ダ・ヴィン

チとも並び称される先駆的な業績を残しながら殺人を犯し獄中で死を迎えた異才の実像。

好評配信中＜平凡社ライブラリー＞
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萱野茂 KP00014144 平凡社ライブラリー 20 199309 PDF ¥1,922 ‐ ¥2,884

アイヌの昔話 9784582760200

堀一郎 KP00014145 平凡社ライブラリー 22 199310 PDF ¥2,640 ‐ ¥3,960

聖と俗の葛藤 9784582760224

河合雅雄 KP00014146 平凡社ライブラリー 23 199310 PDF ¥2,563 ‐ ¥3,844

サルの目ヒトの目 9784582760231

良知力 KP00014147 平凡社ライブラリー 24 199310 PDF ¥2,640 ‐ ¥3,960

青きドナウの乱痴気 9784582760248

山本多助 KP00014148 平凡社ライブラリー 26 199311 PDF ¥1,878 ‐ ¥2,818

カムイ・ユーカラ 9784582760262

廣末保 KP00014149 平凡社ライブラリー 30 199311 PDF ¥2,563 ‐ ¥3,844

芭蕉 9784582760309

別役実 KP00014150 平凡社ライブラリー 31 199312 PDF ¥1,922 ‐ ¥2,884

けものづくし 9784582760316

笠松宏至 KP00014151 平凡社ライブラリー 32 199312 PDF ¥2,640 ‐ ¥3,960

法と言葉の中世史 9784582760323

日高敏隆【訳】 KP00014152 平凡社ライブラリー 43 199403 PDF ¥2,563 ‐ ¥3,844

人間についての寓話 9784582760439

北嶋美雪【訳】 KP00014153 平凡社ライブラリー 59 199406 PDF ¥2,349 ‐ ¥3,524

ギリシア詩文抄 9784582760590

網野善彦　阿部謹也 KP00014154 平凡社ライブラリー 66 199408 PDF ¥2,563 ‐ ¥3,844

対談　中世の再発見 9784582760668

小泉文夫 KP00014155 平凡社ライブラリー 71 199409 EPUB ¥2,640 ‐ ¥3,960

日本の音 9784582760712

466

ホメロス、サッポオからプラトン、アリストテレスまで、叙事詩、抒情詩から宇宙論、博物誌ま

で、古代ギリシア文明の詞華が一堂に会する、イデアとイメージの宝庫。解説＝中井久夫

467

日本と西欧の新しい中世史像を築き上げる二人の歴史家が語り合うとき、中世的世界の

なりたちと現在とを同時に見返す視角が鮮やかに浮かび上がる。解説＝大黒俊二

468

「日本音楽は世界のなかで孤立した特殊な音楽ではない……」。わらべうたから芸術音

楽、はたまた世界各地の音を訪ね求めた民族音楽学者が、日本の音の世界へと誘う。解

説＝中川真

463

「チーターはまちがった走り方をしている」（！？）。猫、犬、亀からライオン、いるか、きりん、

ユニコーンまで、動物学の謎を別役流に解き明かす〈怪論〉２５編。解説＝日高敏隆

464

一つの言葉、一片の法から、中世的世界の成り立ちをさぐる。人と人、人と「もの」、人と「も

の」と人との、現在のそれとは全く違う、独自な関係のあり方を描きだす。解説＝勝俣鎮夫

465

「人間はほかの動物より卓越した、崇高な存在である」。ヒトがえてして抱くそんな感覚・価

値観・「神話」を、動物行動学の第一人者が軽妙、時に痛烈に打ち砕く。解説＝岸田秀

460

つるはしを手にした労働者、銃をとる女たち……ウィーン４８年革命を、無名の民衆の血の

かよう歴史の現場としてあざやかに再現した、社会史の傑作。解説＝相良匡俊

461

ミソサザイの神、クマの神ほか、さまざまな神々が、知恵と勇気が報われる話、ひとりよがりが

懲らされる話、天と地の始まりの物語をうたう。アイヌ文化の結晶。解説＝藤村久和

462
発句と連句の二形式をもつ俳諧のあり方に、また旅と草庵というその生のかたちに、芭蕉

の、〈今〉を超えてつづける精神の方法を見る。著者最後の仕事。解説＝桑野隆

457

アイヌの人々の間で語り継がれた昔話二十話。悪い根性を懲らし、よい生活の作法を教え

る物語が、人間と自然と神とが自在に交流・共生する世界を告げる。解説＝千本英史

458

宗教史と新たに開拓した宗教民俗学の成果とを接合して、独自の学問世界を構築した堀

一郎、最晩年の著作。柳田民俗学やエリアーデとの出会いなど、学問遍歴も収録。解説

＝山本幸司

459

サル学の第一人者が、子どもと教育・家族・環境など、人類のかかえる諸問題に、時に樹上

に目を据え、あるいは大地に足を下ろし、鋭く切り込む快心のエッセイ集。解説＝安野光雅
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永井明 KP00014156 平凡社ライブラリー 75 199411 EPUB(固定) ¥1,751 ‐ ¥2,626

ぼくが医者をやめた理由　つづき 9784582760750

中村喜和【訳】 KP00014157 平凡社ライブラリー 76 199411 PDF ¥2,563 ‐ ¥3,844

ロシア英雄物語 9784582760767

ニコラウス・クザーヌス【著】山田桂三【訳】 KP00014158 平凡社ライブラリー 77 199411 PDF ¥2,989 ‐ ¥4,484

学識ある無知について 9784582760774

ウィリアム・モリス【著】中桐雅夫【訳】 KP00014159 平凡社ライブラリー 87 199502 PDF ¥3,203 ‐ ¥4,804

サンダリング・フラッド 9784582760873

斎藤眞 KP00014160 平凡社ライブラリー 89 199503 PDF ¥2,563 ‐ ¥3,844

アメリカとは何か 9784582760897

カレル・チャペック【著】飯島周【訳】 KP00014161 平凡社ライブラリー 90 199503 PDF ¥2,563 ‐ ¥3,844

いろいろな人たち 9784582760903

宮本常一　山本周五郎　揖西光速　山代巴【監修】 KP00014162 平凡社ライブラリー 95 199504 PDF ¥2,989 ‐ ¥4,484

日本残酷物語1 9784582760958

宮本常一　山本周五郎　揖西光速　山代巴【監修】 KP00014163 平凡社ライブラリー 99 199505 PDF ¥2,989 ‐ ¥4,484

日本残酷物語2 9784582760996

宮本常一　山本周五郎　揖西光速　山代巴【監修】 KP00014164 平凡社ライブラリー 104 199506 PDF ¥3,203 ‐ ¥4,804

日本残酷物語3 9784582761047

宮本常一　山本周五郎　揖西光速　山代巴【監修】 KP00014165 平凡社ライブラリー 108 199507 PDF ¥2,989 ‐ ¥4,484

日本残酷物語4 9784582761085

宮本常一　山本周五郎　揖西光速　山代巴【監修】 KP00014166 平凡社ライブラリー 112 199508 PDF ¥2,989 ‐ ¥4,484

日本残酷物語5 9784582761122

オウィディウス【著】　樋口勝彦【訳】 KP00014167 平凡社ライブラリー 97 199505 EPUB(固定) ¥1,878 ‐ ¥2,818

恋の技法 9784582760972

478

明治維新とそれに続く近代化の激変に翻弄される人々。「血税」に恐怖し、入会地を失

い、ラシャメンに身売りし共同体の崩壊により流離の境涯に落ちる巨大な群。解説＝塚本

学

479

急激な「近代化」は、その真っ只中に巨大な暗黒を抱えて進んだ。都市のスラム、使い捨て

の女工たち、タコ部屋や坑内の過重労働、・私刑・死…その暗黒を生きた人々、忘れられ

た私たちの隣人の多様な生。解説＝成田龍一

480

「誰かもし愛するすべを知らない者があれば、これなる詩を読むがいい」。名著『変身物語』

の作者が「恋の師匠」として世のすべての人に伝授する恋の手管。解説＝沓掛良彦

475

日常的な飢え、物乞いや掠奪の生涯、虐げられる女や老人――ついこの間まで貧しさの

底を生き継いできた日本人の様々な肖像。忘れている昨日の私たち。解説＝大月隆寛

476

離島、マタギ・木地屋などの住みなす山間の地、「新天地」北海道など、かつて粗かった交

通・通信の網の目をこぼれ落ちた地域が、列島中に散在していた。そこには、過酷な自然を

相手に黙々と闘う人々の暮らしがあった。解説＝久田恵

477

外に向かう自由なエネルギーを封じられ、抑圧と束縛の中を生きた人々、禁教下のキリシタ

ン、漂流民、流刑者、また身分制の重石を一身に受けた者ら、そしてその苦闘は、近代の

幕開きとともに終わったのではなかった。解説＝師岡佑行

472

かつて川の両岸で逢瀬を重ねた恋人との再会を求め、民衆のために戦いながら遍歴する勇

士オズバーン。北欧文学の影響を受け、モリスが死の床で書きあげた騎士物語。

473

独立革命、デモクラシー、膨脹主義など、現代にまで至る多様なテーマの分析を通じて、ア

メリカの歴史的全体像を解き明かす。アメリカ理解のための基本図書。解説＝古矢旬

474
「人間と犬」「洋服屋で」「鼻かぜ」――身近な出来事をもとに、温かく、優しく、時に厳しい

まなざしでもって、愛すべき人たちを描いた珠玉のエッセイ集。オリジナル版。解説＝飯島周

469

「ドクター、もういいんだよ」―あのとき、ぼくは、何と答えればよかったのだろう。ふたたび問う、

医者とは、医療とは。 老人医療や延命治療、生きる権利と死ぬ権利、からだとこころの関係

は？？？「立派な医者」になりきれない「ぼく」が、病気と人間と病院のはざまで、まだまだ悩

む。解説＝大森一樹

470

強きをくじき弱きを助け、義侠心あふれるイリヤー・ムーロメツらが大活躍―これは、ロシア民

衆の間に中世の昔から語り継がれてきた勇士たちの物語。素朴で健康な倫理感に満ちたロ

シア英雄叙事詩《ブィリーナ》の世界。

471

ブルーノ、パスカル、ライプニッツ、ヘーゲルらの思考を準備したルネサンス普遍人の主著。形

而上学、神学、自然学の知を総動員して展開される神論、宇宙論、キリスト論。解説＝

八巻和彦
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三浦國雄 KP00014168 平凡社ライブラリー 105 199507 PDF ¥3,080 ‐ ¥4,620

風水　中国人のトポス 9784582761054

前嶋信次 KP00014169 平凡社ライブラリー 113 199509 PDF ¥1,922 ‐ ¥2,884

アラビアン・ナイトの世界 9784582761139

星川淳 KP00014170 平凡社ライブラリー 114 199509 EPUB(固定) ¥2,563 ‐ ¥3,844

地球生活 9784582761146

増川宏一 KP00014171 平凡社ライブラリー 119 199510 EPUB(固定) ¥2,092 ‐ ¥3,138

碁打ち・将棋指しの誕生 9784582761191

伊藤比呂美　上野千鶴子 KP00014172 平凡社ライブラリー 121 199511 EPUB(固定) ¥1,282 ‐ ¥1,923

のろとさにわ 9784582761214

Ｊ.Ａ.コメニウス【著】 井ノ口淳三【訳】 KP00014173 平凡社ライブラリー 129 199512 EPUB(固定) ¥3,080 ‐ ¥4,620

世界図絵 9784582761290

冠松次郎 KP00014174 平凡社ライブラリー 145 199605 PDF ¥3,300 ‐ ¥4,950

黒部渓谷 9784582761450

フランツ・カフカ【著】　吉田仙太郎【訳】 KP00014175 平凡社ライブラリー 149 199606 PDF ¥2,563 ‐ ¥3,844

夢・アフォリズム・詩 9784582761498

網野善彦 KP00014176 平凡社ライブラリー 150 199606 EPUB ¥2,563 ‐ ¥3,844

無縁・公界・楽　増補 9784582761504

春山行夫 KP00014177 平凡社ライブラリー 154 199607 EPUB(固定) ¥2,563 ‐ ¥3,844

花ことば　上1 9784582761542

春山行夫 KP00014178 平凡社ライブラリー 157 199608 EPUB(固定) ¥2,563 ‐ ¥3,844

花ことば　下2 9784582761573

カレル・チャペック【著】　飯島周【訳】 KP00014179 平凡社ライブラリー 159 199608 EPUB(固定) ¥2,136 ‐ ¥3,204

未来からの手紙 9784582761597

490

３００種にのぼる花々について、単なる花ことばの紹介にとどまらず、花にまつわるエピソード

とその象徴的な意味をさぐる。生活に役立つ〈花ことば集〉決定版。

491

情熱、愛、悲しみ……人は花に様々な寓意や象徴を見出し、花に託してメッセージとしてき

た。膨大な資料をもとにそれを読み解き、読者を言葉の花園へと誘う。解説＝熊井明子

492

チャペック待望のエッセイ集第２弾！　世界各国の未来を旅し、その様子を報告した表題

作をはじめ、ポルノグラフィーについてのエッセイなど、面白いこと請け合い。解説＝飯島周

487

谷のどん底に青く光る淵に魅せられ、山の生涯の大半をその紹介に費やした「黒部の父」

が、手で巌をひっかき、そして綴った、大正期の秘境黒部核心部の記録。解説＝水野勉

488

カフカが生涯書き続けた日記、手紙、手稿の中から、夢のメモ、箴言、詩を精選。人間カフ

カの凝縮された言葉の数々が、鋭利な刃物のように読者の日常を脅かす。解説＝梁石日

489

近代から古代まで遡り、駆込寺や楽市など多様な領域に、人間の本源的自由に淵源する

無縁の原理の展開をよみとる。日本歴史学の流れを捉え換えた画期的名著。解説＝笠

松宏至

484

碁を打ち、将棋を指すことを生業とする人々、彼らはいつどのように生まれたのか。室町―江

戸初期の公家の日記などを駆使して、本因坊や名人たちの誕生をあとづける。解説＝今

泉淑夫

485

詩人・伊藤比呂美と社会学者・上野千鶴子による往復書簡ならぬ〈詩〉と〈散文〉の交換

＝交歓。欲望・娘・排泄などのテーマのもと、二つのコトバがからみあう。解説＝石牟礼道子

486

世界ではじめて出版された絵本・絵入りの教科書。教授学と汎知学という二大思想をもと

に、自然と文化についての基本的な知識を視覚的に楽しく解説する古典。解説＝高山宏

481

身体と宇宙のアナロジカルな対比、そして大地を一つの巨大な生命体とみなす風水の思想

――トポス（場所）という視点から、中国人の精緻な世界観の深奥に迫る。解説＝吉川

忠夫

482

壮大な物語集『アラビアン・ナイト』の世界を、東西の諸文明にその源流を辿りながらわかり

やすく紹介。めくるめく物語へと読者を誘う、楽しい入門書。解説＝杉田英明

483

水と森の島・屋久島でオルターナティヴな思考と暮らしを実践しながら、地球に肌をすり寄せ

て生きる、その心地よさと大切さを発信しつづける。解説＝佐藤良明
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曹雪芹【著】　伊藤漱平【訳】 KP00014180 平凡社ライブラリー 162 199609 PDF ¥3,080 ‐ ¥4,620

紅楼夢1 9784582761627

曹雪芹【著】　伊藤漱平【訳】 KP00014181 平凡社ライブラリー 167 199610 PDF ¥3,080 ‐ ¥4,620

紅楼夢2 9784582761672

曹雪芹【著】　伊藤漱平【訳】 KP00014182 平凡社ライブラリー 173 199611 PDF ¥3,080 ‐ ¥4,620

紅楼夢3 9784582761733

曹雪芹【著】　伊藤漱平【訳】 KP00014183 平凡社ライブラリー 177 199612 PDF ¥3,080 ‐ ¥4,620

紅楼夢4 9784582761771

曹雪芹【著】　伊藤漱平【訳】 KP00014184 平凡社ライブラリー 182 199701 PDF ¥3,080 ‐ ¥4,620

紅楼夢5 9784582761825

曹雪芹【著】　伊藤漱平【訳】 KP00014185 平凡社ライブラリー 182 199702 PDF ¥3,080 ‐ ¥4,620

紅楼夢6 9784582761863

曹雪芹【著】　伊藤漱平【訳】 KP00014186 平凡社ライブラリー 191 199703 PDF ¥3,080 ‐ ¥4,620

紅楼夢7 9784582761917

曹雪芹【著】　伊藤漱平【訳】 KP00014187 平凡社ライブラリー 195 199704 PDF ¥3,080 ‐ ¥4,620

紅楼夢8 9784582761955

高蘭墅【補作】　伊藤漱平【訳】 KP00014188 平凡社ライブラリー 208 199707 PDF ¥3,080 ‐ ¥4,620

紅楼夢9 9784582762082

高蘭墅【補作】　伊藤漱平【訳】 KP00014189 平凡社ライブラリー 213 199708 PDF ¥3,080 ‐ ¥4,620

紅楼夢10 9784582762136

高蘭墅【補作】　伊藤漱平【訳】 KP00014190 平凡社ライブラリー 216 199709 PDF ¥3,080 ‐ ¥4,620

紅楼夢11 9784582762167

高蘭墅【補作】　伊藤漱平【訳】 KP00014191 平凡社ライブラリー 220 199711 PDF ¥3,080 ‐ ¥4,620

紅楼夢12 9784582762204

500

妬み嫉み、誹謗や中傷。主人たちの不仲は一層深まり 、侍女たちは痴態に明け暮れ、使

用人たちは賭博と酒と喧嘩三昧。大観園は頽廃の色が濃くなっていく。全１２巻。

501

原作者・曹雪芹の後を承け、この第９冊以降は高蘭墅の手になる。第８冊巻末の解説

に続き、本巻末にも訳者多年の研究の結実として懇切な解説を付す。全１２冊。

502

世界の古典文学の中で最もロマンチックであり、リアリスティックであると評される紅楼夢。終

局に向けて一気に展開していく終盤の妙。既刊取りそろえの好機到来！　全12巻。

503

曹雪芹のあとをうけた高蘭墅の筆も冴えをみせる。大観園はさびれ、物語は一挙に終局へ

と向かう。決定版ともいうべき渾身の改訳。全１２巻。

504

496

大観園に結成された海棠詩社。賈宝玉をはじめ、林黛玉、薛宝釵らが才を競い、美しい

園に遊ぶ。笑いさんざめくその姿に、栄華の終わりを予感するのは難しい。全１２巻。

497

賈家が迎えた美しい客人たち。薜宝琴、李紋、李綺、　岫烟――。大観園に滞在すること

になった彼らも加えて、宝玉たちの詩社はますます華やかに、賑やかになった。全１２巻。

498

王夫人は家政を李 、探春、宝釵の三人に委託する。探春はその敏腕を発揮して長年の

弊害を一掃し、経済の立て直しを計る。物語は中盤にさしかかり、いよいよ佳境に入る。全

１２巻。

493

口中に玉をふくんで生まれた貴公子と美女たちが織りなす、妖しくも華やかな恋物語。数多

の「紅迷」を生んだ世界文学史上の傑作、第一人者による改訳・決定版。全１２巻。

494

栄華の絶頂にある賈氏一族。宝玉の姉元春は宮廷で貴妃となり、巨費を投じた別邸、大

観園が完成する。漂う死の予感とともに、恋の物語はいよいよ華やかに、妖しく展開する。

全１２巻。

495

元春の里帰りの後、姉妹たちとともに大観園に住まい、ますます気ままな生活を送る賈宝玉

だが、黛玉への想いは空回りし、その胸中は晴れない。傑作長編の改訳決定版。

499

男と女の欲望と利害が絡み合い、時には華々しく、時には凄惨にさえ繰り広げられる色模

様と人間模様。壮大な構想のもと、ドラマは急ピッチで盛り上がりを見せていく――。全１

２巻。

大河ロマン小説の原点ともいうべき大長編全12巻、遂に完結。本書の訳書として現在求

めうる最新決定版。古今東西の『紅楼夢』の評価を一望する、最新成果を盛り込んだ解

説付き。
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マルティン・ハイデッガー【著】 KP00014192 平凡社ライブラリー 179 199701 PDF ¥3,416 ‐ ¥5,124

ニーチェ1 9784582761795

マルティン・ハイデッガー【著】 KP00014193 平凡社ライブラリー 184 199702 PDF ¥3,416 ‐ ¥5,124

ニーチェ2 9784582761849

アイザック・ウォルトン【著】　飯田操【訳】 KP00014194 平凡社ライブラリー 180 199701 PDF ¥3,080 ‐ ¥4,620

完訳　釣魚大全1 9784582761801

出川直樹 KP00014195 平凡社ライブラリー 185 199702 PDF ¥2,776 ‐ ¥4,164

人間復興の工芸 9784582761856

井上太郎 KP00014196 平凡社ライブラリー 188 199703 EPUB(固定) ¥2,136 ‐ ¥3,204

モーツァルト　いき・エロス・秘儀 9784582761887

Ｇ．Ｗ．Ｆ．ヘーゲル【著】　樫山欽四郎【訳】 KP00014197 平凡社ライブラリー 200 199706 PDF ¥3,344 ‐ ¥5,016

精神現象学上 9784582762006

Ｇ．Ｗ．Ｆ．ヘーゲル【著】　樫山欽四郎【訳】 KP00014198 平凡社ライブラリー 206 199707 PDF ¥3,344 ‐ ¥5,016

精神現象学下 9784582762068

川崎寿彦 KP00014199 平凡社ライブラリー 202 199706 PDF ¥2,640 ‐ ¥3,960

森のイングランド 9784582762020

松方三郎 KP00014200 平凡社ライブラリー 203 199706 PDF ¥2,200 ‐ ¥3,300

アルプス記 9784582762037

イザベラ・バード【著】　小野崎晶裕【訳】 KP00014201 平凡社ライブラリー 204 199706 PDF ¥2,420 ‐ ¥3,630

ロッキー山脈踏破行 9784582762044

別役実 KP00014202 平凡社ライブラリー 237 199803 EPUB(固定) ¥1,848 ‐ ¥2,772

鳥づくし 9784582762372

反町茂雄 KP00014203 平凡社ライブラリー 244 199805 EPUB(固定) ¥2,860 ‐ ¥4,290

一古書肆の思い出1 9784582762440

505

〈最後の哲学者〉ハイデッガーが〈最後の刑而上学者〉ニーチェと対決する！　著者積年の

思想が縦横に繰り広げられる第二の主著の定評ある翻訳。全２巻。解説＝木田元、 細

谷貞雄【監訳】杉田泰一輪田稔【訳】

506

重要講義の第２弾。「認識としての力への意志」、「ヨーロッパのニヒリズム」ほかを収録。読

解はいよいよ精密、主題はいっそう重い。定評ある翻訳、全２冊完結。細谷貞雄【監訳】

加藤登之男船橋宏【訳】

507

初版発行から三百年、時を超えて読み継がれてきた、釣りの楽しみと人生の悦楽を説く釣

り師の聖典。第五版のオリジナル版（著者最終改訂版）による本邦初の完訳版。美しい

挿画多数。

508

日本の美術工芸運動の中で最もめざましい活動をしてきた柳宗悦の民芸運動。彼の民芸

理論に初めて根本的かつ体系的な見直しを試み、全く新しい視点から「民芸」の将来を見

通す。

509

モーツァルトの魅力を語って右に出る者とてない著者による秀逸なエッセイ集。「モーツァルト

の〈いき〉の構造」ほかを収録。日欧同時代年表を付す増補決定版。解説＝高橋英夫

510

ヘーゲルの主著（１８０７年刊行）の原文の構造に沿って完訳。意識が感覚という最も

低い段階から経験を経て自己意識に、さらに理性から《絶対知》に到達する過程を描く大

著の上巻。

511

１８０７年刊行のヘーゲルの主著。意識が感覚という最も低い段階から経験を経て自己

意識に、さらに理性から《絶対知》に到達する過程を描く大著の下巻。定評ある翻訳の改

訳補訂版。

512

ロビン・フッドら森のアウトローをうたった中世のバラッド、シェイクスピア、ワーズワース、Ｄ．

Ｈ．ロレンス……古今の文学・伝承からみた、森と〈想像の森〉の歴史。解説＝池内紀。

513

山と本をこよなく愛した国際的ジャーナリストだった著者。若き日のスイス・アルプスを中心とし

た回想的紀行を、豊かなみずみずしい感性で描く処女随想集。解説＝水野勉。

514

時は１８７３年、アメリカはロッキー山脈を歩いたイギリス女性が妹に書き送った一大旅行

記。古きよき時代のアメリカの雄大な自然と開拓者たちの魂を活写。全女性必読の名著。

515

ヨタカ算を知っているか？ ウミネコのヒゲとは？ 真のバード・ウォッチングは鳥に 〈見られる〉 こ

とにある……目からウロコの、おなじみ別役 《づくし》 ものの決定版。解説＝渡辺正隆

516

昭和大恐慌のさなか、東大卒業式の３日後に住込み小僧として古書業界に飛びこんだ著

者の修業時代。その５年半の奮闘ぶりを豊富なデータと平明な文章で綴る。



著者 Product　ID シリーズ名
底本刊行

年月
フォーマット

同時

アクセス1

本体価

同時

アクセス2

本体価

同時

アクセス3

本体価

書名 ISBN

NO

内容紹介

反町茂雄 KP00014204 平凡社ライブラリー 255 199807 EPUB(固定) ¥2,860 ‐ ¥4,290

一古書肆の思い出2 9784582762556

反町茂雄 KP00014205 平凡社ライブラリー 263 199809 EPUB(固定) ¥2,860 ‐ ¥4,290

一古書肆の思い出3 9784582762631

反町茂雄 KP00014206 平凡社ライブラリー 271 199811 EPUB(固定) ¥3,300 ‐ ¥4,950

一古書肆の思い出4 9784582762716

反町茂雄 KP00014207 平凡社ライブラリー 277 199901 EPUB(固定) ¥3,300 ‐ ¥4,950

一古書肆の思い出5 9784582762778

伊波普猷 KP00014208 平凡社ライブラリー 252 199807 PDF ¥2,420 ‐ ¥3,630

沖縄歴史物語 9784582762525

梁石日 KP00014209 平凡社ライブラリー 275 199901 EPUB(固定) ¥2,640 ‐ ¥3,960

アジア的身体 9784582762754

高田宏 KP00014210 平凡社ライブラリー 280 199902 PDF ¥2,200 ‐ ¥3,300

子供誌 9784582762808

内山節 KP00014211 平凡社ライブラリー 294 199906 PDF ¥2,200 ‐ ¥3,300

哲学の冒険 9784582762945

畦地梅太郎 KP00014212 平凡社ライブラリー 313 199912 PDF ¥2,200 ‐ ¥3,300

山の眼玉 9784582763133

オスカー・ワイルドほか【著】　大橋洋一【訳】 KP00014213 平凡社ライブラリー 315 199912 EPUB ¥3,080 ‐ ¥4,620

ゲイ短編小説集 9784582763157

荒俣宏　篠遠喜彦 KP00014214 平凡社ライブラリー 316 200001 EPUB ¥2,860 ‐ ¥4,290

楽園考古学＋

南海文明グランドクルーズ
9784582763164

竹内照夫 KP00014215 平凡社ライブラリー 320 200001 EPUB ¥3,080 ‐ ¥4,620

四書五経入門 9784582763201

517

昭和７年、著者は東京・本郷に古典籍専門の古書肆弘文荘を開業。一頭地を抜く販売

目録を携え、戦争前夜から敗戦に至る暗い時代に、埋もれた古典籍を求めて全国を奔走

する。全５巻。

518

敗戦直後の大混乱期に没落の一途をたどった貴族や資産家や学者たちは生活の資を得

るために稀本の数々を投げ売ることになる。市場に溢れかえった古文化財の流転を克明に

描く（全4巻）。

519

舞台は昭和20年代後半から30年代。著者90年の生涯で最も華々しく輝いた時代の記

録。全力全資力を投じての蒐集と頒布に奔走する様は小説にも優る感動を呼ぶ。

520

古典籍商として円熟期に入った昭和27～28年の回想。仕入の要諦や頒価の規準などを

大公開。死の直前まで執筆を続け、ついに未完に終わった自伝完結篇。解説＝紀田順一

郎

521

沖縄学の父と呼ばれた伊波普猷が、敗戦後米軍施政下に転落した沖縄にあって、その一

千年の苦難の歴史を描きあげ絶筆となった標題作をはじめ、伊波独自の沖縄歴史論を集

める。

522

在日朝鮮人文学、日本文化の閉鎖性、差別と身体等々のテーマを、アジアや第三世界の

視座から捉えたエッセイ集。著者の文学世界をより深く理解するための一冊。解説＝馳星

周

523

おとなは、だれも、はじめは子どもだった──。自分とは何者であるのかのルーツを辿るため、

古今東西の文芸作品や自らの体験をひもときながら綴った珠玉の人間論。解説＝森まゆ

み

524

僕の少年時代にこんな本があればよかった、と思えるような本を書きたかった、と著者は語

る。少年や青年たちが抱く、愛や性、仕事や幸福、そして生き方を哲学を通して考える。解

説＝栗原彬

525

山を愛し、自然と生きとし生けるものの喜びを謳い上げた版画家畦地梅太郎。独自の飄逸

な山男の画像を創出し、石鎚山など多くの山々を描いた定評ある画文集。解説＝大谷一

良

526

ワイルド、ロレンス、フォースターら、近代英米文学の巨匠たちの「ゲイ小説」が一堂に会して

登場。大作家の「読み直し」として、またゲイ文学の「古典」としても必読の書。これぞゲイ・

キャノン。

527

熱帯考古学のパイオニアが、荒俣宏を相手に、ハワイ・ポリネシアという「楽園」の過去から現

在までを語り尽くした対談集。探険史や考古学の図版満載、見て読んで楽しい南太平洋

案内。解説＝片山一道

528

儒教の主要文献である『論語』『孟子』『易経』『春秋』など、いわゆる四書五経に対する正

当な評価と、これらの古典を生み出した心と生活態度を解明した好著。
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マルコ・ポーロ【著】　愛后松男【訳】 KP00014216 平凡社ライブラリー 326 200002 EPUB ¥2,860 ‐ ¥4,290

東方見聞録 【完訳】1 9784582763263

マルコ・ポーロ【著】　愛后松男【訳】 KP00014217 平凡社ライブラリー 327 200002 EPUB ¥2,860 ‐ ¥4,290

東方見聞録 【完訳】2 9784582763270

吉野裕【編】 KP00014218 平凡社ライブラリー 328 200002 EPUB ¥3,300 ‐ ¥4,950

風土記 9784582763287

イザベラ・バード【著】　高梨健吉【訳】 KP00014219 平凡社ライブラリー 329 200002 EPUB ¥3,300 ‐ ¥4,950

日本奥地紀行 9784582763294

勝部真長 KP00014220 平凡社ライブラリー 333 200003 PDF ¥2,200 ‐ ¥3,300

夢酔独言　他 9784582763331

ロバート・グレーヴズ【著】　小野忍【訳】 KP00014221 平凡社ライブラリー 334 200003 EPUB ¥2,860 ‐ ¥4,290

アラビアのロレンス 9784582763348

菅江真澄【著】 KP00014222 平凡社ライブラリー 335 200004 EPUB(固定) ¥2,860 ‐ ¥4,290

菅江真澄遊覧記1 9784582763355

菅江真澄【著】 KP00014223 平凡社ライブラリー 341 200005 EPUB(固定) ¥2,640 ‐ ¥3,960

菅江真澄遊覧記2 9784582763416

菅江真澄【著】 KP00014224 平凡社ライブラリー 345 200006 EPUB(固定) ¥3,300 ‐ ¥4,950

菅江真澄遊覧記3 9784582763454

菅江真澄【著】 KP00014225 平凡社ライブラリー 351 200007 EPUB(固定) ¥3,080 ‐ ¥4,620

菅江真澄遊覧記4 9784582763515

菅江真澄【訳】 KP00014226 平凡社ライブラリー 356 200008 EPUB(固定) ¥3,080 ‐ ¥4,620

菅江真澄遊覧記5 9784582763560

根岸鎮衛【著】　鈴木棠三【編】 KP00014227 平凡社ライブラリー 340 200005 EPUB ¥3,300 ‐ ¥4,950

耳袋1 9784582763409

529

弱冠15歳で故郷ヴェネチアを出発し、四半世紀を東方で過ごしたマルコ・ポーロによる不朽

の名作の完訳版、ライブラリー版で登場（全2巻）。

530

弱冠15歳で故郷ヴェネチアを出発し、四半世紀を東方で過ごしたマルコ・ポーロによる不朽

の名作の完訳版、ライブラリー版で登場（全2巻）。

531

王土のすべてを一望のもとに見渡して祝福しようと撰進された『風土記』は、王者の儀礼で

ある国見の伝統のなかで継承され開花した。生活共同体の神話とつながった説話の宝庫。

532

日本の真の姿を求めて奥地を旅した英国女性の克明な記録。明治初期の日本を紹介し

た旅行記の名作、いよいよライブラリー版で登場！

533

東洋文庫で長年好評の書。勝海舟の父であり、江戸有数の剣客にして不良旗本、刀剣

ブローカーにして吉原の顔役でもあったアウトローが後生子孫への戒めとして書いた異色の自

伝。

534

東洋文庫でロングセラーのHL化第9弾。考古学者ロレンスが第一次大戦に従軍を志願

し、アラブ軍に配属され、〈アラビアのロレンス〉になっていく過程を活写する。

535

30歳で故郷三河を出発、東北・北海道までをたどる紀行文学の名著第1巻。常民の生

活と民俗を記録した古典が東洋文庫からライブラリーへ。以後毎月刊行。（全5巻）内田

武志　宮本常一【編訳】

536

真澄の旅、本巻では岩手、青森から北海道へ。その観察眼はますます冴え、自然・暮らし・

習俗を克明に描いていく。第1巻、大好評発売中！内田武志　宮本常一【編訳】

537

真澄が4年間住んだ松前から下北、津軽半島をめぐる9年間の旅の記録。津軽で日記を

押収された真澄はこれを転機に、みちのくに踏みとどまることを決意する。内田武志　宮本

常一【編訳】

538

真澄、48歳から56歳ごろまでの著作を収録。記述のスタイルは実証型から回想型に、行

動パターンもより慎重に。藩の目を警戒した真澄の、記録者としての苦労がにじむ。内田武

志　宮本常一【編訳】

539

全5巻、いよいよ完結！　男鹿の旅を中心とした日記を収録。真澄の業績の集大成として

白眉。巻末に詳細な解説とともに著作目録を付す。内田武志　宮本常一【編訳】

540

江戸後期に佐渡奉行から南町奉行を歴任した著者が見聞きし書きとめた随筆集。狐狸

妖怪譚あり、庶民の悲喜劇あり、現代人に通じる不思議な話大好きの江戸人の姿が浮か

び出る。
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根岸鎮衛【著】　鈴木棠三【編】 KP00014228 平凡社ライブラリー 346 200006 EPUB ¥3,300 ‐ ¥4,950

耳袋2 9784582763461

嵐山光三郎 KP00014229 平凡社ライブラリー 359 200009 EPUB(固定) ¥1,980 ‐ ¥2,970

ごはん通 9784582763591

岡倉天心 KP00014230 平凡社ライブラリー 377 200101 PDF ¥2,860 ‐ ¥4,290

日本美術史 9784582763775

アントニオ・グラムシ【著】　片桐薫【編訳】 KP00014231 平凡社ライブラリー 392 200104 EPUB(固定) ¥2,860 ‐ ¥4,290

グラムシ・セレクション 9784582763928

菅野昭正 KP00014232 平凡社ライブラリー 394 200105 PDF ¥3,520 ‐ ¥5,280

詩学創造 9784582763942

加藤典洋 KP00014233 平凡社ライブラリー 395 200106 PDF ¥2,860 ‐ ¥4,290

「天皇崩御」の図像学 9784582763959

カール・バルト【著】 KP00014234 平凡社ライブラリー 396 200106 EPUB ¥3,520 ‐ ¥5,280

ローマ書講解 9784582763966

高田宏 KP00014235 平凡社ライブラリー 414 200111 PDF ¥2,200 ‐ ¥3,300

猪谷六合雄 9784582764147

折原修三 KP00014236 平凡社ライブラリー 417 200112 PDF ¥2,640 ‐ ¥3,960

辻まこと・父親辻潤 9784582764178

ジョン・Ｗ．ダワー【著】 KP00014237 平凡社ライブラリー 419 200112 EPUB ¥3,520 ‐ ¥5,280

容赦なき戦争 9784582764192

柄谷行人 KP00014238 平凡社ライブラリー 471 200306 EPUB ¥1,848 ‐ ¥2,772

倫理21 9784582764710

ホメーロス【著】　呉茂一【訳】 KP00014239 平凡社ライブラリー 473 200307 EPUB(固定) ¥3,960 ‐ ¥5,940

イーリアス　上 9784582764734

541

江戸後期に佐渡奉行から南町奉行を歴任した著者が見聞きし書きとめた随筆集。狐狸

妖怪譚あり庶民の悲喜劇あり、不思議な話大好きの江戸人の姿が浮かび出る。解説＝

氏家幹人

542

ごはんは力のミナモトである──著者は誰よりもごはんを愛する「日本ごはん党」党首。おむ

すび、雑炊、すし、味つけごはんetc.と、ごはんの美味さと素晴らしさを説く情熱の書。

543

『茶の本』の著者・岡倉天心が、東京美術学校でおこなった日本で最初の本格的な美術

史講義など3篇を収録。美術史・歴史叙述の再検討が叫ばれるなか、必読のテキストであ

る。

544

現代思想に今なお新鮮な刺激を与えつづけるA.グラムシの『獄中ノート』や手紙などのテキ

ストを、主題別に再編成し、その全貌をわかりやすく示す画期的新編集。解説＝吉見俊

哉

545

日本近代詩人中、白秋・朔太郎・達治・静雄・順三郎の5人の詩を採り上げ、近代詩の

創造と詩の営みにおける詩学の生成過程を、透徹した読みによって論じた画期的著作。解

説＝樋口覚

546

『敗戦後論』『日本の無思想』の評論家が、昭和から平成への転換点に立って何を思考し

たか。天皇制をはじめ「日本人」を呪縛する根源的問題に、粘り強くにじり寄る批評集。解

説＝橋爪大三郎

547

現代のキリスト神学に革命をもたらしたカール・バルトの代表作。神と人間の断絶を唱え、逆

説的に信仰の絶対性を回復させ、現代思想に多大な影響を与えた名著の改訳版。解説

＝富岡幸一郎、岩波哲男　小川圭治【訳】

548

貧乏を恐れず、自らの創意で朗らかに生きた猪谷六合雄には、現代人が失った人間の原

型が見てとれる。雪とともに生きたスケールの大きな人間を描いた傑作評伝。解説＝鶴見

俊輔

549

山と旅を友とし、絵と詩文に遊んだ辻まことは、一面で中国の戦争体験を生涯心の中に持

ち続けた人間であった。父親辻潤との対比で鋭く描き出した異色の辻まこと伝。解説＝天

野正子

550

日米ともに人種に対する偏見と差別をつのらせて戦われた太平洋戦争。その実態と歴史的

背景を克明に追った大著。『敗北を抱きしめて』の前著として必読。「9月11日」以後につい

ての緊急寄稿を付す。斎藤元一【訳】猿谷要【監修】

551

子供の犯罪は親の責任なのか？　戦争責任とは？　そして、未来に対するわれわれの責

任とは？　生活の中の具体的な問題を徹底的に問うことによって、新しい思想を構想する。

552

最大の古典を極上の日本語で。詩聖ホメーロスの最高傑作が稀代の名訳で甦った。流麗

にして闊達な超絶翻訳の妙を、心ゆくまで味わってほしい。全2巻。上巻には第12書までと

解題を付ける。
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ホメーロス【著】　呉茂一【訳】 KP00014240 平凡社ライブラリー 476 200308 EPUB(固定) ¥3,960 ‐ ¥5,940

イーリアス　下 9784582764765

Ｃ．ダグラス・ラミス KP00014241 平凡社ライブラリー 513 200409 EPUB ¥1,980 ‐ ¥2,970

経済成長がなければ

私たちは豊かに

なれないのだろうか

9784582765137

天野郁夫 KP00014242 平凡社ライブラリー 526 200501 PDF ¥3,080 ‐ ¥4,620

学歴の社会史 9784582765267

ポール・ヴァレリー【著】 KP00014243 平凡社ライブラリー 528 200502 PDF ¥2,640 ‐ ¥3,960

ヴァレリー・セレクション　上 9784582765281

ポール・ヴァレリー【著】 KP00014244 平凡社ライブラリー 535 200504 PDF ¥2,640 ‐ ¥3,960

ヴァレリー・セレクション　下 9784582765359

カレル・チャペック【著】　飯島周【編訳】 KP00014245 平凡社ライブラリー 538 200505 PDF ¥2,420 ‐ ¥3,630

こまった人たち 9784582765380

池田光男　芦澤昌子 KP00014246 平凡社ライブラリー 546 200508 PDF ¥2,860 ‐ ¥4,290

どうして色は見えるのか 9784582765465

細野晴臣　北中正和【編】 KP00014247 平凡社ライブラリー 550 200509 EPUB ¥3,080 ‐ ¥4,620

細野晴臣インタビュー

THE ENDLESS TALKING
9784582765502

フリードリヒ・W・ニーチェ【著】 KP00014248 平凡社ライブラリー 551 200509 EPUB ¥2,860 ‐ ¥4,290

ニーチェ・セレクション 9784582765519

渡辺京二 KP00014249 平凡社ライブラリー 552 200509 EPUB ¥4,180 ‐ ¥6,270

逝きし世の面影 9784582765526

アントワーヌ・ド・サン＝テグジュペリ【著】 KP00014250 平凡社ライブラリー 562 200601 PDF ¥2,090 ‐ ¥3,135

星の王子さま 9784582765625

ヤコブス・デ・ウォラギネ【著】 KP00014251 平凡社ライブラリー 574 200605 EPUB(固定) ¥4,180 ‐ ¥6,270

黄金伝説1 9784582765748

553

雅俗渾然・闊達自在。名作の名訳、いよいよ佳境へ。第13書から第24書までを収録。ヘ

クトールの進撃、アキレウスの出陣など山場が続く。呉茂一年譜を付す。全2巻完結。解説

＝沓掛良彦

554

国際貢献という「リアルポリティクス」の大義名分のうちに、戦争ができる国へと変貌を遂げる

日本。反「経済成長」という視点から、私たちのおかれた現実を批判的に検証する。解説

＝辻信一

555

いつの世も物議を醸す「学歴」は、明治政府の教育方針によって誕生した。しかるに世の

人々は、それをどう受け止めてきたのか。近代国家と教育の微妙な関係を探る一冊。解説

＝竹内洋

556

思想・文学・芸術・批評――20世紀を代表する知性の広い範囲にわたる仕事を精選、す

べて新訳でおくる。上巻は、「方法的制覇」「精神の危機」など1930年までに発表した10

篇を収録。東宏治　松田浩則【編訳】

557

思想・文学・芸術・批評――20世紀を代表する知性の広い範囲にわたる仕事を精選、す

べて読みやすい新訳でおくる。下巻は、「デカルト」ほか1930年から45年までに発表した12

篇。東宏治　松田浩則【編訳】

558

ひょんなことで平穏な日常が一変してしまう人間社会の不条理を、ユーモアと鋭い批評眼で

綴る傑作集。スペイン市民戦争や歴史上の侵略者を皮肉る寓話は、世界中の指導者必

読！

559

世界は光に満ちているが、なぜ人間だけが多彩に色を見ることができるのか。その見え方、

活用のされ方、そして目の仕組みなど、色をめぐる科学をわかりやすく楽しく解説した好著。

560

はっぴいえんど、キャラメル・ママ、ティン・パン・アレー、YMO、FOE……。つねにポップでアヴァ

ンギャルドな細野ワールドの核心に迫る。30年の親交から生まれた、会心のインタビュー。

561

今なおその衝撃力を失わない過激にして深遠なニーチェの思想。そのニーチェの思想の全体

像を、ニーチェのテキストをアンソロジー形式で再構成して示したニーチェ哲学入門。渡邊二

郎【編】

562

昭和を問うなら開国を問え。そのためには開国以前の文明を問え。幕末から明治に日本を

訪れた、異邦人による訪日記を読破。日本近代が失ったものの意味を根本から問い直した

超大作。

563

子供のまなざしを借りた大人批判の物語という原著者の意図を見事に日本語化。内藤訳

への対抗から新訳がこぞって大人の物語に変えるなか、新定番訳といいうる唯一の訳業。

稲垣直樹【訳】

564

キリスト教は聖人や殉教者の言行や生涯を神話化し一大ドラマを作った。この「聖人伝説」

中の白眉として名高い本書は、ヨーロッパ文化を理解するための基本文献である。前田敬

作　今村孝【訳】
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ヤコブス・デ・ウォラギネ【著】 KP00014252 平凡社ライブラリー 578 200606 EPUB(固定) ¥4,180 ‐ ¥6,270

黄金伝説2 9784582765786

ヤコブス・デ・ウォラギネ【著】 KP00014253 平凡社ライブラリー 582 200608 EPUB(固定) ¥4,180 ‐ ¥6,270

黄金伝説3 9784582765823

ヤコブス・デ・ウォラギネ【著】 KP00014254 平凡社ライブラリー 592 200610 EPUB(固定) ¥4,180 ‐ ¥6,270

黄金伝説4 9784582765922

横田順彌【編著】 KP00014255 平凡社ライブラリー 576 200605 PDF ¥3,520 ‐ ¥5,280

鳴呼！！　明治の日本野球 9784582765762

岡谷公二 KP00014256 平凡社ライブラリー 590 200610 PDF ¥2,860 ‐ ¥4,290

アンリ・ルソー　楽園の謎 9784582765908

天野郁夫 KP00014257 平凡社ライブラリー 602 200702 PDF ¥3,300 ‐ ¥4,950

試験の社会史　増補 9784582766028

レーモン・ルーセル【著】　岡谷公二【訳】 KP00014258 平凡社ライブラリー 613 200706 PDF ¥3,300 ‐ ¥4,950

アフリカの印象 9784582766134

ジャン＝アンリ・ファーブル【著】 KP00014259 平凡社ライブラリー 624 200710 PDF ¥2,640 ‐ ¥3,960

ファーブル植物記上 9784582766240

ジャン＝アンリ・ファーブル【著】 KP00014260 平凡社ライブラリー 627 200711 PDF ¥2,640 ‐ ¥3,960

ファーブル植物記下 9784582766271

山内志朗 KP00014261 平凡社ライブラリー 630 200801 EPUB ¥4,180 ‐ ¥6,270

普遍論争 9784582766301

ポール・ラファルグ【著】　田淵晉也【訳】 KP00014262 平凡社ライブラリー 647 200808 PDF ¥2,640 ‐ ¥3,960

怠ける権利 9784582766479

カール・マルクス【著】　植村邦彦【訳】 KP00014263 平凡社ライブラリー 649 200809 EPUB ¥3,300 ‐ ¥4,950

ルイ・ボナパルトの

ブリュメール１８日　初版
9784582766493

565

キリスト教は聖人や殉教者の言行や生涯を神話化し一大ドラマを作った。この「聖人伝説」

中の白眉として名高い本書は、ヨーロッパ文化を理解するための基本文献である。本巻に

はマグダラのマリアなどを収める。前田敬作　山口裕【訳】

566

キリスト教は聖人や殉教者の言行や生涯を神話化し一大ドラマを作った。この「聖人伝説」

中の白眉として名高い本書は、ヨーロッパ文化を理解するための基本文献である。本巻に

は大天使聖ミカエルなどを収める。前田敬作　西井武【訳】

567

キリスト教は聖人や殉教者の言行や生涯を神話化し一大ドラマを作った。この「聖人伝説」

中の白眉として名高い本書は、ヨーロッパ文化を理解するための基本文献である。聖ヒエロ

ニュムスなどを収める本巻で完結。前田敬作　山中知子【訳】

568

野球は日本男子には有害である。野球が日本に渡来した明治末から大正初めの時代、そ

んな議論がたたかわされた。その他あまたの騒動記を編者の書き下ろし解説にからめて通

覧。

569

ゴーギャンなどの画家、ジャリやアポリネールらの詩人、そしてシュルレアリストに熱讃された画

家ルソー。死後ますます評価の高まる画家の、「幻視のリアリティ」の秘密に迫る唯一の評

伝。

570

入試から資格試験まで、現代日本は「試験の社会」である。日本の教育システムが近代に

おける産業社会化に伴い発展してきた過程を「試験・テスト」を軸に読み解く、ユニークな社

会史。解説＝園田英弘

571

ブルトンが「現代における最も偉大な催眠術師」と呼んだルーセルの代表作。チターを弾く大

ミミズ、仔牛の肺臓製レールの上を滑る奴隷の彫像、人取り遊びをする猫……熱帯アフリカ

を舞台に繰り広げられる奇想の一大パノラマ。

572

ファーブルは『昆虫記』のほかにも沢山の科学の入門書を残した。様々な比喩をもって優しく

語りかけるスタイルは、19世紀博物学の時代の、古典の面白さに溢れる。林瑞枝　日高敏

隆【訳】

573

下巻はファーブルらしさがより濃厚に現われ、「植物の生き方」の話が満載。様々な比喩を

もって優しく語りかけるスタイルは、19世紀博物学の時代の古典の面白さに溢れる。林瑞

枝　日高敏隆【訳】

574

とかくトリビアルとの烙印を押されがちな中世思想を、その根本問題である「普遍論争」を軸

に、現代に蘇らせる。現代思想理解にも欠かせない１冊。目からウロコは間違いなし。解説

＝坂部恵

575

「労働」の神格化をあざけり倒し、「１日最長３時間労働」を提唱。120年以上も前にマル

クスの娘婿が発した批判の矢が、〈今〉を深々と射抜く。「売られた食欲」等収録。プレカリ

アートも必読！

576

男子の普通選挙が実現した共和制下のフランスで、ルイ・ナポレオンのクーデタが成功し、し

かも、この独裁権力が国民投票で圧倒的な支持を得たのはなぜか?
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ピロストラトス【著】　内田次信【訳】 KP00014264 平凡社ライブラリー 652 200810 EPUB ¥2,860 ‐ ¥4,290

英雄が語るトロイア戦争 9784582766523

廣松渉 KP00014265 平凡社ライブラリー 654 200811 EPUB ¥3,520 ‐ ¥5,280

青年マルクス論 9784582766547

佐竹昭広 KP00014266 平凡社ライブラリー 655 200811 EPUB ¥2,640 ‐ ¥3,960

古語雑談 9784582766554

エトムント・フッサール【著】　立松弘孝【編】 KP00014267 平凡社ライブラリー 659 200901 EPUB ¥3,080 ‐ ¥4,620

フッサール・セレクション 9784582766592

良知力 KP00014268 平凡社ライブラリー 662 200902 EPUB ¥3,300 ‐ ¥4,950

マルクスと批判者群像 9784582766622

カエサル【著】　石垣憲一【訳】 KP00014269 平凡社ライブラリー 664 200903 EPUB ¥3,300 ‐ ¥4,950

ガリア戦記 9784582766646

上村忠男 KP00014270 平凡社ライブラリー 665 200903 EPUB ¥3,960 ‐ ¥5,940

現代イタリアの思想をよむ 9784582766653

ピエール＝ジョゼフ・プルードン【著】 KP00014271 平凡社ライブラリー 670 200905 EPUB ¥3,300 ‐ ¥4,950

プルードン・セレクション 9784582766707

半藤一利 KP00014272 平凡社ライブラリー 671 200906 EPUB ¥1,980 ‐ ¥2,970

昭和史 1926-1945 9784582766714

半藤一利 KP00014273 平凡社ライブラリー 672 200906 EPUB ¥1,980 ‐ ¥2,970

昭和史 戦後篇 1945-1989 9784582766721

廣松渉【著】　熊野純彦【編】 KP00014274 平凡社ライブラリー 678 200909 EPUB ¥3,960 ‐ ¥5,940

廣松渉哲学論集 9784582766783

オマル・ハイヤーム【著】　岡田恵美子【編訳】 KP00014275 平凡社ライブラリー 679 200909 EPUB ¥2,200 ‐ ¥3,300

ルバーイヤート 9784582766790

577

ホメロスに賛辞をささげつつ、その語りに異を唱え、参戦した英雄プロテシラオスの霊の証言に

よってトロイア戦争の「実相」を語る。フィクション、ファンタジー渾然たる特異な西洋古典。本

邦初訳！

578

若き廣松vs.若きマルクス。幼少期、学生時代を経て共産主義運動に参画するマルクスの

思想形成を辿り、物象化論への展開直前、『経済学・哲学手稿』の思考を精緻に解読。

解説＝小林昌人

579

かつて虹は天の蛇と見立てられ、「にほふ」は臭覚より視覚を表す語であり、九九は一一で

はなく九九から始まった……。言葉への深い理解を軽妙に開陳する珠玉の雑談。解説＝

立川美彦

580

第一人者による最上のアンソロジー。哲学とは何か、学問の基本理念が動揺した時代に

フッサールはいかに対処したか。「哲学および学問の性格」以下、フッサールのエッセンスを収

録する。

581

1840年代後半、ワイトリング、ヘスなどとの相互批判のなかにいた一人勝ち以前の若きマ

ルクス。等身大の姿から思想の本体と可能性を探る。良知思想史を代表する一冊。解説

＝植村邦彦

582

カエサルによるガリア遠征の記録。ローマ軍を率いた指揮官自身が、激闘の様、この地の当

時の様子を簡潔かつ明晰に伝える古典中の古典を、最も正確にかつ最も読みやすく新

訳。

583

いま最も注目を集めているイタリア現代思想。クローチェからグラムシ、ギンズブルグ、アガンベ

ン、ネグリまで、個々の思想家の深い読解のうちにその脈絡と可能性をとらえる。旧版を大

増補。

584

「財産は盗みだ」「社会の最高の定式は秩序とアナルシーの統一にある」――中央集権と

不平等に敵対する自由と連帯の思想家プルードン、その精髄をテーマ別に編む。解説、訳

＝阪上孝。河野健二【編】

585

授業形式の語り下ろしで「わかりやすい通史」として絶賛を博し、毎日出版文化賞特別賞

を受賞したシリーズ、待望のライブラリー版。過ちを繰り返さない日本へ、今こそ読み直す一

べき冊。

586

焼跡からの復興、講和条約、高度経済成長、そしてバブル崩壊の予兆を詳細に辿る、「昭

和史」シリーズ完結篇。現代日本のルーツを知り、世界の中の日本の未来を考えるために

必読の一冊。

587

現代日本にまれな哲学する哲学者廣松渉。近代的世界観の地平を超え出ようとするその

思考のエッセンスを１冊に編む。廣松哲学形成の軌跡をたどる編者の力作解説100枚。

588

11～12世紀のペルシアに生きた虚無と享楽の詩人の四行詩・100篇。原語からの香り高

い新訳に加えて、古えの異郷の思いが現代日本人の胸に直接届くわかりやすい注と解説。
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丹治信春 KP00014276 平凡社ライブラリー 683 200910 EPUB ¥3,300 ‐ ¥4,950

クワイン 9784582766837

今田洋三 KP00014277 平凡社ライブラリー 685 200911 EPUB ¥2,860 ‐ ¥4,290

江戸の本屋さん 9784582766851

榎本武揚【著】 KP00014278 平凡社ライブラリー 697 201003 EPUB ¥3,080 ‐ ¥4,620

現代語訳

榎本武揚　シベリア日記
9784582766974

丸山眞男　杉田敦【編】 KP00014279 平凡社ライブラリー 700 201004 EPUB ¥3,520 ‐ ¥5,280

丸山眞男セレクション 9784582767001

藤田省三【著】　市村弘正【編】 KP00014280 平凡社ライブラリー 701 201005 EPUB ¥3,520 ‐ ¥5,280

藤田省三セレクション 9784582767018

半藤一利 KP00014281 平凡社ライブラリー 702 201006 EPUB ¥1,716 ‐ ¥2,574

名言で楽しむ日本史 9784582767025

梶尾真治 KP00014282 平凡社ライブラリー 703 201006 EPUB ¥1,760 ‐ ¥2,640

つばき、時跳び 9784582767032

カレル・チャペック【著】　飯島周【訳】 KP00014283 平凡社ライブラリー 706 201008 EPUB ¥2,640 ‐ ¥3,960

絶対製造工場 9784582767063

廣松渉 KP00014284 平凡社ライブラリー 708 201009 EPUB ¥3,740 ‐ ¥5,610

資本論の哲学 9784582767087

司馬遷【著】　野口定男【訳】 KP00014285 平凡社ライブラリー 714 201011 PDF ¥3,300 ‐ ¥4,950

史記列伝1 9784582767148

司馬遷【著】　野口定男【訳】 KP00014286 平凡社ライブラリー 718 201012 PDF ¥3,300 ‐ ¥4,950

史記列伝2 9784582767186

司馬遷【著】　野口定男【訳】 KP00014287 平凡社ライブラリー 723 201101 PDF ¥3,300 ‐ ¥4,950

史記列伝3 9784582767230

589

個々の命題は独立に確証されることはない、一つの集まりとしてのみ検証されるのだ――

ホーリズムの立場から分析哲学に新たな地平を拓いたクワインの思考を、平易に丹念に解

説。

590

日本の出版産業は近世に始まる。まずは京都の書林、やがて勃興する大坂、江戸出版

界、須原屋や蔦屋の新経営戦略、江戸期の出版と文化の歴史を描く名著・待望の復

刊。解説＝鈴木俊幸

591

五稜郭の戦いの敗者榎本が、ロシア公使の任を終えてシベリア回りで帰国。明治の気骨が

見た北の大地の風景、産業、民俗等の記録を、原文の品格を失わない現代語訳と懇切

な注で読む。諏訪部揚子　中村喜和【編注】

592

日本政治思想史と政治学の知見をもって戦後思想をリードした丸山眞男。その思考の特

徴を示す代表的な論考を集め、丸山再認識への最良のエントランスを提供する。編者によ

る鮮やかな丸山論収載。

593

この社会と時代が強いる課題に最も敏感に反応し、大胆に方法的な変貌を遂げていった

思想家・藤田省三。代表的論文によりその「戦後精神」の軌跡をたどる。市村弘正の力作

解説50枚。

594

知っておきたい、伝えたい、日本史の「名言」265を独断で精選、年代順に一言一頁、歴

史探偵ならではの、鋭くユーモア溢れる解説を施す。歴史の面白さ、学ぶべきは「名言」に

凝縮されている！

595

幽霊伝説の残る古い椿屋敷に住む私は、ある日、突然出現した不思議な美少女に魅せ

られる。150年の時の壁を超える恋の行方は？ タイムトラベル・ロマンスの傑作、明治座で

舞台化（2010年８月）。解説＝森下一仁

596

一人の男が「絶対＝神」を製造する器械を発明。増殖する「絶対」により世界は大混乱に

――『ロボット』『山椒魚戦争』の作者による傑作ＳＦ長編がチェコ語からの初訳で登場！

挿絵付き。

597

マルクス『資本論』の決定的なカギであり、長く論争の的である価値論に焦点を当て、物象

化論の立場からアポリアを乗り越える廣松渉の代表作。増補版の待望のライブラリー化。解

説＝石塚良次

598

機知、策略、執念、残酷さ、気高さなど乱世における様々な人間の姿を映し出す。史書と

いうより、永遠の人間ドラマの書といってもよく『史記』の中でも最も面白い。解説＝半藤一

利

599

『史記列伝』が日本の文化や言葉に与えた影響は幅広い。「韓信の股くぐり」という卑俗な

ものから、物語、歌舞伎、謡曲、能、江戸の川柳にまで、列伝中の人物が登場する。解説

＝半藤一利

600

定評ある『中国古典文学大系』からのライブラリー化。訳者野口定男氏は『史記』に打ち込

み「史記列伝」を、文学書としての観点から登場する人間像をとらえたいと語る。全3巻完

結。解説＝半藤一利
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上村忠男 KP00014288 平凡社ライブラリー 715 201011 EPUB ¥3,300 ‐ ¥4,950

カルロ・レーヴィ

『キリストはエボリで

止まってしまった』を読む

9784582767155

伊藤礼 KP00014289 平凡社ライブラリー 722 201101 EPUB ¥1,936 ‐ ¥2,904

こぐこぐ自転車 9784582767223

エウジェニオ・ガレン【著】　澤井繁男【訳】 KP00014290 平凡社ライブラリー 724 201102 PDF ¥3,080 ‐ ¥4,620

ルネサンス文化史 9784582767247

細野晴臣【著】　鈴木惣一朗【聞き手】 KP00014291 平凡社ライブラリー 728 201102 EPUB ¥1,936 ‐ ¥2,904

細野晴臣分福茶釜 9784582767285

半藤一利 KP00014292 平凡社ライブラリー 739 201107 EPUB ¥2,068 ‐ ¥3,102

山本五十六 9784582767391

橋口侯之介 KP00014293 平凡社ライブラリー 744 201109 EPUB(固定) ¥3,080 ‐ ¥4,620

和本入門 9784582767445

五味文彦 KP00014294 平凡社ライブラリー 746 201110 EPUB ¥3,300 ‐ ¥4,950

平家物語、史と説話 9784582767469

大森荘蔵【著】 KP00014295 平凡社ライブラリー 748 201111 EPUB ¥3,740 ‐ ¥5,610

大森荘蔵セレクション 9784582767483

アンリ・ベルクソン【著】　原章二【訳】 KP00014296 平凡社ライブラリー 755 201202 EPUB ¥3,300 ‐ ¥4,950

精神のエネルギー 9784582767551

柄谷行人 KP00014297 平凡社ライブラリー 758 201203 EPUB ¥2,200 ‐ ¥3,300

政治と思想

１９６０－２０１１
9784582767582

泉鏡花【著】　東雅夫【編】 KP00014298 平凡社ライブラリー 764 201206 EPUB(固定) ¥3,080 ‐ ¥4,620

おばけずき 9784582767643

カール・マルクス【著】　金塚貞文【訳】 KP00014299 平凡社ライブラリー 766 201207 EPUB ¥2,200 ‐ ¥3,300

共産主義者宣言 9784582767667

601

20世紀世界文学を代表する傑作を精緻に読み、イタリア南部の寒村に流刑された医師＝

画家の具体的な経験から、ファシズム、南部問題などイタリア現代史の根本にある問題を

解き明かす。

602

古希をまたぎ自転車を始めた面白いことの大家・伊藤センセーの超絶エッセイ。10キロでお

尻がミンチだったのがお仲間を引き連れ北海道ツアーにまで。待望のライブラリー化。喜寿で

もこぐこぐ。

603

ルネサンス研究の第一人者による最上の概説書。多数のルネサンス人を網羅し、哲学・美

術に偏ることなく、教育、科学、魔術、占星術、文学、出版までを幅広く探求する。解説＝

池上俊一

604

音楽家・細野晴臣が、音楽はもちろん、友人、セックス、家族、死、祈りなど、人生にとって

大事な80テーマについて存分に語る。 豊かな「福」の知恵がたっぷり詰まった一冊。解説＝

立川志の輔

605

独自の戦略観をもちながら不本意な戦争を戦う宿命に苦しんだ真珠湾攻撃の指揮者・山

本五十六。情の深さゆえに悲劇の海軍大将ともいわれるその生涯を、故郷・長岡人気質と

絡めて綴る。

606

これまでにない具体的で分かりやすい入門書。つい100年前まで日本人が生活のなかで育

んできた和本が、どれほど興味深くかつ貴重な文化財であるかを懇切に説いた読書人必見

の一冊。解説＝揖斐高

607

平家物語はどんな質の歴史資料であるか？　説話が語られる場の論理をとらえ、用いられ

た記録から作者の像を絞り込み、……鋭利な方法論を提示した画期的な論考の再登

場。　解説＝櫻井陽子

608

戦後日本を代表する哲学者のエッセンス。ものも過去もじかに立ち現れている!　問いと思

考の変遷を鮮明に示す論考を、衣鉢を継ぐ４人がセレクト・編集する。大森哲学を知る最

良の入門書。解説は４人の共同討議。飯田隆　丹治信春　野家啓一　野矢茂樹【編】

609

ベルクソン自身によるベルクソン哲学入門。『物質と記憶』や『創造的進化』などの議論の

エッセンスが、分かりやすくエレガントに語られる論文集。思考の躍動感を伝える見事な新訳

で。

610

日本を代表する思想家が、半世紀に及ぶ自らの知の歩みを語る。デモの必要性を説いた、

原発震災後のインタビューを増補した決定版。柄谷行人の入門書としても最適。

611

奔放な発想力と独特の語り口が魅力の鏡花文学。小品・随筆・紀行文から「震災」「エッ

セイ・紀行」「百物語」「談話」などテーマ別に、鏡花の知られざる真髄を一巻にまとめた怪異

文集。

612

「妖怪がヨーロッパに出没する。共産主義という妖怪が」──妖怪は再び召喚されるのか？

その真髄にあらためて分け入るために〈今〉の日本語で読む。付論・柄谷行人「なぜ『共産

主義者宣言』か」。
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ジャンバッティスタ・ヴィーコ【著】 KP00014300 平凡社ライブラリー 768 201208 EPUB ¥3,300 ‐ ¥4,950

自伝 9784582767681

上野敏彦 KP00014301 平凡社ライブラリー 771 201209 EPUB ¥2,860 ‐ ¥4,290

闘う純米酒　新版 9784582767711

フェルナンド・ペソア【著】　澤田直【訳】 KP00014302 平凡社ライブラリー 780 201301 EPUB ¥3,300 ‐ ¥4,950

新編不穏の書、断章 9784582767803

アンリ・ベルクソン【著】　原章二【訳】 KP00014303 平凡社ライブラリー 784 201304 EPUB ¥3,520 ‐ ¥5,280

思考と動き 9784582767841

Ｇ．Ｗ．Ｆ．ヘーゲル【著】 KP00014304 平凡社ライブラリー 787 201305 EPUB ¥4,180 ‐ ¥6,270

ヘーゲル初期哲学論集 9784582767872

藤森節子 KP00014305 平凡社ライブラリー 791 201307 EPUB ¥3,080 ‐ ¥4,620

少女たちの植民地 9784582767919

ルース・ベネディクト【著】 KP00014306 平凡社ライブラリー 793 201308 EPUB ¥3,080 ‐ ¥4,620

菊と刀 9784582767933

Ｇ．Ｗ．ライプニッツ【著】 KP00014307 平凡社ライブラリー 794 201308 EPUB ¥3,300 ‐ ¥4,950

形而上学叙説

ライプニッツ－アルノー往復書簡
9784582767940

樋口陽一 KP00014308 平凡社ライブラリー 795 201309 EPUB ¥3,300 ‐ ¥4,950

憲法　近代知の復権へ 9784582767957

谷川恵一 KP00014309 平凡社ライブラリー 798 201310 EPUB ¥3,740 ‐ ¥5,610

言葉のゆくえ 9784582767988

アレクサンドル・ゲルツェン【著】 KP00014310 平凡社ライブラリー 799 201311 EPUB ¥3,080 ‐ ¥4,620

向こう岸から 9784582767995

ギュスターヴ・フローベール　ほか【著】 KP00014311 平凡社ライブラリー 811 201405 EPUB ¥3,080 ‐ ¥4,620

愛書狂 9784582768114

613

反デカルトの思想と、歴史を含めた新しい学の構想が、新たに見直される18世紀イタリアの

哲学者の〈哲学的〉自伝。近代の知の地平を横超する思考の軌跡を自ら語る格好の

ヴィーコ入門。上村忠男【訳】

614

四半世紀前、アルコール添加なしの純米酒だけを造ると決めた酒屋がいた。国税局、メー

カー、販売店等々と闘いながら賛同者を獲得してゆく苦闘。酒好き必読のドキュメント。解

説＝太田和彦

615

20世紀が秘匿した最後の巨匠とされるポルトガルの作家の書。異なる人格となって書かれ

た作品群のひとつ「不穏の書」と諸人格による「断章」をおさめる。旧版を大幅に増補改訂。

解説＝池澤夏樹

616

ベルクソンによるベルクソン哲学の方法論指南。哲学者自身の編んだ講演・論文集が、持

続と直観というベルクソン哲学の根本を、彼以前の哲学との異同にも触れつつ納得させてく

れる。

617

神学から哲学へと舵を切ったヘーゲルの最初の哲学論文２篇。『精神現象学』へと直結す

るはじまりのヘーゲルの思考を、前途不安のなかにいる伝記的事実をも踏まえた綿密な注

釈で読む。村上恭一【訳】

618

中国から租借された植民地「関東州」に四姉妹の末として少女期を過ごした著者が、その

甘くかつ苦い記憶を通して、具体的な細部とともにある植民地経験の意味をえぐり出し描き

出す。解説＝林淑美

619

西洋との比較の枠組みを与え日本文化への反省と自負の言説を巻き起こしつづけた日本

論の祖。事実誤認をも丁寧に注釈しながら、強固な説得力をもつこの書を精確かつ読みや

すく新訳。越智敏之　越智道雄【訳】

620

ライプニッツの主著『形而上学叙説』と、その議論をめぐってアルノーの疑問や反対意見に応

答した往復書簡を新訳・併載する。ライプニッツ哲学の核心が本人の解説によって明示され

る一冊。橋本由美子【監訳】　秋保亘　大矢宗太朗【訳】

621

比較憲法学の第一人者が、国民国家批判に抗して、憲法構造がなおもつべき意味を擁

護、近代知の復権を唱えた諸篇が、いま改憲論かまびすしいなか、決定的なアクチュアリ

ティをもって迫る。

622

明治初年、舶来の科学からお辞儀の最新マナーまで、新来の多様な言説が「文学」の地

殻変動の中で交錯していた。その現場を「舞姫」「十三夜」などにとらえる。幻の名著再刊!

623

思想の「聖化」に反対し、生身の人間の側に立ち続け、人民の大衆への変貌をいち早く洞

察した亡命ロシア人。19世紀革命の時代に稀な思索の人が、敗者の側からフランス1848

年を考察する主著。  

624

「稀覯本余話」「愛書家地獄」「ビブリオマニア」――19世紀フランス、古本道楽黄金時代

のフローベール、デュマら、名だたる書物狂いによる〈書痴小説〉アンソロジー。
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ピエール=フランソワ・ラスネール【著】 KP00014312 平凡社ライブラリー 816 201408 EPUB ¥3,300 ‐ ¥4,950

ラスネール回想録 9784582768169

ピエール＝ジョゼフ・プルードン【著】 KP00014313 平凡社ライブラリー 820 201410 EPUB ¥3,960 ‐ ¥5,940

貧困の哲学上 9784582768206

ピエール＝ジョゼフ・プルードン【著】 KP00014314 平凡社ライブラリー 821 201411 EPUB ¥4,400 ‐ ¥6,600

貧困の哲学下 9784582768213

ルイス・キャロル【著】 KP00014315 平凡社ライブラリー 822 201411 EPUB ¥2,640 ‐ ¥3,960

少女への手紙 9784582768220

ジョナサン・スウィフト【著】 KP00014316 平凡社ライブラリー 824 201501 EPUB ¥2,860 ‐ ¥4,290

召使心得　他四篇 9784582768244

カレル・チャペック【著】 KP00014317 平凡社ライブラリー 825 201502 EPUB ¥2,640 ‐ ¥3,960

園芸家の一年 9784582768251

佐伯順子 KP00014318 平凡社ライブラリー 826 201502 EPUB ¥2,640 ‐ ¥3,960

美少年尽くし 9784582768268

ヴァージニア・ウルフ【著】 KP00014319 平凡社ライブラリー 831 201508 EPUB ¥2,640 ‐ ¥3,960

自分ひとりの部屋 9784582768312

アンリ・ベルクソンジークムント・フロイト【著】 KP00014320 平凡社ライブラリー 836 201601 EPUB ¥3,300 ‐ ¥4,950

笑い／不気味なもの 9784582768367

氏家幹人 KP00014321 平凡社ライブラリー 837 201602 EPUB ¥2,860 ‐ ¥4,290

大江戸死体考　増補 9784582768374

石鍋真澄【編訳】 KP00014322 平凡社ライブラリー 838 201603 EPUB ¥2,860 ‐ ¥4,290

カラヴァッジョ伝記集 9784582768381

半藤一利 KP00014323 平凡社ライブラリー 839 201604 EPUB ¥1,980 ‐ ¥2,970

日露戦争史1 9784582768398

625

バルザック、ユゴー、ブルトンら多くの作家を魅了し、知識人が面会に列をなした知的で洗練

された伝説の犯罪者の獄中記。

626

マルクスが嫉妬し、社会主義・無政府主義に決定的影響を与えた伝説の書にして、混迷

の21世紀への予言の書。待望の本邦初訳。

627

マルクスが嫉妬し、社会主義・無政府主義に決定的影響を与えた伝説の書にして、混迷

の21世紀への予言の書。待望の本邦初訳。  

628

 『不思議の国のアリス』の著者ルイス・キャロル。彼は手紙魔としても有名だった。鏡文字に

絵文字、なぞなぞに似顔絵―愛する少女たちを楽しませたい一心で綴られた、物語パワー

全開、アリスもびっくりのノンセンスの精髄七十余通。キャロル撮影の少女たちの写真も収

載。

629

ペンの力ここにあり！ 偽占い師を告発した「ビカースタフ文書」、アイルランドでの悪貨流通を

阻止した「ドレイピア書簡」、驚くべき貧困解決法「慎ましき提案」、美しきシーリア様のおぞ

ましき実態「淑女の化粧室」、執事や女中のあるべき姿を説いた「召使心得」。『ガリヴァー

旅行記』作者の面目躍如たる痛烈絶品、新訳セレクション。

630

 一月は固い大地にシャベルをへし折り、四月はやわらかい土中の芽吹きに心躍らせ、八月

は旅先から隣人に水やりを依頼、十二月にはカタログを眺めながら三月を待ち望む―。腰を

曲げ、足のやり場に困りながら、植物に人生を学び、日々奮闘する園芸家の喜怒哀楽を

愛とユーモアたっぷりに綴る園芸エッセイの金字塔。

631

『色物語』『男色大鑑』などのエピソードから江戸期の男色と色道の美学を軽やかに紹介。 

主従の契り、出家、死と破滅―男色大百科事典『男色大鑑』や男色指南書『葉隠』など

のエピソードを辿りながら、江戸期に称揚された美少年愛に、三島由紀夫に通ずる強烈な

ナルシシズムに彩られた日本的≒男色的美学を見出す。

632

「女性が小説を書こうと思うなら、お金と自分ひとりの部屋を持たねばならない」。大英博物

館の本棚にはない、ものを書きたかった――〈女性と小説〉の歴史を熱く静かに紡いだ名随

想の新訳。

633

『笑い』と『不気味なもの』は「反復」といった同じ現象を対象にして出会いかつ分岐する。そ

の二つの論考を並列させると、新たな読み・新たな思考が召喚される。離れていくと見える

二つの思考は、じつは深みで交差する。ジリボンの論文を補助線に二つの思考をつがえると

き、現れてくる新たな読みの地平。的確な新訳で。

634

身投げ、心中、首つり、行き倒れ。花のお江戸には死体がごろごろ。刀剣の試し斬りと鑑定

を家業とし、「霊薬」で富を築いた山田浅右衛門を軸に、死体でたどる江戸のアンダーワー

ルド。人斬りの家・山田家の女性たちに関する論考を増補。

635

複数の伝記、裁判記録、パトロンの書簡、さらにはオリジナル翻案の犯科帳、等々、画家

に関する歴史的資料を一冊に集成。謎多き巨匠の「伝説」と「真実」を知るための必読

書。

636

あの時なぜ大国ロシアと戦ったのか？　近代日本に決定的な転機をもたらした日露戦争を

描く大作ノンフィクション。
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半藤一利 KP00014324 平凡社ライブラリー 840 201605 EPUB ¥1,980 ‐ ¥2,970

日露戦争史2 9784582768404

半藤一利 KP00014325 平凡社ライブラリー 842 201606 EPUB ¥2,024 ‐ ¥3,036

日露戦争史3 9784582768428

A．C．ドイルH．メルヴィル【著】 KP00014326 平凡社ライブラリー 844 201608 EPUB ¥3,080 ‐ ¥4,620

クィア短編小説集 9784582768442

青柳いづみこ KP00014327 平凡社ライブラリー 847 201610 EPUB ¥3,520 ‐ ¥5,280

水の音楽 9784582768473

廣松渉　加藤尚武【編訳】 KP00014328 平凡社ライブラリー 852 201702 EPUB ¥3,300 ‐ ¥4,950

ヘーゲル・セレクション 9784582768527

水原紫苑 KP00014329 平凡社ライブラリー 853 201703 EPUB ¥2,860 ‐ ¥4,290

桜は本当に美しいのか　改訂 9784582768534

市村弘正【編】　山路愛山　丸山眞男【著】 KP00014330 平凡社ライブラリー 855 201705 EPUB ¥3,080 ‐ ¥4,620

論集　福沢諭吉 9784582768558

半藤一利 KP00014331 平凡社ライブラリー 859 201709 EPUB ¥2,640 ‐ ¥3,960

其角と楽しむ江戸俳句 9784582768596

ヴァージニア・ウルフ【著】 KP00014332 平凡社ライブラリー 860 201710 EPUB ¥3,080 ‐ ¥4,620

三ギニー 9784582768602

鹿島茂 KP00014333 平凡社ライブラリー 861 201711 EPUB ¥2,860 ‐ ¥4,290

吉本隆明 1968　新版 9784582768619

澁澤龍彦 KP00014334 平凡社ライブラリー 862 201712 EPUB ¥2,860 ‐ ¥4,290

貝殻と頭蓋骨 9784582768626

戸坂潤【著】　林淑美【編】 KP00014335 平凡社ライブラリー 863 201801 EPUB ¥3,740 ‐ ¥5,610

戸坂潤セレクション 9784582768633

637

いよいよ激戦に突入。南山、遼陽、沙河での陸戦、黄海、蔚山沖での海戦の後、二〇三

高地の死闘を経てついに旅順要塞が陥落するまでの攻防、国民の反応とその変化を詳細

に描く。 

638

いよいよ日本海海戦へ。バルチック艦隊を迎え撃った連合艦隊は歴史的勝利をものにする

が、ポーツマス条約の不利な結果に国民は怒りを爆発。日本のその後はどうなる？完結

編。 

639

ＬＧＢＴの枠をも相対化する「クィア」な視点から巨匠たちの作品を集約。本邦初訳Ｇ.

ムーア「アルバート氏の人生」を含む不思議で奇妙で切ない珠玉の８編。

640

 「メリザンドのようなオンディーヌ？」―留学中にきざした疑問からすべては始まった。誘う女と

誘わない女、古からの水の精の表象、文学・美術にわたるファム・ファタル像…。ショパン、ド

ビュッシー、ラヴェルらに通底する強迫的なまでのイメージ群を渉猟した音楽文化論。クラシッ

ク業界の内情を虚実とりまぜて描いた「さらば、ピアノよ！」を付す。

641

廣松渉がヘーゲル学者の加藤尚武とともに、ヘーゲルの哲学体系を鳥瞰できるよう、テーマ

別にその全作品からポイントとなる箇所を抜き出し、独自に訳出した名アンソロジー。佐藤

優氏推薦！！

642

桜を美しいと感じるのは自然の情緒なのか、そのように刷り込まれただけではないのか。記紀

や万葉集から最近の桜ソングまで、誰も触れえなかった問い＝タブーに歌人が果敢に挑む。

643

日本近代を牽引した思想家・福沢諭吉。平易にみえてはなはだ厄介なその思考の振幅と

射程を、「文明の精神」のどんづまりで学びなおす。同時代から現代までの代表的福沢論を

集成。

644

豪放磊落で酒と遊里を愛し、難解かつ奇抜な句風で人気は芭蕉を凌いだともいわれる其

角。彼をこよなく愛する著者が、古典や歴史を駆使して名句の謎を探り、軽妙に綴ったエッ

セイ。

645

教育や職業の場での女性に対する直接的・制度的差別が、戦争と通底する暴力行為で

あることを明らかにし、戦争なき未来のための姿勢を三ギニーの寄付行為になぞらえ提示す

る。

646

吉本隆明はいかにして「自立の思想」に辿りついたか。その根底にある倫理観とはいかなるも

のだったか。「永遠の吉本主義者」がその思想的核心を捉えた渾身の書。解説＝内田樹

647

ただ一度の中東旅行の記録、花田清輝、日夏耿之介、小栗虫太郎など偏愛作家への讃

辞、幻想美術、オカルト、魔術──その魅力が凝縮された幻の澁澤本。没後30年記念

刊行。

648

戦前最大のマルクス主義哲学者として、時代の傾性に徹底的に抗った戸坂潤の文章を集

成。「性格」「時間」「日常性」などをめぐる原理論から執筆禁止直前の時評まで、戸坂を

知る最良書。
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レーモン・ルーセル【著】 KP00014336 平凡社ライブラリー 865 201803 EPUB ¥3,520 ‐ ¥5,280

額の星／無数の太陽 9784582768657

ヨゼフ・チャペック【著】　飯島周【編訳】 KP00014337 平凡社ライブラリー 866 201804 EPUB ¥2,640 ‐ ¥3,960

ヨゼフ・チャペック エッセイ集 9784582768664

青木やよひ KP00014338 平凡社ライブラリー 867 201805 EPUB ¥3,080 ‐ ¥4,620

ベートーヴェンの生涯 9784582768671

イザベラ・バード【著】 KP00014339 平凡社ライブラリー 868 201806 EPUB ¥3,960 ‐ ¥5,940

イザベラ・バードのハワイ紀行 9784582768688

木村英造 KP00014340 平凡社ライブラリー 197109 EPUB ¥2,640 ‐ ¥3,960

大航海時代の創始者

平松義郎 KP00032236 平凡社ライブラリー 717 201012 EPUB ¥3,300 ‐ ¥4,950

江戸の罪と罰 9784582767179

柳田邦男 KP00032237 平凡社ライブラリー 726 201102 EPUB ¥1,716 ‐ ¥2,574

もう一度読みたかった本 9784582767261

阪倉篤義 KP00032238 平凡社ライブラリー 729 201103 EPUB ¥2,860 ‐ ¥4,290

増補　日本語の語源 9784582767292

米山文明 KP00032239 平凡社ライブラリー 730 201103 EPUB ¥2,068 ‐ ¥3,102

声の呼吸法 9784582767308

春山行夫 KP00032240 平凡社ライブラリー 782 201302 EPUB ¥3,520 ‐ ¥5,280

紅茶の文化史 9784582767827

アレクサンドル・チャヤーノフ【著】 KP00032241 平凡社ライブラリー 788 201306 EPUB ¥2,860 ‐ ¥4,290

農民ユートピア国旅行記 9784582767889

岩井克人 KP00032242 平凡社ライブラリー 677 200909 EPUB ¥2,090 ‐ ¥3,135

会社はこれからどうなるのか 9784582766776

649

『ロクス・ソルス』『アフリカの印象』の二大散文に並ぶ二大戯曲を一冊に。独自の手法を駆

使して織りなされる言葉と物の奇想天外なスペクタクルは小説と変わらない。

650

ゴーレムからロボットに至る人造人間創造の歴史を描いた「人造人間」のほか、チェコの人々

や文化、政治や戦争に関するエッセイ26篇とナチス収容所で書かれた詩９篇を収録。

651

女性を愛し、駄洒落を好み、甥への愛に振り回される──最新の資料を駆使して従来説

を大幅に書き換え〈隣人ベートーヴェン〉の新像をいきいきと提示した名著、待望の再刊。

652

『日本奥地紀行』で知られるバードの出世作。鬱蒼とした密林を進んで火山や渓谷を探検

したり、人との出会いに心を和ませたり──150年前のハワイを生き生きと描く。

653

探検事業家として、航海者を援助して、アフリカ西岸の探索とそこへの航路を開拓、大航

海時代の幕を開けたポルトガル王子エンリケ。世界史のはじまりの最初の頁に登場するこの

重要人物の生涯と事績を、生彩に富む筆で描き出す労作。

654

「下手人」は死刑の一種――なじみのようで意外に知らない近世の刑法、刑罰を、第一人

者が体系的に概説し、かつエピソード満載で解説した名著。時代小説ファンも必読。解説

＝佐藤雅美

655

自分にとって大切な本の「再読」は人生を豊かにする。作家柳田邦男がこよなく愛する、井

上靖『あすなろ物語』からゴーゴリ『外套』まで、名作24篇との再会の記。柳田式読書のす

すめ。

656

「やさしい」は身の痩せる思いをする心の形……珍説奇説を排しながら、言葉の意外な変

転を説得的にたどり、語源研究の王道を解説する。名著の待望の再刊に関連論文を増

補。解説＝内田賢徳

657

声を無理なく響かせるには、姿勢、呼吸、身体のリラックスが大切。声帯障害の専門医なら

ではの実践例を、わかりやすいイラスト付きで伝授する。呼吸法と声を結びつけた初めての

書。

658

詩人・エンサイクロぺディスト春山行夫が、紅茶の世界史・日本史はもちろん、アフタヌーン・

ティーの心得、ティーカップの目利きまで語りつくす、面白くてためになる紅茶のすべて。解説

＝磯淵猛

659

農業経済学者がロシア革命直後に描いた未来社会小説。スターリン下の全体主義社会

への道行きとは正反対の小農経営に立つ1984年の世界。だが逆ユートピアの苦みが混じ

る。巻末論文＝藤原辰史

660

知ってるつもりだった会社の意外な仕組みや歴史が、面白いように分かってきます。次々に

謎が解けていく様は、まるで推理小説のよう！ 読後にはジワリと希望がわいてきます。
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前田勉 KP00032256 平凡社ライブラリー 871 201809 EPUB ¥3,520 ‐ ¥5,280

江戸の読書会 9784582768718

長田弘 KP00032264 平凡社ライブラリー 254 199807 EPUB ¥1,892 ‐ ¥2,838

一人称で語る権利 9784582762549

ヤロスラフ・オルシャ・jr.【編】 KP00032265 平凡社ライブラリー 872 201810 EPUB ¥3,300 ‐ ¥4,950

チェコSF短編小説集 9784582768725

奥武則 KP00032270 平凡社ライブラリー 873 201810 EPUB ¥2,860 ‐ ¥4,290

増補　論壇の戦後史 9784582768732

上智大学中世思想研究所【編訳・監修】 KP00032280 平凡社ライブラリー 874 201811 EPUB ¥5,280 ‐ ¥7,920

中世思想原典集成 精選１

ギリシア教父・ビザンティン思想
9784582768749

西川長夫【著】 KP00032281 平凡社ライブラリー 875 201811 EPUB ¥3,520 ‐ ¥5,280

決定版　パリ五月革命　私論 9784582768756

笠原十九司 KP00032292 平凡社ライブラリー 876 201812 EPUB ¥3,300 ‐ ¥4,950

増補　南京事件論争史 9784582768763

上智大学中世思想研究所【編訳・監修】 KP00032297 平凡社ライブラリー 877 201901 EPUB ¥5,280 ‐ ¥7,920

中世思想原典集成 精選２

ラテン教父の系譜
9784582768770

上智大学中世思想研究所【編訳・監修】 KP00032319 平凡社ライブラリー 879 201903 EPUB ¥5,280 ‐ ¥7,920

中世思想原典集成 精選３

ラテン中世の興隆１
9784582768794

上智大学中世思想研究所【編訳・監修】 KP00032340 平凡社ライブラリー 881 201905 EPUB ¥5,280 ‐ ¥7,920

中世思想原典集成 精選４

ラテン中世の興隆２
9784582768817

セーレン・キルケゴール【著】　村上恭一【訳】 KP00032347 平凡社ライブラリー 882 201906 EPUB ¥3,960 ‐ ¥5,940

新訳　不安の概念 9784582768824

上智大学中世思想研究所【編訳・監修】 KP00032354 平凡社ライブラリー 883 201907 EPUB ¥5,280 ‐ ¥7,920

中世思想原典集成 精選５

大学の世紀１
9784582768831

661

近世、全国の私塾、藩校で広がった読書会＝会読、その対等で自由なディベートの経験と

精神が、明治維新を、近代国家を成り立たせる政治的公共性を準備した。思想史の傑

作！  ＊本電子版は単ページ表示でご覧ください。

662

日々の有り体をささえるものは何か。一人のわたしは何によっていま、ここに活かされているの

か。一人ひとりの側から考える、話し言葉による詩人のエッセイ。解説＝沼野充義

663

激動の歴史を背景に中欧の小国チェコで育まれてきたSF。ハクスリー、オーウェル以前に私

家版で出版されたディストピア小説から、J．G．バラードやブラッドベリにインスパイアされた

作品まで、チェコSF界の最高峰〈カレル・チャペック賞〉受賞作を含む本邦初訳の傑作11

編。

664

清水幾太郎、林健太郎、丸山眞男、福田恆存……。彼らが活躍した論壇誌はいかなる

問題を、どのように論じてきたか。論壇が存在感を持っていた時代を鮮やかに描く。

665

平凡社ライブラリー創刊25周年企画、待望の『中世思想原典集成』文庫化（全７

巻）。第1巻は元集成第１?3巻よりギリシア教父・ビザンティン思想を精選。

666

政府給費留学生として現場に居合わせた著者による迫真のドキュマン。革命から50年、同

じ光景を目にしていた西川祐子によるもう一つの私論を付した決定版。

667

明白な史実であるにもかかわらず、否定派の存在によっていまだ論争が続く南京事件。否

定派の論拠のトリックとは？　親本（平凡社新書）刊行後の10年分を増補した全史。

668

平凡社ライブラリー創刊25周年企画、待望の『中世思想原典集成』文庫化（全７

巻）。第２巻はラテン教父の系譜。解説エッセイは岡田温司。

669

平凡社ライブラリー創刊25周年企画、待望の『中世思想原典集成』文庫化（全７

巻）。第３巻は「ラテン中世の興隆１」。エリウゲナやアンセルムスほか。巻末エッセイは柳

澤田実。

670

平凡社ライブラリー創刊25周年企画、待望の『中世思想原典集成』文庫化（全７

巻）。第４巻は「ラテン中世の興隆２」。サン = ヴィクトルのフーゴーほか。巻末エッセイは

水野千依。

671

個体的存在としての人間を定位するとき、罪、自由、信仰が不安の概念のうちに結びつく。

ハイデガー、実存主義哲学に大きな影響を与えた思考の、デンマーク語原典からの新訳。

672

平凡社ライブラリー創刊25周年企画、待望の『中世思想原典集成』文庫化（全７

巻）。第５巻は制度的に確立した大学における盛期スコラ学の展開。巻末エッセイは岡本

源太。
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渡辺公三 KP00032366 平凡社ライブラリー 886 201908 EPUB ¥3,300 ‐ ¥4,950

増補　闘うレヴィ=ストロース 9784582768862

上智大学中世思想研究所【編訳・監修】 KP00032374 平凡社ライブラリー 887 201909 EPUB ¥5,280 ‐ ¥7,920

中世思想原典集成 精選６

大学の世紀２
9784582768879

吉村武夫 KP00032381 平凡社ライブラリー 888 201910 EPUB ¥5,280 ‐ ¥7,920

大江戸趣味風流名物くらべ 9784582768886

上智大学中世思想研究所【編訳・監修】 KP00032388 平凡社ライブラリー 889 201911 EPUB ¥5,280 ‐ ¥7,920

中世思想原典集成 精選７

中世後期の神秘思想
9784582768893

細野晴臣　鈴木惣一朗 KP00032389 平凡社ライブラリー 890 201911 EPUB ¥2,860 ‐ ¥4,290

細野晴臣

とまっていた

時計がまた

うごきはじめた

9784582768909

マリーズ・コンデ【著】　管啓次郎【訳】 KP00032398 平凡社ライブラリー 891 201912 EPUB ¥4,180 ‐ ¥6,270

生命の樹 9784582768916

ヴィクトール・ユゴー【著】　西永良成【訳】 KP00032399 平凡社ライブラリー 892 201912 EPUB ¥3,520 ‐ ¥5,280

レ・ミゼラブル

ファンチーヌ　1
9784582768923

ヴィクトール・ユゴー【著】　西永良成【訳】 KP00032406 平凡社ライブラリー 893 202001 EPUB ¥3,300 ‐ ¥4,950

レ・ミゼラブル

コゼット　2
9784582768930

オウィディウス【著】　高橋宏幸【訳】 KP00032407 平凡社ライブラリー 894 202001 EPUB ¥3,740 ‐ ¥5,610

ヘーローイデス 9784582768947

柳田國男【著】　大塚英志【編】 KP00032413 平凡社ライブラリー 885 202002 EPUB ¥3,520 ‐ ¥5,280

柳田國男　民主主義論集 9784582768855

ヴィクトール・ユゴー【著】　西永良成【訳】 KP00032414 平凡社ライブラリー 895 202002 EPUB ¥3,300 ‐ ¥4,950

レ・ミゼラブル

マリユス　3
9784582768954

ヴァージニア・ウルフ【著】　片山亜紀【訳】 KP00032415 平凡社ライブラリー 897 202002 EPUB ¥3,080 ‐ ¥4,620

幕間 9784582768978

673

レヴィ=ストロースの壮大な思想は図式的理解を拒むが、闘う知識人としての姿を追うこと

で難題に挑む。100年の生涯で彼は何と闘ったのか。第一人者による最良の入門書。

674

平凡社ライブラリー創刊25周年企画、待望の『中世思想原典集成』文庫化（全７

巻）。第６巻はトマス・アクィナスを頂点とする〈大全〉の時代。解説は赤江雄一。

675

維新から明治初めまでの東京名物（店、庭園、人等々）の番付札を昭和に現場検証。

小沢昭一曰く「手間ひまかけた名本の味」。オリンピックを前に沸く令和の東京にお江戸は

如何。

676

平凡社ライブラリー創刊25周年企画、待望の『中世思想原典集成』文庫化全７巻完

結。本巻は13?15世紀の神秘家たちのパノラマ。エックハルトからクザーヌスまで。巻末エッ

セイは山内志朗。

677

「いまは音楽の話だけをしていたい」──懐かしい音楽の話は、お笑い、隕石、原発、友の

死を経めぐり、また音楽へと戻ってくる。デビュー50周年、待望の平凡社ライブラリー化！■

解説never young beach 安部勇磨（ミュージシャン）

678

昨年、ノーベル文学賞の代替賞ニュー・アカデミー文学賞を受賞したカリブ海作家の自伝色

の濃い代表的長篇小説を復刊。原著は1987年刊。

679

岩波文庫改版以後でも50刷以上を数える、ロマン主義文学、いやフランス文学に燦然と

輝く金字塔の新訳決定版。全５冊で贈る新定番。

680

ロマン主義文学、いやフランス文学に燦然と輝く金字塔の新訳決定版全５冊。脱獄後、

本巻ではいよいよジャン・ヴァルジャンがコゼットを救い出す。

681

書名の「ヘーローイデス」はヒロインのこと、所謂『名婦の書簡』。ギリシア神話に登場する女

性が良人や恋人に宛てた手紙21歌。それぞれの神話の結末を暗示する内容。

682

「憲法の芽を生やせられないか」。経世済民の学として民俗学を興した彼の根底には、常に

日本国憲法に通ずる精神が流れていた──。民主主義の推進者・柳田國男を読み直

す。

683

王党派貴族を祖父にもつ青年マリユス。社会主義に感化され恵まれた身分を捨てた彼は、

公園で毎日出会う未知の少女コゼットに惹かれていく。運命の大転機となる出会い。

684

スターリンがムッソリーニが、ヒトラーが台頭しつつあった頃、イギリス内陸の古い屋敷で上演さ

れる野外劇に集った人々──迫り来る戦争の気配と時代の気分を捉えた遺作の新訳。
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桑野隆 KP00032423 平凡社ライブラリー 896 202003 EPUB ¥3,520 ‐ ¥5,280

バフチン　増補 9784582768961

ヴィクトール・ユゴー【著】西永良成【訳】 KP00032424 平凡社ライブラリー 898 202003 EPUB ¥3,960 ‐ ¥5,940

レ・ミゼラブル

プリュメ通りの牧歌と

サン・ドニ通りの叙事詩　4

9784582768985

ヴィクトール・ユゴー【著】　西永良成【訳】 KP00032444 平凡社ライブラリー 900 202004 EPUB ¥3,740 ‐ ¥5,610

レ・ミゼラブル

ジャン・ヴァルジャン　5
9784582769005

中川裕 KP00032445 平凡社ライブラリー 899 202004 EPUB ¥3,080 ‐ ¥4,620

アイヌの物語世界　改訂版 9784582768992

橋本義彦 KP00032450 平凡社ライブラリー 901 202005 EPUB ¥3,520 ‐ ¥5,280

平安貴族 9784582769012

李光洙【著】　波田野節子【訳】 KP00032456 平凡社ライブラリー 904 202006 EPUB ¥3,960 ‐ ¥5,940

無情 9784582769043

米山文明 KP00014466 平凡社選書 171 199802 EPUB(固定) ¥4,840 ‐ ¥7,260

声と日本人 9784582841718

井上太郎 KP00014467 平凡社選書 185 199901 EPUB(固定) ¥5,500 ‐ ¥8,250

レクイエムの歴史 9784582841855

中野節子 KP00014468 平凡社選書 234 201806 EPUB ¥6,160 ‐ ¥9,240

近世金沢の銀座商人 9784582842340

野尻抱影 KP00009520 STANDARD BOOKS 201512 EPUB ¥2,310 ‐ ¥6,930

野尻抱影　星は周る 9784582531527

寺田寅彦 KP00014080 STANDARD BOOKS 201512 EPUB ¥2,310 ‐ ¥6,930

寺田寅彦　科学者とあたま 9784582531510

685

文学論で著名なバフチンだが、じつは哲学、言語学、記号論等々をまたぐ領域横断的な

知のあり方が本領。その巨大な知の全体像をあますところなく描く最良の入門書。平凡社

新書『バフチン――カーニヴァル・対話・笑い』（2011年刊）の増補版。

686

七月革命後の混迷のパリを舞台に物語は核心部へ。コゼットとの愛を育みつつ反政府秘

密結社員として活動を続けるマリユス、彼を慕うエポニーヌ、浮浪児ガヴローシュ……。

687

1832年、共和派市民が政府軍と死闘に。バリケードにはマリユスら主要登場人物たちが。

感動のフィナーレは地下道を抜け出た主人公の天上的な死。全５巻完結。

688

アイヌ＝「人間」とカムイ＝「人間にない力を持つものすべて」が織りなすさまざまな物語──

『ゴールデンカムイ』の監修者がひもとく、豊かなアイヌの世界観と口承文芸の魅力。

689

『源氏物語』の舞台ともなり、千年以上も続いた貴族の世界。生活・政治のあり方、太政

大臣・女院・里内裏の変遷など、その実態を解き明かす。1986年刊の名著、待望の復

刊。

690

朝鮮近代文学の祖と言われるも、解放後「親日」と糾弾され消息不明となった李光洙。日

本統治下の人々と社会をつぶさに描き、旧世界への危機感を喚起した傑作、ついに文庫

化！〔ムジョン〕は「無情」の韓国語読み

691

日本人歌手はなぜ国際的に評価されないのか？外国オペラ歌手の声帯治療例を紹介し

つつ、日本語のもつ問題点と発声・発語教育の重要性を指摘する、声帯障害専門医から

の提言。

692

中世カトリック教会で誕生したレクィエムは、常に宗教・時代・音楽家の死生観を映しながら

今日まで生み出されてきた。音楽に込められた死の意味と救済への祈りをさぐる。

693

幕府管轄下だけではなく金沢藩にも銀座があった。銀座役に就き、やがて咎めを受けること

になる商家が近世初頭からどのように成長・変貌したか、豊富な史料でその実像を生き生き

と描く。

694

古今東西の文学や民俗を渉猟し、洒脱な筆致で星を紹介した「星の文人」野尻抱影。

抱影が特に愛した星や四季折々の星の話などを厳選。

695

科学的精神と芸術的センスが融合した珠玉の随筆を生んだ寺田寅彦。科学者は頭が悪く

なければならないと唱える表題作他14篇を収録。

好評配信中＜平凡社選書＞

好評配信中＜STANDARD BOOKS＞
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岡潔 KP00014082 STANDARD BOOKS 201512 EPUB ¥2,310 ‐ ¥6,930

岡潔　数学を志す人に 9784582531534

中谷宇吉郎 KP00014083 STANDARD BOOKS 201602 EPUB ¥2,310 ‐ ¥6,930

中谷宇吉郎　雪を作る話 9784582531541

牧野富太郎 KP00014084 STANDARD BOOKS 201604 EPUB ¥2,310 ‐ ¥6,930

牧野富太郎　なぜ花は匂うか 9784582531558

串田孫一 KP00014085 STANDARD BOOKS 201606 EPUB ¥2,310 ‐ ¥6,930

串田孫一　緑の色鉛筆 9784582531565

稲垣足穂 KP00014086 STANDARD BOOKS 201608 EPUB ¥2,310 ‐ ¥6,930

稲垣足穂　飛行機の黄昏 9784582531572

朝永振一郎 KP00014087 STANDARD BOOKS 201609 EPUB ¥2,310 ‐ ¥6,930

朝永振一郎　見える光、

見えない光
9784582531589

湯川秀樹 KP00014088 STANDARD BOOKS 201701 EPUB ¥2,310 ‐ ¥6,930

湯川秀樹　詩と科学 9784582531596

中西悟堂 KP00014089 STANDARD BOOKS 201704 EPUB ¥2,310 ‐ ¥6,930

中西悟堂　フクロウと雷 9784582531602

南方熊楠 KP00014090 STANDARD BOOKS 201706 EPUB ¥2,310 ‐ ¥6,930

南方熊楠　人魚の話 9784582531619

神谷美恵子 KP00014091 STANDARD BOOKS 201708 EPUB ¥2,310 ‐ ¥6,930

神谷美恵子　島の診療記録から 9784582531626

日髙敏隆 KP00014092 STANDARD BOOKS 201710 EPUB ¥2,310 ‐ ¥6,930

日髙敏隆　ネコの時間 9784582531633

多田富雄 KP00014093 STANDARD BOOKS 201712 EPUB ¥2,310 ‐ ¥6,930

多田富雄　からだの声をきく 9784582531640

696

世界的数学者でありながら、日本人の心性や情緒などにも洞察を深め、多くの文章を遺し

た岡潔。代表作「春宵十話」をはじめ、近年世代を超えた人気を集める岡の随想を一冊

で。

697

「科学のこころ」を本棚に──スタンダードブックス第４巻は雪研究の第一人者・中谷宇吉

郎。代表作「立春の卵」、高野文子氏が取り上げ反響を呼んだ「天地創造の話」など13篇

収録。

698

日本植物学の父と呼ばれた牧野富太郎。花と植物の魅力の真髄を語った表題作、「私は

植物の愛人」と軽口を飛ばしつつ研究人生を振り返る「植物と心中する男」などを精選。

699

山や自然に、哲学や思想に、絵や音楽に……さまざまな表情をもつ著者による、何気ない

視点の揺さぶりや虚をつく発想が気づきをもたらす、日常を変えてくれる約40篇を精選。

700

独特のモダニズム感覚で、今も根強い人気を誇る稲垣足穂。月や星への憧れ、ヒコーキ野

郎たち礼讃、神戸の街への偏愛、そして幼少期の不思議な体験……。珠玉の随筆を精

選。

701

日本人として２人目のノーベル賞に輝いた朝永は、当代一流の粋人にして随筆の名手で

もあった。飄々とした闊達なユーモアと、平和への真摯な姿勢に満ちた珠玉の24篇を厳選。

702

日本人初のノーベル賞を受賞した湯川は「科学界の詩人」と呼ばれ、端正な文章で人々を

魅了した。鋭い観察眼と人間愛光る名随筆35篇。

703

「野鳥」という言葉をつくり、日本野鳥の会を創立した著者による、鳥への愛に満ちた随筆

集。自然と対峙しつづけたそのまなざしは、一級の文明批評ともなっている。

704

今年生誕150周年を迎えた知の巨人の遺した膨大な原稿を１冊に精選。自然科学、民

俗学、宗教学、歴史学、文学を軽々と横断し、古今東西を渉猟できる未知の読書体験

がここに。

705

ハンセン病患者に寄り添い続けた精神科医・神谷美恵子。瀬戸内の療養施設の経験、

使命感、育児、心に残る人々……人間と死に真摯に向き合い、たおやかに生きた人の美

しい随想。

706

チョウ、ネコ、そして人間……。自然の世界は生き物たちの不思議と知恵でいっぱい！ 　日

本の動物行動学の第一人者として活躍した著者の、ユーモアと発見に満ちた随筆を厳選。

707

生命とは何かを問い続け、究極の生命表現としての能に行き着いた免疫学の雄の思考を

一冊で。STANDARD BOOKS第２期完結
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今西錦司 KP00032306 STANDARD BOOKS 201902 EPUB ¥2,310 ‐ ¥6,930

今西錦司　生物レベルでの思考 9784582531695

柳田國男 KP00032307 STANDARD BOOKS 201902 EPUB ¥2,310 ‐ ¥6,930

柳田國男　ささやかなる昔 9784582531701

宮本常一 KP00032346 STANDARD BOOKS 201906 EPUB ¥2,310 ‐ ¥6,930

宮本常一　伝書鳩のように 9784582531725

今和次郎 KP00032364 STANDARD BOOKS 201908 EPUB ¥2,310 ‐ ¥6,930

今和次郎　思い出の品の整理学 9784582531732

折口信夫 KP00032379 STANDARD BOOKS 201910 EPUB ¥2,310 ‐ ¥6,930

折口信夫 山のことぶれ 9784582531718

三木成夫 KP00032397 STANDARD BOOKS 201912 EPUB ¥2,310 ‐ ¥6,930

三木成夫 いのちの波 9784582531749

柳田邦男 KP00014404 「絵本は人生に三度」手帖 1 201103 EPUB(固定) ¥2,090 ‐ ¥3,135

雨の降る日は考える日にしよう 9784582835045

柳田邦男 KP00014408 「絵本は人生に三度」手帖 2 201104 EPUB(固定) ¥2,090 ‐ ¥3,135

夏の日の思い出は心のゆりかご 9784582835168

柳田邦男 KP00014409 「絵本は人生に三度」手帖 3 201107 EPUB(固定) ¥2,090 ‐ ¥3,135

悲しみの涙は明日を生きる道しる

べ
9784582835236

有吉京子 KP00013979 SWAN 201411 EPUB(固定) ¥2,640 ‐ ¥3,960

SWAN 白鳥の祈り　愛蔵版1 9784582287585

有吉京子 KP00013980 SWAN 201411 EPUB(固定) ¥2,640 ‐ ¥3,960

SWAN 白鳥の祈り　愛蔵版2 9784582287592

708

独特の生態学で知られ、日本の霊長類研究を切り拓いた知の巨人が自身の自然観、探

検、宗教観までを綴る。

709

代表作「木綿以前の事」他、日本民俗学の父が全国を渉猟して見出した、いにしえと今の

この国の足跡。

710

日本各地を歩き、漂泊民や被差別民、歴史の表舞台に姿を表さなかった無名の人々の

営みや知恵に光を当てた「野の学者」宮本常一。膨大な著作のエッセンスを一冊に集成。

711

考現学は未来を考える立場だ──。ジャンパーを着て日本中を歩き回り、民家、服装、都

市文化、世相など現代風俗研究に前人未到の足跡を遺した第一人者が綴る生活者の

視線。

712

マレビトやヨリシロなど独創的な概念を通じ、古代の人々の考えと生活を明らかにしようとした

折口。民俗学、国文学、芸能史など、既存の学問分野を超える思想を一冊で。

713

吉本隆明はその著書との出会いを「ひとつの事件」と評した──。人間、動物、植物、はて

は天体にまで思いを巡らせ、生命科学を「思想」に跳躍させた不世出の解剖学者の精髄。

714

絵本は子供だけのものではない。生涯を通し、生きる上で本当に大切なものは何かを気づ

かせてくれる心の友なのだ。大好評の『大人が絵本に涙する時』につづく待望の名作絵本の

すすめ。

715

絵本をゆっくりと声に出して読む――そのとき貴重で豊かな時間が流れるだろう。大人にとっ

ても絵本は心の友なのだと誘う、好評エッセイ［絵本は人生に三度］手帖シリーズの第２

弾。

716

絵本は、誰もが大切にしている心の故郷、現実とファンタジーが往還する子どもの豊かな感

性の世界を生き直させてくれる！　好評エッセイ「絵本は人生に三度・手帖」シリーズ３部

作完結。

717

フィギュアスケートの選手で中学生の雫（しずく）は、天才ダンサー・拓巳（たくみ）に見い

だされ、バレエの世界へ。さまざまな葛藤を克服しながら、バレエの魅力に目覚めていく―

―。

718

フィギュアスケートの選手、雫（しずく）は、天才ダンサー・拓巳（たくみ）に見いだされ、バ

レエの世界へ。拓巳の創作バレエ「白鳥の祈り」でコンテスト本番を迎える。そして、次なる

挑戦は「ロミオとジュリエット」。新たなパートナー伝説は誕生するのか――？！

好評配信中＜SWAN＞コミック

好評配信中＜「絵本は人生に三度」手帖＞
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有吉京子 KP00013981 SWAN 200705 EPUB(固定) ¥2,640 ‐ ¥3,960

SWAN －白鳥－ 愛蔵版1 9784582287615

有吉京子 KP00013982 SWAN 200706 EPUB(固定) ¥2,640 ‐ ¥3,960

SWAN －白鳥－ 愛蔵版2 9784582287622

有吉京子 KP00013983 SWAN 200707 EPUB(固定) ¥2,640 ‐ ¥3,960

SWAN －白鳥－ 愛蔵版3 9784582287639

有吉京子 KP00013984 SWAN 200708 EPUB(固定) ¥2,640 ‐ ¥3,960

SWAN －白鳥－ 愛蔵版4 9784582287646

有吉京子 KP00013985 SWAN 200709 EPUB(固定) ¥2,640 ‐ ¥3,960

SWAN －白鳥－ 愛蔵版5 9784582287653

有吉京子 KP00013986 SWAN 200710 EPUB(固定) ¥2,640 ‐ ¥3,960

SWAN －白鳥－ 愛蔵版6 9784582287660

有吉京子 KP00013987 SWAN 200711 EPUB(固定) ¥2,640 ‐ ¥3,960

SWAN －白鳥－ 愛蔵版7 9784582287677

有吉京子 KP00013988 SWAN 200712 EPUB(固定) ¥2,640 ‐ ¥3,960

SWAN －白鳥－ 愛蔵版8 9784582287684

有吉京子 KP00013989 SWAN 200801 EPUB(固定) ¥2,640 ‐ ¥3,960

SWAN －白鳥－ 愛蔵版9 9784582287691

有吉京子 KP00013990 SWAN 200802 EPUB(固定) ¥2,640 ‐ ¥3,960

SWAN －白鳥－ 愛蔵版10 9784582287707

有吉京子 KP00013991 SWAN 200803 EPUB(固定) ¥2,640 ‐ ¥3,960

SWAN －白鳥－ 愛蔵版11 9784582287714

有吉京子 KP00013992 SWAN 200804 EPUB(固定) ¥2,640 ‐ ¥3,960

SWAN －白鳥－ 愛蔵版12 9784582287721

719

バレエ漫画の最高峰、超ロングセラー『SWAN』が愛蔵版に!　刊行30周年を記念したファ

ン待望のハイクオリティーな一冊。連載時のカラーや扉絵、主人公のその後がわかる描き下

ろし漫画も収録。

720

バレエ漫画の最高峰、超ロングセラー『SWAN』誕生30周年を記念した愛蔵版の第２

巻。連載時のカラー原稿再現や扉絵も収録したファン必携の一冊。主人公のその後がわか

る描き下ろし漫画も話題！

721

バレエ漫画の最高峰、超ロングセラー『SWAN』誕生30周年を記念した愛蔵版の第３

巻。連載時のカラー原稿再現や扉絵も収録したファン必携の一冊。主人公のその後がわか

る描き下ろし漫画も話題！

722

バレエ漫画の最高峰『SWAN』誕生30周年を記念した愛蔵版の第4巻。連載時のカラー

原稿再現や扉絵も収録したファン必携の一冊。主人公たちのその後がわかる特別描き下ろ

し漫画に反響続々！

723

次世代編「まいあ」にも描かれていないセルゲイエフ先生とリリアナが遂に登場！？ 主人公

達のその後がわかる描き下ろしに話題騒然！ バレエ漫画の最高峰『SWAN』誕生30周

年を記念したファン必携の書。

724

バレエ漫画の最高峰『SWAN』誕生30周年を記念した愛蔵版の第６巻。連載時のカラー

原稿再現や扉絵も収録したファン必携の一冊。主人公たちのその後がわかる特別描きおろ

し漫画に反響続々！

725

バレエ漫画の金字塔『SWAN』誕生30周年を記念した豪華版。注目の描きおろし第７話

は、ファン待望の人気男性キャラクター、ルシィが登場！　舞台はNY。レオンとの学生時代

の秘話が明かされる。

726

バレエ漫画の金字塔『SWAN』誕生30周年を記念した豪華版。主人公真澄はニューヨー

クに旅立ち、モダン・バレエへの新たな挑戦が始まる。大人気の描きおろしは、クリスマスの一

夜が描かれる…。

727

超ロングセラー漫画『SWAN』の豪華版。著者が一部を改訂した決定版ともいえる本編は

NYでモダンバレエに悩む真澄が描かれる。番外編は誰も知らなかったもう一つの『SWAN』

が読めると大人気！

728

超ロングセラー漫画の豪華版。著者が一部を改訂した決定版ともいえるNY・モダンバレエ編

は遂にクライマックスへ。ルシィとの愛にゆれる真澄の決断は！？ 番外編はシュツットガルト

での恋模様が描かれる。

729

著者が数十年ぶりに一部改訂した超ロングセラー漫画の決定版。NYから帰国した真澄は

ロシアの天才少女・リリアナと「アグリーダック」を競演することに。番外編はモスクワでのエピ

ソードが登場！

730

感動のバレエ巨編・SWAN愛蔵版、遂に最終巻へ！ 天才少女リリアナとの「アグリーダック」

対決の行方は！？　描きおろし番外編では、仲良くアルバムを整理する真澄とレオンの姿

が。その理由は……。
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有吉京子 KP00013993 SWAN 201102 EPUB(固定) ¥1,383 ‐ ¥2,075

SWAN モスクワ編1 9784582287738

有吉京子 KP00013994 SWAN 201202 EPUB(固定) ¥1,383 ‐ ¥2,075

SWAN モスクワ編2 9784582287745

有吉京子 KP00013995 SWAN 201301 EPUB(固定) ¥1,383 ‐ ¥2,075

SWAN モスクワ編3 9784582287752

有吉京子 KP00013996 SWAN 201403 EPUB(固定) ¥1,386 ‐ ¥2,079

SWAN モスクワ編4 9784582287769

有吉京子 KP00013997 SWAN 201603 EPUB(固定) ¥1,452 ‐ ¥2,178

SWAN －白鳥－　ドイツ編1 9784582287776

有吉京子 KP00013998 SWAN 201703 EPUB(固定) ¥1,452 ‐ ¥2,178

SWAN －白鳥－　ドイツ編2 9784582287783

有吉京子 KP00013999 SWAN 201803 EPUB(固定) ¥1,452 ‐ ¥2,178

SWAN －白鳥－　ドイツ編3 9784582287790

有吉京子 KP00032326 SWAN 201903 EPUB(固定) ¥1,496 ‐ ¥2,244

SWAN －白鳥－　ドイツ編4 9784582287806

有吉京子 KP00014000 SWAN 200612 EPUB(固定) ¥1,320 ‐ ¥1,980

まいあ Maia1 9784582287813

有吉京子 KP00014001 SWAN 200802 EPUB(固定) ¥1,320 ‐ ¥1,980

まいあ Maia2 9784582287820

有吉京子 KP00014002 SWAN 200902 EPUB(固定) ¥1,320 ‐ ¥1,980

まいあ Maia3 9784582287837

有吉京子 KP00014003 SWAN 200912 EPUB(固定) ¥1,320 ‐ ¥1,980

まいあ Maia4 9784582287844

731

累計2000万部以上を誇るバレエ漫画の金字塔、『SWAN－白鳥－』。その続編が約30

年の時を経て、遂に刊行！　大人気の主人公、真澄とレオンが帰ってきた！　漫画＆バレ

エファン待望の一冊。

732

ボリショイ・バレエから「アグリー・ダック」への出演依頼を受けた真澄とレオン。新たな課題、

「春の祭典」で新境地を開くのか!? そして、初日を迎えたライバル・リリアナの「アグリー・ダッ

ク」。奇跡の舞台に、衝撃が走る!!

733

超人気連載「SWAN―白鳥―モスクワ編」第３巻！　永遠のライバル、リリアナを失った

ショックで、真澄の封印が遂に解かれる。悲しみを乗り越えた真澄とレオンが完成させる「アグ

リー・ダック」、その覚醒のバレエとは――!?

734

リリアナの死の衝撃は真澄の封印を解き放ち、真澄とレオン、ふたりの「アグリー・ダック」は大

成功をおさめる。レオンへの気持ちにも真正面から向き合う真澄。幸せにむね胸ときめかすふ

たりに、セルゲイエフはある贈り物をする。そして、リリアナへの誓いも新たに、シュツットガルトへ

戻った真澄を待ち受けていたのは、新たな出会いと未来へ続く挑戦であった

735

バレエ漫画の金字塔『SWAN―白鳥―』の続編、モスクワ編に続くドイツ編、第１巻。リリア

ナの死を乗越え「アグリー・ダック」を成功させた真澄とレオンが、ドイツで巨匠ノイマイヤーの

「オテロ」に挑む。

736

バレエ漫画の金字塔『SWAN―白鳥―』の続編、モスクワ編に続くドイツ編、第２巻。巨

匠ノイマイヤーの「オテロ」を巡って真澄とレオンの絆が試される中、ハンブルクに移った真澄の

体調に異変が！？

737

バレエ漫画の金字塔『SWAN―白鳥―』の続編、モスクワ編に続くドイツ編、第３巻。尊

敬するノイマイヤーの「オテロ」のオーデションを経て、念願のデズデモーナ役を射止めた真澄。

レオンと喜び合うも束の間、病院で妊娠が告げられ――。

738

 1976年に連載を開始した有吉京子のバレエ漫画『SWAN―白鳥―』。40年以上愛さ

れてきた作品が本巻をもってついに完結！　人気NO.1のレオンの初恋を描く番外編、著者

インタビューも収録。

739

バレエ漫画の金字塔『SWAN』、待望の次世代編がついに単行本化！　世界最高峰のパ

リ・オペラ座を舞台に、旧作主人公の娘"まいあ"が夢の実現を目指す。貴重なバレエ漫画

デビュー作も収録。

740

バレエ漫画の最高峰『SWAN』の真澄とレオンの愛娘、まいあが活躍する次世代ストーリー

の第２巻！　難関を突破し、パリ・オペラ座バレエ学校に入学したまいあは、憧れの舞台を

目前に控え……。

741

バレエ漫画の傑作『SWAN』の真澄とレオンの愛娘、まいあが活躍する次世代ストーリー。

名門パリ・オペラ座バレエ学校の定期公演に取り組むまいあの前に、強烈な個性の持ち

主、リオが現われ……。

742

パリ・オペラ座バレエ学校を舞台に、名作『SWAN』の主人公の娘の成長を描く次世代ス

トーリー。クライマックスは再び日本へ。往年のファン待望の懐かしいキャラ総出演で第１部、

堂々完結！
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有吉京子 KP00032437 SWAN 202004 EPUB(固定) ¥1,496 ‐ ¥2,244

まいあ Maia5 9784582288452

こうの史代 KP00013976 201205 EPUB(固定) ¥2,200 ‐ ¥3,300

ぼおるぺん古事記1 9784582287462

こうの史代 KP00013977 201209 EPUB(固定) ¥2,200 ‐ ¥3,300

ぼおるぺん古事記2 9784582287479

こうの史代 KP00013978 201302 EPUB(固定) ¥2,200 ‐ ¥3,300

ぼおるぺん古事記3 9784582287486

１００％ＯＲＡＮＧＥ KP00014389 200903 EPUB(固定) ¥2,200 ‐ ¥3,300

SUNAO SUNAO　1 9784582834291

１００％ＯＲＡＮＧＥ KP00014390 201105 EPUB(固定) ¥2,200 ‐ ¥3,300

SUNAO SUNAO　2 9784582835274

１００％ＯＲＡＮＧＥ KP00014391 201311 EPUB(固定) ¥2,200 ‐ ¥3,300

SUNAO SUNAO　3 9784582836356

１００％ＯＲＡＮＧＥ KP00014392 201604 EPUB(固定) ¥2,200 ‐ ¥3,300

SUNAO SUNAO　4 9784582837247

笠井一子 KP00014118 コロナ・ブックス 199512 EPUB(固定) ¥3,416 ‐ ¥5,124

プロが選んだ調理道具 9784582633054

西森聡 KP00014119 コロナ・ブックス171 201206 EPUB(固定) ¥3,740 ‐ ¥5,610

ヨーロッパ鉄道紀行 9784582634686

茨木のり子 KP00014121 コロナ・ブックス207 201701 EPUB(固定) ¥3,520 ‐ ¥5,280

茨木のり子の献立帖 9784582635058

743

 第１部の完結から10年。2019年、満を持して第２部の連載がスタート！『SWAN―白

鳥―』の真澄とレオンの娘まいあはパリ・オペラ座バレエ学校の最上級生に。そしていよいよ

運命の入団試験が迫る──。パリ・オペラ座入団を目指すまいあは、学校祭に向けて稽古

に勤しむ。その間も頭から離れないのは入団試

744

驚くほどに愛らしく、自由で、残酷で、わがままな物語。 日本最古の神話・古事記がロマン

あふれる絵物語になってよみがえる!! 人気漫画家・こうの史代が原文(書き下し文)を生か

しながら、 物語を「絵」で読み解いていく、まったく新しい古事記本! 第1巻は天地創生、国

生み、黄泉の国、天の岩戸、ヤマタノオロチのエピソードなど、盛りだくさんの11話。

745

日本最古の神話・古事記を「絵」で読み解いていく、大好評コミックスの第二巻! 恋と歌、

死と生に彩られたオオクニヌシの冒険がついに始まる! 舞台を出雲に移し、因幡の白莵、根

の国訪問、妻問い、国譲りのエピソードまで8話を収録。

746

大好評コミックスがついに完結！ 天孫降臨、ニニギの結婚、海幸彦・山幸彦、海神の宮訪

問のエピソードなど、神代最後の時代を描く。 短編漫画「おとうと」、神さま大系図も収録。

751

味と出来映えにこだわるほど欲しくなる、本物の道具。使いやすく、合理的、そして長持ちす

る調理道具とは？　和洋中、食のプロが長年の経験から選びぬいた本物道具カタログ。

752

人気の高い中欧から北欧まで、車窓風景で巡る鉄道の旅。15日間で６つの国を気まま

に、最も贅沢に堪能するコースはコレだ！ 切符入手から安全対策まで初心者向けガイドつ

き。 １５日間、ハンガリー、チェコ、ドイツ、デンマーク、スウェーデン、ノルウェー６カ国の車窓

を見る旅。中欧から北欧へ、絶景いいとこ撮り。

753

詩人・茨木のり子が残した膨大な日記や料理のスクラップブックから、茨木家の食卓メニュー

を再現。愛用の台所道具や器も紹介。役立つレシピ付き。

好評配信中＜ぼおるぺん古事記＞コミック

好評配信中＜SUNAO SUNAOシリーズ＞

好評配信中＜コロナ・ブックス＞

747

人気イラストレーター・100％ORANGE、初のコミック本格作品集。主人公・スナオ少年

が、気弱な親友Ｃ君や謎のおじさんと繰り広げる、元気いっぱい、パンクでナンセンスな毎日

に抱腹絶倒！？

748

人気イラストレーター・100％ORANGEの、話題のコミック『SUNAO SUNAO』シリーズ第

２弾！ 主人公・スナオ少年の可愛くてポップでシュールな日々、まだまだ続きます。

749

人気イラストレーター、100％ORANGEの、本格コミック・シリーズ、第３弾。可愛くてポップ

な主人公・スナオ君が今度もパンクにシュールに大活躍!?　「ウェブ平凡」で話題連載の待

望の書籍化！

750

人気イラストレーター・100％ORANGEの、本格コミック・シリーズ、待望の第4弾！　可愛

くて、ポップな主人公・スナオ君が、今度もシュールに暴れるぞ～。「ウェブ平凡」の話題連載

の書籍化！
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コロナ・ブックス編集部【編】 KP00014122 コロナ・ブックス 209 201708 EPUB ¥4,400 ‐ ¥6,600

合田佐和子 9784582635089

太田記念美術館【監】　日野原健司【著】 KP00014123 コロナ・ブックス 210 201708 EPUB(固定) ¥3,740 ‐ ¥5,610

ヘンな浮世絵 9784582635096

コロナ・ブックス編集部【編】 KP00032276 コロナ・ブックス215 201810 EPUB(固定) ¥3,960 ‐ ¥5,940

谷口ジロー 9784582635140

中原淳一 KP00032327 コロナ・ブックス217 201903 EPUB(固定) ¥3,520 ‐ ¥5,280

新版　中原淳一 きもの読本 9784582635164

コロナ・ブックス編集部【編】 KP00032333 コロナ・ブックス216 201904 EPUB(固定) ¥3,960 ‐ ¥5,940

英国キュー王立植物園 9784582635157

クリス・コルファー【著】　田内志文【訳】 KP00014018 ザ・ランド・オブ・ストーリーズ 1 201807 EPUB ¥3,960 ‐ ¥5,940

願いをかなえる呪文 9784582315110

クリス・コルファー【著】　田内志文【訳】 KP00032244 ザ・ランド・オブ・ストーリーズ 2 201810 EPUB ¥4,180 ‐ ¥6,270

帰ってきた悪の魔女 9784582315127

クリス・コルファー【著】　田内志文【訳】 KP00032245 ザ・ランド・オブ・ストーリーズ 3 201901 EPUB ¥4,180 ‐ ¥6,270

グリムの警告 9784582315134

クリス・コルファー【著】　田内志文【訳】 KP00032246 ザ・ランド・オブ・ストーリーズ 4 201904 EPUB ¥4,180 ‐ ¥6,270

仮面の男と悪の軍団 9784582315141

クリス・コルファー【著】　田内志文【訳】 KP00032247 ザ・ランド・オブ・ストーリーズ 5 201908 EPUB ¥4,180 ‐ ¥6,270

コナーの四つの物語 9784582315158

クリス・コルファー【著】　田内志文【訳】 KP00032248 ザ・ランド・オブ・ストーリーズ 6 201909 EPUB ¥4,180 ‐ ¥6,270

魔法の扉がしまるとき 9784582315165

クリス・コルファー【著】　田内志文【訳】 KP00032452 ザ・ランド・オブ・ストーリーズ 202005 EPUB ¥3,300 ‐ ¥4,950

マザー・グースの日記 9784582315172

754

心眼のレンズを通して見た少女や猫や花などのモチーフを、油彩やオブジェ、写真、コラー

ジュなどで多彩に表現した伝説の画家、合田佐和子。 見る者を一瞬にして異なる時空へ

と連れ去る合田作品の魅力を、そのモチーフから、変化に富む様式から、作家が生前愛し

たものや暮らしぶりから、あますことなく探ってゆく、入門書にして決定版となる作品集。

755

幕末の江戸に登場したナゾの浮世絵師・歌川広景（ひろかげ）が描いた「江戸名所道戯

尽（どうけづくし）」全50作品でみていく「笑って、ふざけて、ずっこける！」おバカな江戸っ子

たちのユニークな名所図。

756

 漫画家・谷口ジローの画業とその深層に迫る決定版的一冊！！貴重な原画ギャラリーを

中心に、松本大洋スペシャルインタビューから風景描写のモチーフとなった武蔵野探訪、書

斎間取り図＆本棚大解剖、全作品リスト、貴重なプライベートショットまで、さまざまな視点

から谷口作品の魅力を徹底解剖。

757

中原淳一による着物についての唯一の本がイラスト満載の増補新装版で登場！　美しい

着つけのためのアドバイスや髪型のアレンジ、文様の解説など着物の教科書としても頼もし

い一冊。

758

 植物ファンを魅了し、世界の植物研究をリードする英国王立キュー植物園の初の公式ガイ

ドブック。百花繚乱な植物の写真と、美しい植物画でキューの全貌に迫る。解説＝荒俣宏

759

 ある日、双子のアレックスとコナーは、12歳の誕生日におばあちゃんにもらった絵本、『ザ・ラ

ンド・オブ・ストーリーズ』の中に吸い込まれてしまう。そこはおとぎ話の「いつまでも幸せに暮ら

しましたとさ。めでたし、めでたし」の後の世界だった。双子は元の世界に戻るため、「願いをか

なえる呪文」を探す冒険に出る――。

760

悪の魔女に母親が誘拐された！　双子は無事に救い出せるのか？　童話と現実の世界を

駆け巡る、全米ベストセラー冒険ファンタジーノベル。シリーズ第２弾！ ハリウッド映画化決

定！（全６巻）金原瑞人氏、山形浩生氏推薦！  ＊本電子版は単ページ表示でご覧く

ださい。

761

童話の世界〈ランド・オブ・ストーリーズ〉にフランスの軍隊が攻め込んでくる！？　双子は止

めることができるのか？　 全米ベストセラー冒険ファンタジーシリーズ第３弾！　ハリウッド映

画化決定！（全６巻）  ＊本電子版は単ページ表示でご覧ください。

762

謎の「仮面の男」を追って、双子は本から本へと駆けまわる。『オズの魔法使い』『ピーター・パ

ン』『ふしぎの国のアリス』……映画化決定！　冒険ファンタジーシリーズ第４弾！（全６

巻）

763

コナーが自作の四つの物語からヒーローをスカウトする！？　双子の兄妹が童話の世界を駆

け巡る全米ベストセラー冒険ファンタジーシリーズ第５弾！　ハリウッド映画化決定！（全

６巻）

764

ニューヨークのど真ん中に童話の世界の悪役たちが登場!!　双子の兄妹は最大のピンチをど

う切り抜ける！？　全米ベストセラー冒険ファンタジーシリーズ最終巻！　ハリウッド映画化

決定！  *本電子版は単ページ表示でご覧ください。

765

ハリウッド映画化決定「ザ・ランド・オブ・ストーリーズ」シリーズの人気キャラ「マザー・グース」の

物語。おとぎの国の秘密から、歴史上の人物たちとの冒険がいま明らかに！

好評配信中＜ザ・ランド・オブ・ストーリーズ＞



著者 Product　ID シリーズ名
底本刊行

年月
フォーマット

同時

アクセス1

本体価

同時

アクセス2

本体価

同時

アクセス3

本体価

書名 ISBN

NO

内容紹介

金子兜太 KP00032259 のこす言葉 201808 EPUB ¥2,640 ‐ ¥3,960

金子兜太　私が俳句だ 9784582741117

中村桂子 KP00032288 のこす言葉 201811 EPUB ¥2,640 ‐ ¥3,960

中村桂子　ナズナもアリも人間も 9784582741162

大林宣彦 KP00032290 のこす言葉 201811 EPUB ¥2,640 ‐ ¥3,960

大林宣彦　戦争などいらない

―未来を紡ぐ映画を
9784582741155

三浦雄一郎 KP00032313 のこす言葉 201902 EPUB ¥2,640 ‐ ¥3,960

三浦雄一郎　挑戦は

人間だけに許されたもの
9784582741148

中川李枝子 KP00032337 のこす言葉 201905 EPUB ¥2,640 ‐ ¥3,960

中川李枝子　本と子どもが

教えてくれたこと
9784582741131

半藤一利 KP00032338 のこす言葉 201905 EPUB ¥2,640 ‐ ¥3,960

半藤一利　橋をつくる人 9784582741186

ルース・スレンチェンスカ【著】 KP00032339 のこす言葉 201905 EPUB ¥2,640 ‐ ¥3,960

ルース・スレンチェンスカ

九十四歳のピアニスト

一音で語りかける

9784582741193

黒沼ユリ子 KP00032365 のこす言葉 201908 EPUB ¥2,640 ‐ ¥3,960

黒沼ユリ子　ヴァイオリンで

世界から学ぶ
9784582741216

辰野勇 KP00032418 のこす言葉 202003 EPUB ¥3,300 ‐ ¥4,950

辰野勇 モンベルの原点、

山の美学
9784582741223

藤森照信 KP00032419 のこす言葉 202002 EPUB ¥3,520 ‐ ¥5,280

藤森照信 建築が人に

はたらきかけること
9784582741230

宮間純一 KP00014020 ブックレット〈書物をひらく〉 201805 EPUB ¥2,200 ‐ ¥3,300

天皇陵と近代 9784582364514

766

98歳で逝去した反骨の俳人が最後に残した言葉。一つのことを極める上でどんな知恵を積

み重ねてきたのか。人生の先輩が切実な言葉で伝える語り下ろし自伝シリーズ創刊。

767

「生命誌」という新しい分野の先頭を走り続ける科学者であり、映画や舞台の制作・出演

など幅広い活動を続ける中村桂子という人間はいかにして生まれたのか？　その来し方と素

顔の日常。

768

余命半年の宣告から２年、今も青春と戦争をテーマに新作を撮り続ける映画作家が若い

人に伝えたいこと――人生の先輩が切実な言葉で伝える語り下ろし自伝シリーズ。

769

世界初となるエベレストのスキー滑降を成功させ、86歳の今も新しい目標に挑戦する冒険

家の体と心の整え方とは――人生の先輩が切実な言葉で伝える語り下ろし自伝シリーズ。

770

子ども時代に魅了された絵本と17年の保育士経験が『ぐりとぐら』『いやいやえん』『くじらぐ

も』を生み出した。――人生の先輩が切実な言葉で伝える語り下ろし自伝シリーズ。

771

今こそ伝えておかねばならない歴史として「昭和史」に取り組みつづける、原点と活力の源は

どこにあるのか。悪ガキ時代、戦争体験と雪中猛勉強生活、編集者時代の"秘話"。

772

４歳でデビュー、ラフマニノフやバックハウスなどの指導を受け、神童・天才の名をほしいままに

した米国生まれ、94歳のピアニストが語る、苦難を乗り越え続けた奇跡の生涯。大野陽子

【編著】

773

８歳でヴァイオリンと出会い、コンクール漬けの青春はチェコ留学で一変、移住したメキシコで

子どもたちに音楽を教え、帰国後は世界視点で日本を刺激し続ける稀有な一生。

774

日本のアウトドアブランドの雄「モンベル」創業者・辰野勇。世界最年少記録（当時）アイ

ガー登攀、資本金ゼロからの起業、ショップを通じた地域貢献……登山から学んだ人生哲

学を語る。

775

建築史家であり、複合施設「ラ コリーナ近江八幡」や「多治見市モザイクタイルミュージア

ム」など斬新な施設を生み出す建築家として話題の著者が語る半生と、独自の建築・文明

観。

776

明治に天皇号を与えられた大友皇子の墓は滋賀県長等山前に治定された後も、本当は

千葉県君津市の古墳との異説が長く主張された。運動はなぜ執拗に続いたか。  

好評配信中＜のこす言葉＞

好評配信中＜ブックレット〈書物をひらく〉＞



著者 Product　ID シリーズ名
底本刊行

年月
フォーマット

同時

アクセス1

本体価

同時

アクセス2

本体価

同時

アクセス3

本体価

書名 ISBN

NO

内容紹介

鈴木正崇 KP00014021 ブックレット〈書物をひらく〉 201805 EPUB ¥2,200 ‐ ¥3,300

熊野と神楽 9784582364521

吉田唯 KP00014022 ブックレット〈書物をひらく〉 201805 EPUB ¥2,200 ‐ ¥3,300

神代文字の思想 9784582364538

ピーター・コーニツキー KP00032250 ブックレット〈書物をひらく〉 14 201808 EPUB ¥2,200 ‐ ¥3,300

海を渡った日本書籍 9784582364545

山本登朗 KP00032251 ブックレット〈書物をひらく〉 15 201808 EPUB ¥2,200 ‐ ¥3,300

伊勢物語　流転と変転 9784582364552

寺島恒世 KP00032283 ブックレット〈書物をひらく〉 16 201811 EPUB ¥2,200 ‐ ¥3,300

百人一首に絵はあったか 9784582364569

山本啓介 KP00032284 ブックレット〈書物をひらく〉 17 201811 EPUB ¥2,200 ‐ ¥3,300

歌枕の聖地 9784582364576

岩橋清美片岡龍峰 KP00032320 ブックレット〈書物をひらく〉 18 201903 EPUB ¥2,200 ‐ ¥3,300

オーロラの日本史 9784582364583

赤澤真理 KP00032321 ブックレット〈書物をひらく〉 19 201903 EPUB ¥2,200 ‐ ¥3,300

御簾の下からこぼれ出る装束 9784582364590

岩坪健 KP00032385 ブックレット〈書物をひらく〉 20 201911 EPUB ¥2,200 ‐ ¥3,300

源氏物語といけばな 9784582364606

渡辺浩一 KP00032386 ブックレット〈書物をひらく〉 21 201911 EPUB ¥2,200 ‐ ¥3,300

江戸水没 9784582364613

ディディエ・ダヴァン KP00032429 ブックレット〈書物をひらく〉 23 202003 EPUB ¥2,200 ‐ ¥3,300

『無門関』の出世双六 9784582364637

日沖敦子 KP00032430 ブックレット〈書物をひらく〉 22 202003 EPUB ¥2,200 ‐ ¥3,300

時空を翔ける中将姫 9784582364620

777

中世以降、個性的な展開をとげた熊野信仰を、湯立、縁起の伝播、神楽の生成を軸に、

花祭や彦山との対比、修験の役割にも目を配りつつ分析、聖地熊野の根源を探りあてる。  

778

漢字伝来以前から日本にあったとされる神代文字。近世に作られたそれらの文字と文献に

は神道や和歌をめぐる多様な知が集積している。その一つ、ホツマ文献にその集積を探る。  

779

近代以前、ヨーロッパにも日本書籍がもたらされた。誰が、何のために、どんなルートで、どん

な本を手に入れたか。海を渡った本の由来を尋ね、知の欲求とその変遷をたどる。

780

伊勢物語コレクション「鉄心斎文庫」には、海外からの里帰り本など多様な由来の本、物語

自体の読まれ方の変遷を示す諸本が集う。本の流転と物語の変転のうちに『伊勢物語』を

読む。

781

その成立の先後が問題となってきた『百人一首』と『百人秀歌』の成り立ちを探り、後鳥羽

院を深く意識しつつなされた藤原定家の絵とセットの秀歌撰構想を説得的に解き明かす。

782

歌枕として多くの歌に詠みこまれてきた土地のうち、和歌の聖地へと昇格した和歌の浦・玉

津島を取り上げ、古代・中世・近世にどのように歌われてきたか、その変遷をとらえる。

783

藤原定家『明月記』をはじめ、六国史から公家の日記、近世の随筆や記録まで、古典籍

に残された日本のオーロラ観測記録を掘り起こし、歴史時代の太陽・地球間の出来事を解

明する。

784

絵巻物に描かれる御簾（みす）の下からこぼれ出る装束「打出（うちで）」、それはどんな

意味を表現するものだったか。建築空間の変容と打出の意匠や意義の変化にみる、「女性

の空間」のあり方。

785

源氏物語と足利将軍家に淵源を持つという華道流派「源氏流」。18世紀の江戸に出現し

て隆盛を誇った流派の軌跡のうちに、日本文化が源氏物語を受容した一つのあり方をみ

る。

786

繰り返し大水害に遭う人工都市江戸で、どんな対策と復興策が採られたか。経済的利益

と安全、縦割り行政、民意の黙殺など、今に通ずる問題満載のそのありようをたどる。

787

出身地中国でさほど有名でなかったこの禅書が、日本でなぜかくも尊重されるようになった

か。そもそも禅書とは何かから、?んで含める丁寧さで禅の聖典への道行を物語る。

788

当麻（たいま）曼荼羅から発して浄瑠璃などに変奏され、薬まで生み出した中将姫の物

語。そこには人々のどんな信仰や営みが息づいているか。名所化した説話の里の様態から

読み解く。



著者 Product　ID シリーズ名
底本刊行

年月
フォーマット

同時

アクセス1

本体価

同時
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荒木経惟 KP00014013 荒木経惟文学全集 199801 EPUB(固定) ¥3,960 ‐ ¥5,940

東京情事 9784582309119

荒木経惟 KP00014014 荒木経惟文学全集 199806 EPUB(固定) ¥5,280 ‐ ¥7,920

写真指想 9784582309157

荒木経惟 KP00014015 荒木経惟文学全集 199807 EPUB(固定) ¥4,840 ‐ ¥7,260

Ａ会話入門 9784582309164

荒木経惟 KP00014016 荒木経惟文学全集 199809 EPUB(固定) ¥6,160 ‐ ¥9,240

摘録　包茎亭日乗 9784582309171

荒木経惟 KP00014017 荒木経惟文学全集 199903 EPUB(固定) ¥3,960 ‐ ¥5,940

書き下ろし小説 9784582309188

徐京植 KP00014413 中学生の質問箱 201201 EPUB ¥3,080 ‐ ¥4,620

在日朝鮮人ってどんなひと？ 9784582835557

小出裕章 KP00014414 中学生の質問箱 201205 EPUB ¥2,640 ‐ ¥3,960

日本のエネルギー、

これからどうすればいいの？
9784582835731

川松泰美 KP00014415 中学生の質問箱 201303 EPUB ¥3,080 ‐ ¥4,620

生まれてくるってどんなこと？ 9784582836141

Ｃ・ダグラス・ラミス KP00014416 中学生の質問箱 201407 EPUB ¥3,080 ‐ ¥4,620

戦争するってどんなこと？ 9784582836660

早尾貴紀 KP00014417 中学生の質問箱 201602 EPUB ¥3,080 ‐ ¥4,620

国ってなんだろう？ 9784582837162

島薗進 KP00014418 中学生の質問箱 201702 EPUB ¥3,080 ‐ ¥4,620

宗教ってなんだろう？ 9784582837513

789

〈純写真から粋文学へ――〉、世紀末の東京を荒木がことばで挑発する。小説、紀行、ル

ポルタージュ、日記など多ジャンルの傑作を網羅する「荒木経惟文学全集」、待望の第一

弾。

790

男と女の間には写真機がある。ダジャレや引用を鏤めながら、写真の核心を鋭く抉るアラー

キー。“指想家” としての本領が発揮されたファン必携の一冊である。掲載図版多数。

791

「媚笑」「性論」「嘘真実」……。相手、時、場所に応じて変幻自在に言葉を発し続ける荒

木。対談・インタビューでの名言など、A（荒木）会話の魅力を満載したダジャレアリスムの

入門書。

792

〈断腸亭〉永井荷風を真似て、日々のよしなし事を、世相風俗の転変を虚実ないまぜの日

記に綴る。昭和の終焉と陽子の死を挟んで、80年代から90年代を駆け抜ける写狂人の

姿。

793

「吾輩は写真機である──」。狂騒と静寂のゆきかう世紀末の東京を、カメラの言葉で綴る

私小説。現代文学の可能性を無限に広げる、平成の戯作者アラーキーの野心作。

794

現代社会の情報過剰で全体像がとらえにくい問題を、テーマごとにまるまる一冊、中学生目

線の素朴な疑問に第一人者が答える形でひも解いてゆくシリーズ。第一弾は「在日朝鮮

人」を知る！

795

丁寧な話し言葉で、日本のエネルギーの将来を根本から考える一冊。原発廃止はもちろん

だが、何よりも一人一人が日々の生活を考え直すべき――10代はもちろん、大人にも考え

てほしい問題提起の書。

796

性教育のあり方があいまいな今、「性はいのちの話のひとつとして語るもの」として中学生以

上に向け、人が生まれてくる過程を根源からやさしく伝える決定版。明星学園の感動の授

業を書籍化。

797

戦争ってどんなことするの？　日本が戦争できる国になったら？　軍隊があるほうが危ない？

……ラミスさんが今こそ徹底的に答えます。

798

「がんばれニッポン！」と国際スポーツ試合で熱くなる私たち。そもそも「国」とは、私たちにとっ

ていったい何なのか？　根本からやわらかく考える。

799

なぜ宗教はあるの？　宗教はほんとうに人を救うの？　なければよく生きられない？　これか

ら宗教はどうなる？……質問形式で宗教を根っこから知り、今の視点で考える入門書。

好評配信中＜荒木経惟文学全集＞

好評配信中＜中学生の質問箱＞
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長岡慎介 KP00014419 中学生の質問箱 201705 EPUB ¥3,080 ‐ ¥4,620

お金ってなんだろう？ 9784582837537

古沢広祐 KP00014420 中学生の質問箱 201711 EPUB ¥3,080 ‐ ¥4,620

食べるってどんなこと？ 9784582837674

渡辺大輔 KP00014421 中学生の質問箱 201806 EPUB ¥3,080 ‐ ¥4,620

性の多様性ってなんだろう？ 9784582837803

宇都宮健児 KP00032293 中学生の質問箱 201812 EPUB ¥3,080 ‐ ¥4,620

天皇制ってなんだろう？ 9784582837933

若松英輔 KP00032318 中学生の質問箱 201903 EPUB ¥3,080 ‐ ¥4,620

詩を書くってどんなこと？ 9784582837964

松本卓也 KP00032357 中学生の質問箱 201907 EPUB ¥3,080 ‐ ¥4,620

心の病気ってなんだろう？ 9784582838091

池辺晋一郎 KP00032400 中学生の質問箱 201912 EPUB ¥3,080 ‐ ¥4,620

音楽ってなんだろう？ 9784582838190

石井清純 KP00032425 中学生の質問箱 202003 EPUB ¥3,080 ‐ ¥4,620

禅ってなんだろう？ 9784582838343

柴裕之 KP00014061 中世から近世へ 201707 EPUB ¥3,740 ‐ ¥5,610

徳川家康 9784582477313

丸島和洋 KP00014062 中世から近世へ 201709 EPUB ¥4,180 ‐ ¥6,270

武田勝頼 9784582477320

黒田基樹 KP00014063 中世から近世へ 201707 EPUB ¥3,740 ‐ ¥5,610

羽柴家崩壊 9784582477337

平井上総 KP00014064 中世から近世へ 201709 EPUB ¥3,740 ‐ ¥5,610

兵農分離はあったのか 9784582477344

800

毎日手にする、暮らしに密着したお金が世界を動かす仕組みとは？　そもそも人間社会に

なぜお金が生まれた？　経済の未来は？　話題の「イスラーム経済」もやさしくレクチャー。

801

食べないとなぜ死ぬの？　食べ物はどこから来る？　日本の食糧自給率はなぜ低い？　食

べ物の未来はどうなる？　日常の疑問にはじまり、生きる基本「食」を根っこから考える。

日本近世社会の根本概念を疑う。 中世から近世への社会転換を示す重要要素とされる

「兵農分離」。いま、この概念の存在自体が揺らいでいる。時代の変化はどのように訪れる

のか。最新の研究成果から実態に迫る。

802

「あなたの"性"はなんですか？」という質問に、どう答えますか？ LGBTだけじゃない、「普

通」の性のあり方も通して、多様な性について知り、学ぶ、考えるための一冊。

803

生前譲位が近づくなかで、そもそも日本独特の天皇制とは何なのか？　歴史と世界を踏ま

えて根っこから知り、一人ひとりが「この国の主人公」として考えるための入門書。

804

大震災と身近な人の死をきっかけに「詩と本当に出会い、人生が変わった」著者が、人にとっ

て詩はなぜ必要か、心と体に効く「詩を読む・書く」意味とプロセスを若い人に向けてやさしく

語る。

805

子供も大人も精神の不調を抱える現代、自分とは違う「棲まい方」をしている他人の世界

を知ることで、自身の「棲まい方」や生きづらさを相対的にとらえ、共生を目指す入門書。

806

音楽について知れば知るほど、感動や幸せは膨らみます。全方位で活躍する作曲家が豊

富な逸話とともに音楽の基礎と新しいアプローチを伝授、愉しい音楽ライフへと導きます。

807

流行りのマインドフルネスの原点でもある禅のそもそもから歴史、基本の教え、坐禅法、現

代での活用術などをやさしく説く。学校や社会生活で生かせる禅の知恵を知る一冊。

811

808

家康による天下一統の道筋は決して約束されてなどいなかった。境界の領主から天下人へ

と駆け上った一領主の足跡を、新出史料と新解釈で描く。シリーズ《中世から近世へ》第1

弾。

809

生き残りをかけて、信頼が問われた乱世――。 　個の実力のみに帰しては見誤る、武田氏

滅亡への道。　勝頼の「不運」とはいかなるものであったのか。　その正体を探っていけば、戦

国大名の本質が見えてくる。

810

茶々から片桐且元（かつもと）に宛てた書状群から浮かぶ関ヶ原後の羽柴家の立場、新

たな「天下人」家康との関係。大坂の陣に至る羽柴家内部の抗争について、滅亡までの

15年の実態に迫る。

好評配信中＜中世から近世へ＞



著者 Product　ID シリーズ名
底本刊行

年月
フォーマット

同時

アクセス1

本体価

同時

アクセス2

本体価

同時

アクセス3

本体価

書名 ISBN

NO

内容紹介

黒田基樹 KP00014065 中世から近世へ 201712 EPUB ¥3,740 ‐ ¥5,610

北条氏康の妻　瑞渓院 9784582477368

黒嶋敏 KP00014066 中世から近世へ 201802 EPUB ¥3,740 ‐ ¥5,610

秀吉の武威、信長の武威 9784582477375

天野忠幸 KP00032243 中世から近世へ 201806 EPUB ¥3,960 ‐ ¥5,940

松永久秀と下剋上 9784582477399

高木久史 KP00032260 中世から近世へ 201808 EPUB ¥3,960 ‐ ¥5,940

撰銭とビタ一文の戦国史 9784582477405

金子拓 KP00032261 中世から近世へ 201809 EPUB ¥3,960 ‐ ¥5,940

鳥居強右衛門 9784582477412

黒田基樹 KP00032303 中世から近世へ 201901 EPUB ¥3,960 ‐ ¥5,940

今川氏親と伊勢宗瑞 9784582477436

長澤伸樹 KP00032315 中世から近世へ 201902 EPUB ¥4,180 ‐ ¥6,270

楽市楽座はあったのか 9784582477443

小川雄 KP00032446 中世から近世へ 202004 EPUB ¥3,960 ‐ ¥5,940

水軍と海賊の戦国史 9784582477429

黒嶋敏 KP00032447 中世から近世へ 202005 EPUB ¥3,960 ‐ ¥5,940

天下人と二人の将軍 9784582477481

川上弘美 KP00014368 東京日記 1 200509 EPUB ¥2,640 ‐ ¥3,960

卵一個ぶんのお祝い。 9784582832822

川上弘美 KP00014369 東京日記 2 200711 EPUB ¥2,640 ‐ ¥3,960

ほかに踊りを知らない。 9784582833799

川上弘美 KP00014370 東京日記 3 201101 EPUB ¥2,640 ‐ ¥3,960

ナマズの幸運。 9784582834987

812

東国の名門今川家の出にして、関東最大の戦国大名の地位を確立した北条氏康の正

妻。彼女とその子どもらの婚姻関係のありようが戦国後期の北条家の動向に及ぼした影響

をたどる。

813

織田信長と豊臣秀吉は「天下人」としての正当性をどう語っていたのか。大名らに宛てた和

睦調停の文書から「武威」を手がかりに詳述する。さらに「惣無事令」への新理解も示す。

821

「四月某日　六年ぶりくらいに、お医者さんに行く。はりきって、よそゆきのブラジャーをしてい

く。」…… 　不思議におかしく、あわあわとした、カワカミ・ワールドの日常生活記。

822

「某月某日　ひよこの夢をみる。大きなひよこ十羽ほどにのしかかられる夢である。」……

不思議で可笑しく、ちょびっと切ない、カワカミさんの人気の日記、続いてます。2004～

2007年分を収録。

823

おおむね楽しい、ちょっぴりさみしい。カラダ半分、ずれている――。 　カワカミ・ワールドが詰

まった、日記シリーズ最新作。2008～2010年までの３年分を収録。「WEB平凡」の人

気連載を単行本化。

814

「戦国の梟雄」と語られた人物。だが主家や将軍殺し、信長との三度にわたる敵対など、そ

の多くは事実ですらない。室町社会の家格秩序に挑んだ改革者として初めて正当な評価

を下す決定版。

815

通貨、とりわけ「銭」に注目し、信長～家康期の貨幣統合過程の足跡を辿り、中世と近世

の転換点を探る。カネという社会通念を軸にしてはじめて見えてくる戦国・江戸期の実態に

迫る。  *本電子版は単ページ表示でご覧ください。

816

天正３年の長篠合戦で朽ちた無名の兵（鳥居強右衛門／とりい・すねえもん）は、なぜ

数多の文献に名を残し、旗にその姿が描かれたのか。歴史叙述における強右衛門の実像と

虚像のズレから、歴史とは何かを考える試み。

817

「今川仮名目録」を制定した氏親（うじちか）と関東を席巻した宗瑞（そうずい）（北条

早雲）。甥と叔父という関係とそれぞれの立場を切り口に、戦国大名はいかなる社会的背

景のもと生まれるのかを解く。

818

自由かつ平等な空間を実現する〈信長の専売特許〉政策とされてきた「楽市楽座令」。中

世から近世の転換期に何をもたらし、何を残したのか。通史上の新しい位置づけを試みる。

819

820

室町幕府滅亡までの約20年の実態とは。将軍足利義輝期の政治を押さえつつ、信長―

義昭の政治史を読み解く。「天下」と地方の関係性を重視、「天下人」の理解への再考も

促す。

大名や国衆に"協力"した「水軍」は江戸時代にもその編制と運用が維持され、徳川将軍

家の全国支配と鎖国体制の大きな支柱となった。海上の戦いは果たして戦国時代で終息

したのか。

好評配信中＜東京日記＞



著者 Product　ID シリーズ名
底本刊行

年月
フォーマット

同時
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本体価
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川上弘美 KP00014371 東京日記 4 201402 EPUB ¥2,860 ‐ ¥4,290

不良になりました。 9784582836424

川上弘美 KP00014372 東京日記 5 201704 EPUB ¥2,860 ‐ ¥4,290

赤いゾンビ、青いゾンビ。 9784582837551

飯田 蛇笏【編】 KP00014008 平凡社俳句歳時記 201212 EPUB(固定) ¥5,060 ‐ ¥7,590

春 9784582305173

富安 風生【編】 KP00014009 平凡社俳句歳時記 201212 EPUB(固定) ¥5,500 ‐ ¥8,250

夏 9784582305180

水原 秋桜子【編】 KP00014010 平凡社俳句歳時記 201212 EPUB(固定) ¥5,060 ‐ ¥7,590

秋 9784582305197

山口 青邨【編】 KP00014011 平凡社俳句歳時記 201212 EPUB(固定) ¥5,060 ‐ ¥7,590

冬 9784582305203

大野 林火【編】 KP00014012 平凡社俳句歳時記 201212 EPUB(固定) ¥4,840 ‐ ¥7,260

新年 9784582305210

清水久男【監修】 KP00014751 別冊太陽 201706 EPUB(固定) ¥5,500 ‐ ¥8,250

川瀬巴水　決定版 9784582922523

樋口一貴【監修】 KP00014752 別冊太陽 201801 EPUB(固定) ¥5,720 ‐ ¥8,580

国貞の春画 9784582922585

中島潔 KP00014753 別冊太陽 201504 EPUB(固定) ¥5,060 ‐ ¥7,590

中島潔　いのちと風のものがたり 9784582945706

早川聞多【監修】 KP00014754 別冊太陽 201508 EPUB(固定) ¥5,720 ‐ ¥8,580

錦絵春画 9784582945737

824

川上弘美の人気日記シリーズ、待望の最新作！　東日本大震災、引っ越し、入院、手術

……。 　2010年～2013年は、ほんとうに、いろいろなことがありました。カワカミ・ワールドの

エッセンス。

825

あなたの身の回りでも、不思議なこと、愉快なこと、実はいっぱい起こっていませんか？ 　「事

実は小説より奇なり」。 　もはやライフワークのカワカミさんの人気日記シリーズ、第５巻！

826

日本を代表する第一級の俳人ら7人が1959年に編んだ歳時記の新装版。古典名句から

明治・大正・昭和まで、豊富な例句と品格ある季語解説で日本人の季節感の豊かさを知

る、生活文化の百科事典。春の季語3824収録。

827

日本を代表する第一級の俳人ら7人が1959年に編んだ歳時記の新装版。古典名句から

明治・大正・昭和まで、豊富な例句と品格ある季語解説で日本人の季節感の豊かさを知

る、生活文化の百科事典。夏の季語3046収録。

828

日本を代表する第一級の俳人ら7人が1959年に編んだ歳時記の新装版。古典名句から

明治・大正・昭和まで、豊富な例句と品格ある季語解説で日本人の季節感の豊かさを知

る、生活文化の百科事典。秋の季語3024収録。

829

日本を代表する第一級の俳人ら7人が1959年に編んだ歳時記の新装版。古典名句から

明治・大正・昭和まで、豊富な例句と品格ある季語解説で日本人の季節感の豊かさを知

る、生活文化の百科事典。冬の季語2151収録。

830

日本を代表する第一級の俳人ら7人が1959年に編んだ歳時記の新装版。古典名句から

明治・大正・昭和まで、豊富な例句と品格ある季語解説で日本人の季節感の豊かさを知

る、生活文化の百科事典。新年の季語1408、季語総索引と俳人忌日一覧、歳時記書

目解題を収録。

831

日本全国を旅し、四季折々の風景を描いた巴水。 大正・昭和に勃興した"新版画"の旗

手として生涯に遺した約700図の木版画は、 今も人々の心に、日本の在りし日の姿を呼

び起こす。 "旅情詩人"とも称された、その画業に迫る。

卓越した筆さばきと大胆緻密な構図で、江戸随一の人気絵師へと上りつめた国貞。 浮世

絵史上最多の作品を残し、役者絵と美人画に通じた国貞の、愉悦の春画世界に分け入

る──。 巻頭では、本邦初公開となる『正寫相生源氏』の初摺を全図掲載。 全図にわ

たって施された超絶技法の数々も部分図にて展開する。

833

四季の草原と子どもたちの童画で知られる中島潔が、生きにくい時代に生きる人たちへメッ

セージを込めて描いた10年ぶりの作品集。

834

華やかな錦絵春画を描いた春信、湖龍斎、清長、春潮、歌麿、北斎、英泉、豊国、国

貞、国芳ら日本を代表する浮世絵師10人の名品撰。

832

好評配信中＜平凡社俳句歳時記＞

好評配信中＜別冊太陽＞
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丸山宗利【監修】 KP00032287 別冊太陽 日本のこころ 262 201805 EPUB(固定) ¥5,280 ‐ ¥7,920

昆虫のすごい世界 9784582922622

別冊太陽編集部【編】 KP00032301 別冊太陽 日本のこころ 269 201812 EPUB(固定) ¥5,500 ‐ ¥8,250

フリーア美術館 9784582922691

池上英洋【監修】 KP00032336 別冊太陽 日本のこころ 273 201904 EPUB(固定) ¥5,500 ‐ ¥8,250

レオナルド・ダ・ヴィンチを旅する 9784582922738

木村雄一【著】　地理情報開発【編】 KP00032433 別冊太陽 202003 EPUB(固定) ¥5,500 ‐ ¥8,250

日本貨物鉄道地図鑑 9784582945973

小池寿子　高橋明也【監修】 KP00032438 別冊太陽スペシャル 202002 EPUB(固定) ¥5,500 ‐ ¥8,250

ロンドン・ナショナル・ギャラリー 9784582945966

太陽の地図帖編集部【編】 KP00014755 太陽の地図帖_033 201705 EPUB(固定) ¥2,640 ‐ ¥3,960

楳図かずお『漂流教室』

異次元への旅
9784582945775

石垣忍　林昭次【監】　土屋健【本文執筆】 KP00014756 太陽の地図帖_035 201804 EPUB(固定) ¥2,640 ‐ ¥3,960

楽しい日本の恐竜案内 9784582945843

大橋広好　門田裕一　邑田仁　米倉浩司　木原浩【編】 KP00014094 日本の野生植物 201512 PDF ¥44,000 ‐ ¥66,000

改訂新版　日本の野生植物　1

ソテツ科～カヤツリグサ科
9784582535310

大橋広好　門田裕一　邑田仁　米倉浩司　木原浩【編】 KP00014095 日本の野生植物 201603 PDF ¥48,400 ‐ ¥72,600

改訂新版　日本の野生植物　2

イネ科～イラクサ科
9784582535327

大橋広好　門田裕一　邑田仁　米倉浩司　木原浩【編】 KP00014096 日本の野生植物 201608 PDF ¥48,400 ‐ ¥72,600

改訂新版　日本の野生植物　3

バラ科～センダン科
9784582535334

大橋広好　門田裕一　邑田仁　米倉浩司　木原浩【編】 KP00014097 日本の野生植物 201610 PDF ¥48,400 ‐ ¥72,600

改訂新版　日本の野生植物　4

アオイ科～キョウチクトウ科
9784582535341

大橋広好　門田裕一　邑田仁　米倉浩司　木原浩【編】 KP00014098 日本の野生植物 201702 PDF ¥52,800 ‐ ¥79,200

改訂新版　日本の野生植物　5

ヒルガオ科～スイカズラ科
9784582535358

835

 昆虫はふしぎ、たのしい、美しい！！　 歩く宝石のような甲虫から、色鮮やかなチョウ、子ど

もの友達・トンボ、夏の風物詩・セミ、社会性昆虫の代表・アリ、驚異の跳躍を見せるバッタ

など……。　 地球でもっとも繁栄を極めた生物である昆虫のおどろくべき生態、高度な技

術、美しい姿を一挙紹介。

836

 ワシントンにあるフリーア美術館は世界有数の日本コレクションをもつ。国宝級の作品の中

から、宗達や光琳、北斎や歌麿の肉筆画、若冲など、日本では見られない逸品を紹介。

837

 今年没後500年となるルネサンスの巨匠の足跡を、生地ヴィンチ村から始め、作品の舞台

となった風景や、それぞれの場所に残るダ・ヴィンチの記憶を多数の写真と作品でたどる。

843

新しい系統分類体系APGⅢを採用、旧版の知見をもとに新しい情報を付加し、カラー写

真も一新。イネ科からイラクサ科を収載。

844

新しい系統分類体系APGⅢを採用、旧版の知見をもとに新しい情報を付加し、カラー写

真も一新。バラ科からセンダン科を収載。

845

新しい系統分類体系APGⅢを採用、旧版の知見をもとに新しい情報を付加し、カラー写

真も一新。アオイ科～キョウチクトウ科 を収載。

846

新しい系統分類体系APGⅢを採用、旧版の知見をもとに新しい情報を付加し、カラー写

真も一新。ヒルガオ科～スイカズラ科 を収載。

 日本中を走る姿が健気な編成写真集、凜々しい機関車名鑑、完全網羅の貨物路線

図、未知の貨物線旅行……。最旬の鉄道貨物をヴィジュアルに味わい尽くす。鉄道貨物

協会全面協力。

839

 「西洋絵画の教科書」とも謳われ、13～19世紀の西洋美術史を体系的にたどれる驚異

のコレクションを誇るロンドン・ナショナル・ギャラリー。傑作揃いのなかでも、さらに厳選した名

作を通して、魅惑の西洋美術史をひもとく！

840

空前絶後の衝撃作『漂流教室』。大和小学校を舞台に少年少女たちがさまざまな困難に

立ち向かう壮大な物語は、約45年の時を超えてもなお国内外で読み継がれて多くの人々

を魅了してやまない。『漂流教室』が描いた生きるためのヒントをいま改めて知るための永久

保存版。

841

日本で発見された恐竜化石を訪ね、日本各地を旅しよう！ 　巨大な恐竜の全身骨格が

発見され話題の北海道むかわ町から、新種が数多くみつかっている福井県勝山市、関東

唯一の恐竜の里・群馬県神流町まで、5地域17種類の恐竜とゆかりの場所を徹底詳解

する初めての一冊。

好評配信中＜改訂新版　日本の野生植物＞

842

日本を代表する植物図鑑、30年ぶりの改訂。新しい系統分類体系APGⅢを採用、旧版

の知見をもとに新しい情報を付加し、カラー写真も一新。第1巻はソテツ科からカヤツリグサ

科を収載。

838
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底本刊行

年月
フォーマット

同時

アクセス1

本体価

同時

アクセス2

本体価

同時

アクセス3

本体価

書名 ISBN

NO

内容紹介

加藤周一 KP00014023 加藤周一著作集 197902 PDF ¥8,360 ‐ ¥12,540

加藤周一著作集　1

文学の擁護
9784582365016

加藤周一 KP00014024 加藤周一著作集 197910 PDF ¥8,360 ‐ ¥12,540

加藤周一著作集　2

現代ヨーロッパ思想註釈
9784582365023

加藤周一 KP00014025 加藤周一著作集 197810 PDF ¥8,360 ‐ ¥12,540

加藤周一著作集　3

日本文学史の定点
9784582365030

加藤周一 KP00014026 加藤周一著作集 197906 PDF ¥8,360 ‐ ¥12,540

加藤周一著作集　4

日本文学史序説　上
9784582365047

加藤周一 KP00014027 加藤周一著作集 198005 PDF ¥8,360 ‐ ¥12,540

加藤周一著作集　5

日本文学史序説　下
9784582365054

加藤周一 KP00014028 加藤周一著作集 197812 PDF ¥8,360 ‐ ¥12,540

加藤周一著作集　6

近代日本の文学的伝統
9784582365061

加藤周一 KP00014029 加藤周一著作集 197907 PDF ¥8,360 ‐ ¥12,540

加藤周一著作集　7

近代日本の文明史的位置
9784582365078

加藤周一 KP00014030 加藤周一著作集 197903 PDF ¥8,360 ‐ ¥12,540

加藤周一著作集　8

現代の政治的意味
9784582365085

加藤周一 KP00014031 加藤周一著作集 197901 PDF ¥8,360 ‐ ¥12,540

加藤周一著作集　9

中国・アメリカ往還
9784582365092

加藤周一 KP00014032 加藤周一著作集 197905 PDF ¥8,360 ‐ ¥12,540

加藤周一著作集　10

ある旅行者の思想
9784582365108

加藤周一 KP00014033 加藤周一著作集 197908 PDF ¥8,360 ‐ ¥12,540

加藤周一著作集　11

藝術の精神史的考察
9784582365115

847

マチネ・ポエティクのひとりとして『１９４６　文学的考察』で文壇に登場して以来、文学、

芸術を中心にして政治、社会、思想など多方面にわたる評論・創作活動に従事し、戦後

日本を代表する知性ともいうべき加藤周一（１９１９～　）の、旧制高校時代から１

９７９年までの主な活動を集成する。本著作集は、著者自身の編集になる。

848

マチネ・ポエティクのひとりとして『１９４６　文学的考察』で文壇に登場して以来、文学、

芸術を中心にして政治、社会、思想など多方面にわたる評論・創作活動に従事し、戦後

日本を代表する知性ともいうべき加藤周一（１９１９～　）の、旧制高校時代から１

９７９年までの主な活動を集成する。本著作集は、著者自身の編集になる。

加藤周一著作集/澁澤敬三著作集/日本常民生活絵引/南方熊楠全集/

伊波普猷全集/宮崎滔天全集/喜田貞吉著作集/岡倉天心全集

849

マチネ・ポエティクのひとりとして『１９４６　文学的考察』で文壇に登場して以来、文学、

芸術を中心にして政治、社会、思想など多方面にわたる評論・創作活動に従事し、戦後

日本を代表する知性ともいうべき加藤周一（１９１９～　）の、旧制高校時代から１

９７９年までの主な活動を集成する。本著作集は、著者自身の編集になる。

850

マチネ・ポエティクのひとりとして『１９４６　文学的考察』で文壇に登場して以来、文学、

芸術を中心にして政治、社会、思想など多方面にわたる評論・創作活動に従事し、戦後

日本を代表する知性ともいうべき加藤周一（１９１９～　）の、旧制高校時代から１

９７９年までの主な活動を集成する。本著作集は、著者自身の編集になる。

851

マチネ・ポエティクのひとりとして『１９４６　文学的考察』で文壇に登場して以来、文学、

芸術を中心にして政治、社会、思想など多方面にわたる評論・創作活動に従事し、戦後

日本を代表する知性ともいうべき加藤周一（１９１９～　）の、旧制高校時代から１

９７９年までの主な活動を集成する。本著作集は、著者自身の編集になる。

852

マチネ・ポエティクのひとりとして『１９４６　文学的考察』で文壇に登場して以来、文学、

芸術を中心にして政治、社会、思想など多方面にわたる評論・創作活動に従事し、戦後

日本を代表する知性ともいうべき加藤周一（１９１９～　）の、旧制高校時代から１

９７９年までの主な活動を集成する。本著作集は、著者自身の編集になる。

853

マチネ・ポエティクのひとりとして『１９４６　文学的考察』で文壇に登場して以来、文学、

芸術を中心にして政治、社会、思想など多方面にわたる評論・創作活動に従事し、戦後

日本を代表する知性ともいうべき加藤周一（１９１９～　）の、旧制高校時代から１

９７９年までの主な活動を集成する。本著作集は、著者自身の編集になる。

854

マチネ・ポエティクのひとりとして『１９４６　文学的考察』で文壇に登場して以来、文学、

芸術を中心にして政治、社会、思想など多方面にわたる評論・創作活動に従事し、戦後

日本を代表する知性ともいうべき加藤周一（１９１９～　）の、旧制高校時代から１

９７９年までの主な活動を集成する。本著作集は、著者自身の編集になる。

855

マチネ・ポエティクのひとりとして『１９４６　文学的考察』で文壇に登場して以来、文学、

芸術を中心にして政治、社会、思想など多方面にわたる評論・創作活動に従事し、戦後

日本を代表する知性ともいうべき加藤周一（１９１９～　）の、旧制高校時代から１

９７９年までの主な活動を集成する。本著作集は、著者自身の編集になる。

856

マチネ・ポエティクのひとりとして『１９４６　文学的考察』で文壇に登場して以来、文学、

芸術を中心にして政治、社会、思想など多方面にわたる評論・創作活動に従事し、戦後

日本を代表する知性ともいうべき加藤周一（１９１９～　）の、旧制高校時代から１

９７９年までの主な活動を集成する。本著作集は、著者自身の編集になる。

857

マチネ・ポエティクのひとりとして『１９４６　文学的考察』で文壇に登場して以来、文学、

芸術を中心にして政治、社会、思想など多方面にわたる評論・創作活動に従事し、戦後

日本を代表する知性ともいうべき加藤周一（１９１９～　）の、旧制高校時代から１

９７９年までの主な活動を集成する。本著作集は、著者自身の編集になる。

好評配信中＜平凡社全集　シリーズ＞
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加藤周一 KP00014034 加藤周一著作集 197811 PDF ¥8,360 ‐ ¥12,540

加藤周一著作集　12

藝術の精神史的考察
9784582365122

加藤周一 KP00014035 加藤周一著作集 197904 PDF ¥8,360 ‐ ¥12,540

加藤周一著作集　13

小説詩歌
9784582365139

加藤周一 KP00014036 加藤周一著作集 197909 PDF ¥8,360 ‐ ¥12,540

加藤周一著作集　14

羊の歌
9784582365146

加藤周一 KP00014037 加藤周一著作集 197911 PDF ¥8,360 ‐ ¥12,540

加藤周一著作集　15

上野毛雑文
9784582365153

加藤周一【著】　鷲巣力【編】 KP00014038 加藤周一著作集 199612 PDF ¥8,360 ‐ ¥12,540

加藤周一著作集　16

科学技術時代の文学
9784582365160

加藤周一【著】　鷲巣力【編】 KP00014039 加藤周一著作集 199610 PDF ¥8,360 ‐ ¥12,540

加藤周一著作集　17

日本の詩歌日本の文体
9784582365177

加藤周一【著】　鷲巣力【編】 KP00014040 加藤周一著作集 201009 PDF ¥8,360 ‐ ¥12,540

加藤周一著作集　18

近代日本の文学者の型
9784582365184

加藤周一【著】　鷲巣力【編】 KP00014041 加藤周一著作集 199701 PDF ¥8,360 ‐ ¥12,540

加藤周一著作集　19

藝術における伝統と現代性
9784582365191

加藤周一【著】　鷲巣力【編】 KP00014042 加藤周一著作集 199704 PDF ¥8,360 ‐ ¥12,540

加藤周一著作集　20

日本美術の心とかたち
9784582365207

加藤周一【著】　鷲巣力【編】 KP00014043 加藤周一著作集 199706 PDF ¥8,360 ‐ ¥12,540

加藤周一著作集　21

山中人間話・夕陽妄語　Ⅰ
9784582365214

加藤周一【著】　鷲巣力【編】 KP00014044 加藤周一著作集 199707 PDF ¥8,360 ‐ ¥12,540

加藤周一著作集　22

夕陽妄語
9784582365221

加藤周一【著】 KP00014045 加藤周一著作集 199703 PDF ¥8,360 ‐ ¥12,540

加藤周一著作集　23

現代日本私註・『羊の歌』その後
9784582365238

858

マチネ・ポエティクのひとりとして『１９４６　文学的考察』で文壇に登場して以来、文学、

芸術を中心にして政治、社会、思想など多方面にわたる評論・創作活動に従事し、戦後

日本を代表する知性ともいうべき加藤周一（１９１９～　）の、旧制高校時代から１

９７９年までの主な活動を集成する。本著作集は、著者自身の編集になる。

859

マチネ・ポエティクのひとりとして『１９４６　文学的考察』で文壇に登場して以来、文学、

芸術を中心にして政治、社会、思想など多方面にわたる評論・創作活動に従事し、戦後

日本を代表する知性ともいうべき加藤周一（１９１９～　）の、旧制高校時代から１

９７９年までの主な活動を集成する。本著作集は、著者自身の編集になる。

860

マチネ・ポエティクのひとりとして『１９４６　文学的考察』で文壇に登場して以来、文学、

芸術を中心にして政治、社会、思想など多方面にわたる評論・創作活動に従事し、戦後

日本を代表する知性ともいうべき加藤周一（１９１９～　）の、旧制高校時代から１

９７９年までの主な活動を集成する。本著作集は、著者自身の編集になる。

861

マチネ・ポエティクのひとりとして『１９４６　文学的考察』で文壇に登場して以来、文学、

芸術を中心にして政治、社会、思想など多方面にわたる評論・創作活動に従事し、戦後

日本を代表する知性ともいうべき加藤周一（１９１９～　）の、旧制高校時代から１

９７９年までの主な活動を集成する。本著作集は、著者自身の編集になる。

862

１９８０年に完結した第１期著作集の続篇。第１６巻は、「科学と文学」「『知る』という

こと」、サルトルをめぐる２作品など現代における知と文学的感性のありようを探る９つの論

考。

863

１９８０年に完結した第１期著作集の続篇。７９年から現在までの主要著作を収め

る。第１７巻は「梁塵秘抄」「中原中也」「明治初期の文体」「翻訳論」など、詩と文体に

関する９作品。第２期は全９巻(17～25)。

864

本書で描かれた鴎外、茂吉、杢太郎、立原道造、中村真一郎ほか戦後文学派から辻邦

生までの驚くほど多彩な文学者の姿は、『日本文学史序説』の近現代編を読むがごとくであ

る。著作集、ついに完結！

865

「同時代とは何か」から「絵のなかの女たち」「歌舞伎雑談」「バッハ、ロック、バウハウス」「随

筆ヴェネツィア住まい」まで、芸術と町、日本文化に基底についての３０作品。

866

『日本その心とかたち』全10巻を一冊にまとめる。縄文の美をはじめ、仏教美術、書・水墨

画、茶陶、琳派、浮世絵を経て「日本の20世紀」まで、日本の美の歴史を改めて捉え返

す。

867

（第2期・全24巻）はじめ「山中人【カン】話」、のち「夕陽妄語」と題して『朝日新聞』に月

一度連載中の定評のコラム。本巻には８０年代後半までの８４編が収められ、多彩な話

題に世界と日本のその時々が甦る。

868

朝日新聞に月一度連載中の定評のコラム。９０年代半ばまで、激動期に記された７７

編。話題はソ連邦解体など時として時事にかかわり、時として時事を離れ、芸術、文化、人

を語る。

869

「『羊の歌』その後」(書きおろし７０枚）を収録。北米、ヨーロッパ、中国などでの“私の歴

史の節目となった”６０年代以降の体験を記す。ほかに「戦後世界と日本」など、全２３

作品。
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加藤周一【著】 KP00014046 加藤周一著作集 199712 PDF ¥8,360 ‐ ¥12,540

加藤周一著作集　24

歴史としての二〇世紀
9784582365245

澁澤敬三【著】　網野善彦【編】 KP00014048 澁澤敬三著作集 199203 EPUB(固定) ¥18,154 ‐ ¥27,231

澁澤敬三著作集　1

祭魚洞雑録／祭魚洞襍考
9784582429411

澁澤敬三【著】　網野善彦【編】 KP00014049 澁澤敬三著作集 199206 EPUB(固定) ¥17,727 ‐ ¥26,591

澁澤敬三著作集　2

日本魚名の研究 ／

日本釣漁技術史小考

9784582429428

澁澤敬三【著】　網野善彦【編】 KP00014050 澁澤敬三著作集 199210 EPUB(固定) ¥17,727 ‐ ¥26,591

澁澤敬三著作集　3

犬歩当棒録／東北犬歩当棒録
9784582429435

澁澤敬三【著】　網野善彦　渋沢雅英　二野瓶徳夫【編】 KP00014051 澁澤敬三著作集 199302 EPUB(固定) ¥17,727 ‐ ¥26,591

澁澤敬三著作集　4

南米通信／雁信集・旅譜と片影
9784582429442

澁澤敬三【著】　網野善彦　渋沢雅英【編】 KP00014052 澁澤敬三著作集 199307 EPUB(固定) ¥18,154 ‐ ¥27,231

澁澤敬三著作集　5

未公刊論文・随想／

年譜・総索引

9784582429459

澁澤敬三【著】　神奈川大学日本常民文化研究所【編】 KP00014068 198408 EPUB(固定) ¥10,560 ‐ ¥18,480

絵巻物による

日本常民生活絵引　1
9784582485011

澁澤敬三【著】　神奈川大学日本常民文化研究所【編】 KP00014069 198408 EPUB(固定) ¥10,560 ‐ ¥18,480

絵巻物による

日本常民生活絵引　2
9784582485028

澁澤敬三【著】　神奈川大学日本常民文化研究所【編】 KP00014070 198408 EPUB(固定) ¥10,560 ‐ ¥18,480

絵巻物による

日本常民生活絵引　3
9784582485035

澁澤敬三【著】　神奈川大学日本常民文化研究所【編】 KP00014071 198408 EPUB(固定) ¥10,560 ‐ ¥18,480

絵巻物による

日本常民生活絵引　4
9784582485042

澁澤敬三【著】　神奈川大学日本常民文化研究所【編】 KP00014072 198408 EPUB(固定) ¥10,560 ‐ ¥18,480

絵巻物による

日本常民生活絵引　5
9784582485059

澁澤敬三【著】　神奈川大学日本常民文化研究所【編】 KP00014073 198408 EPUB(固定) ¥2,200 ‐ ¥3,960

絵巻物による

日本常民生活絵引　総索引
9784582485066

870

洗練されたヒューモアと緻密かつ厳しい語り口の妙味――「韓国紀行」「冷戦再考」「人間と

都市」など講演の数々とブックレットとして刊行された３冊の著作。付・著作年譜。著作集

第１期１５巻に続くシリーズ。

871

柳田・折口と並ぶ民俗学最後の巨人、日銀総裁・大蔵大臣を務めた学者の全貌。この著

作集は、未公開の資料を含めて、民俗学にとどまらず、その全人的活動を示すことを目標と

して編集した。

872

日本漁業史研究の金字塔。日銀総裁・大蔵大臣を務めた財界人の真骨頂。没後３０

年を控え、初の著作集。

879

平安・鎌倉・室町時代の主要な２５の絵巻物から、庶民生活の場面を選び、画中に描か

れた出生から死に至る人間の喜怒哀楽の諸相を解説する。衣食住など１５分類し、各絵

巻物の成立、内容、詞書を詳説。

880

平安・鎌倉・室町時代の主要な２５の絵巻物から、庶民生活の場面を選び、画中に描か

れた出生から死に至る人間の喜怒哀楽の諸相を解説する。衣食住など１５分類し、各絵

巻物の成立、内容、詞書を詳説。

881

平安・鎌倉・室町時代の主要な２５の絵巻物から、庶民生活の場面を選び、画中に描か

れた出生から死に至る人間の喜怒哀楽の諸相を解説する。衣食住など１５分類し、各絵

巻物の成立、内容、詞書を詳説。

873

抜群の視野の広さ、勘のよさ。渋沢の生き方と、学問、社会、経済に対する深い洞察力を

示す珠玉の短篇集

874

柳田・折口と並ぶ民俗学最後の巨人、日銀総裁・大蔵大臣を務めた学者の全貌。この著

作集は、未公開の資料を含めて、民俗学にとどまらず、その全人的活動を示すことを目標と

して編集した。

875

初期随筆、ロンドン通信抄、財界活動の足跡、最晩年の言葉…。百年を見通した渋沢の

全著述。

876

平安・鎌倉・室町時代の主要な２５の絵巻物から、庶民生活の場面を選び、画中に描か

れた出生から死に至る人間の喜怒哀楽の諸相を解説する。衣食住など１５分類し、各絵

巻物の成立、内容、詞書を詳説。

877

平安・鎌倉・室町時代の主要な２５の絵巻物から、庶民生活の場面を選び、画中に描か

れた出生から死に至る人間の喜怒哀楽の諸相を解説する。衣食住など１５分類し、各絵

巻物の成立、内容、詞書を詳説。

878

平安・鎌倉・室町時代の主要な２５の絵巻物から、庶民生活の場面を選び、画中に描か

れた出生から死に至る人間の喜怒哀楽の諸相を解説する。衣食住など１５分類し、各絵

巻物の成立、内容、詞書を詳説。
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南方熊楠 KP00019259 197102 PDF ¥12,100 ‐ ¥24,200

南方熊楠全集　1

十二支考
9784582429015

南方熊楠 KP00019260 197104 PDF ¥12,100 ‐ ¥24,200

南方熊楠全集　2

南方閑話・南方随筆他
9784582429022

南方熊楠 KP00019261 197111 PDF ¥12,100 ‐ ¥24,200

南方熊楠全集　3

雑誌論考Ⅰ
9784582429039

南方熊楠 KP00019262 197207 PDF ¥12,100 ‐ ¥24,200

南方熊楠全集　4

雑誌論考Ⅱ
9784582429046

南方熊楠 KP00019263 197211 PDF ¥12,100 ‐ ¥24,200

南方熊楠全集　5

雑誌論考Ⅲ
9784582429053

南方熊楠 KP00019264 197306 PDF ¥12,100 ‐ ¥24,200

南方熊楠全集　6

新聞随筆・未発表手稿
9784582429060

南方熊楠 KP00019265 197108 PDF ¥12,100 ‐ ¥24,200

南方熊楠全集　7

書簡Ⅰ
9784582429077

南方熊楠 KP00019266 197204 PDF ¥12,100 ‐ ¥24,200

南方熊楠全集　8

書簡Ⅱ
9784582429084

南方熊楠 KP00019267 197303 PDF ¥12,100 ‐ ¥24,200

南方熊楠全集　9

書簡Ⅲ
9784582429091

南方熊楠 KP00019268 197311 PDF ¥12,100 ‐ ¥24,200

南方熊楠全集　10

英訳方丈記・英文論考

・初期文集他

9784582429107

南方熊楠 KP00019269 197403 PDF ¥12,100 ‐ ¥24,200

南方熊楠全集　別巻1

書簡補遺・論考補遺
9784582429114

南方熊楠 KP00019270 197508 PDF ¥12,100 ‐ ¥24,200

南方熊楠全集　別巻2

日記・年譜・著述目録・総索引
9784582429121

882

和漢洋の古典に博通していた彼は、粘菌研究のかたわら、数百編の論文を発表、草創期

の日本民俗学を先導した。本全集は雑誌掲載論文をすべて収録、さらに膨大な書簡、英

文著述、未発表手稿など邦文論考約1,000編、英文論考約300編を集大成し、柳田

国男が「日本人の可能性の極限」と讃えた巨人の全貌を明らかにする。

883

和漢洋の古典に博通していた彼は、粘菌研究のかたわら、数百編の論文を発表、草創期

の日本民俗学を先導した。本全集は雑誌掲載論文をすべて収録、さらに膨大な書簡、英

文著述、未発表手稿など邦文論考約1,000編、英文論考約300編を集大成し、柳田

国男が「日本人の可能性の極限」と讃えた巨人の全貌を明らかにする。

884

和漢洋の古典に博通していた彼は、粘菌研究のかたわら、数百編の論文を発表、草創期

の日本民俗学を先導した。本全集は雑誌掲載論文をすべて収録、さらに膨大な書簡、英

文著述、未発表手稿など邦文論考約1,000編、英文論考約300編を集大成し、柳田

国男が「日本人の可能性の極限」と讃えた巨人の全貌を明らかにする。

885

和漢洋の古典に博通していた彼は、粘菌研究のかたわら、数百編の論文を発表、草創期

の日本民俗学を先導した。本全集は雑誌掲載論文をすべて収録、さらに膨大な書簡、英

文著述、未発表手稿など邦文論考約1,000編、英文論考約300編を集大成し、柳田

国男が「日本人の可能性の極限」と讃えた巨人の全貌を明らかにする。

886

和漢洋の古典に博通していた彼は、粘菌研究のかたわら、数百編の論文を発表、草創期

の日本民俗学を先導した。本全集は雑誌掲載論文をすべて収録、さらに膨大な書簡、英

文著述、未発表手稿など邦文論考約1,000編、英文論考約300編を集大成し、柳田

国男が「日本人の可能性の極限」と讃えた巨人の全貌を明らかにする。

887

和漢洋の古典に博通していた彼は、粘菌研究のかたわら、数百編の論文を発表、草創期

の日本民俗学を先導した。本全集は雑誌掲載論文をすべて収録、さらに膨大な書簡、英

文著述、未発表手稿など邦文論考約1,000編、英文論考約300編を集大成し、柳田

国男が「日本人の可能性の極限」と讃えた巨人の全貌を明らかにする。

888

和漢洋の古典に博通していた彼は、粘菌研究のかたわら、数百編の論文を発表、草創期

の日本民俗学を先導した。本全集は雑誌掲載論文をすべて収録、さらに膨大な書簡、英

文著述、未発表手稿など邦文論考約1,000編、英文論考約300編を集大成し、柳田

国男が「日本人の可能性の極限」と讃えた巨人の全貌を明らかにする。

889

和漢洋の古典に博通していた彼は、粘菌研究のかたわら、数百編の論文を発表、草創期

の日本民俗学を先導した。本全集は雑誌掲載論文をすべて収録、さらに膨大な書簡、英

文著述、未発表手稿など邦文論考約1,000編、英文論考約300編を集大成し、柳田

国男が「日本人の可能性の極限」と讃えた巨人の全貌を明らかにする。

890

和漢洋の古典に博通していた彼は、粘菌研究のかたわら、数百編の論文を発表、草創期

の日本民俗学を先導した。本全集は雑誌掲載論文をすべて収録、さらに膨大な書簡、英

文著述、未発表手稿など邦文論考約1,000編、英文論考約300編を集大成し、柳田

国男が「日本人の可能性の極限」と讃えた巨人の全貌を明らかにする。

891

和漢洋の古典に博通していた彼は、粘菌研究のかたわら、数百編の論文を発表、草創期

の日本民俗学を先導した。本全集は雑誌掲載論文をすべて収録、さらに膨大な書簡、英

文著述、未発表手稿など邦文論考約1,000編、英文論考約300編を集大成し、柳田

国男が「日本人の可能性の極限」と讃えた巨人の全貌を明らかにする。

892

和漢洋の古典に博通していた彼は、粘菌研究のかたわら、数百編の論文を発表、草創期

の日本民俗学を先導した。本全集は雑誌掲載論文をすべて収録、さらに膨大な書簡、英

文著述、未発表手稿など邦文論考約1,000編、英文論考約300編を集大成し、柳田

国男が「日本人の可能性の極限」と讃えた巨人の全貌を明らかにする。

893

和漢洋の古典に博通していた彼は、粘菌研究のかたわら、数百編の論文を発表、草創期

の日本民俗学を先導した。本全集は雑誌掲載論文をすべて収録、さらに膨大な書簡、英

文著述、未発表手稿など邦文論考約1,000編、英文論考約300編を集大成し、柳田

国男が「日本人の可能性の極限」と讃えた巨人の全貌を明らかにする。
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伊波普猷 KP00031881 197404 PDF ¥12,100 ‐ ¥18,150

伊波普猷全集　1

古琉球　古琉球の政治

歴史論考

伊波普猷 KP00031882 197406 PDF ¥12,100 ‐ ¥18,150

伊波普猷全集　2

南島史考　孤島苦の琉球史

沖縄歴史物語　歴史論考

伊波普猷 KP00031883 197408 PDF ¥12,100 ‐ ¥18,150

伊波普猷全集　3

琉球戯曲集

伊波普猷 KP00031884 197410 PDF ¥12,100 ‐ ¥18,150

伊波普猷全集　4

南島方言史攷　沖縄考

伊波普猷 KP00031885 197412 PDF ¥12,100 ‐ ¥18,150

伊波普猷全集　5

をなり神の島　日本文化の南漸

伊波普猷 KP00031886 197504 PDF ¥12,100 ‐ ¥18,150

伊波普猷全集　6

おもろ選釈

校訂おもろさうし序文他

おもろ覚書　おもろ論考

伊波普猷 KP00031887 197506 PDF ¥12,100 ‐ ¥18,150

伊波普猷全集　7

琉球人種論　琉球の五偉人

沖縄女性史　琉球古今記

伊波普猷 KP00031888 197509 PDF ¥12,100 ‐ ¥18,150

伊波普猷全集　8

琉球戯曲辞典

琉球語便覧　言語論考

伊波普猷 KP00031889 197511 PDF ¥12,100 ‐ ¥18,150

伊波普猷全集　9

文学論考　民俗論考

伊波普猷 KP00031890 197603 PDF ¥12,100 ‐ ¥18,150

伊波普猷全集　10

雑纂　辞典　作品　序・跋

談話他　講演　書簡

伊波普猷 KP00031891 197610 PDF ¥12,100 ‐ ¥18,150

伊波普猷全集　11

琉球語大辞典　大辞典　補遺

年譜　著作目録　索引

宮崎滔天 KP00031892 197107 PDF ¥12,100 ‐ ¥18,150

宮崎滔天全集　1 9784582432015

894

〈沖縄学の父〉と言われる著者の、唯一最高の全集。古琉球の政治、琉球戯曲集、をなり

神の島、日本文化の南漸、琉球語便覧等を収録。琉球の風が吹くいま、いよいよその価

値は高い。

895

〈沖縄学の父〉と言われる著者の、唯一最高の全集。古琉球の政治、琉球戯曲集、をなり

神の島、日本文化の南漸、琉球語便覧等を収録。琉球の風が吹くいま、いよいよその価

値は高い。

896

〈沖縄学の父〉と言われる著者の、唯一最高の全集。古琉球の政治、琉球戯曲集、をなり

神の島、日本文化の南漸、琉球語便覧等を収録。琉球の風が吹くいま、いよいよその価

値は高い。

897

〈沖縄学の父〉と言われる著者の、唯一最高の全集。古琉球の政治、琉球戯曲集、をなり

神の島、日本文化の南漸、琉球語便覧等を収録。琉球の風が吹くいま、いよいよその価

値は高い。

898

〈沖縄学の父〉と言われる著者の、唯一最高の全集。古琉球の政治、琉球戯曲集、をなり

神の島、日本文化の南漸、琉球語便覧等を収録。琉球の風が吹くいま、いよいよその価

値は高い。

899

〈沖縄学の父〉と言われる著者の、唯一最高の全集。古琉球の政治、琉球戯曲集、をなり

神の島、日本文化の南漸、琉球語便覧等を収録。琉球の風が吹くいま、いよいよその価

値は高い。

900

〈沖縄学の父〉と言われる著者の、唯一最高の全集。古琉球の政治、琉球戯曲集、をなり

神の島、日本文化の南漸、琉球語便覧等を収録。琉球の風が吹くいま、いよいよその価

値は高い。

901

〈沖縄学の父〉と言われる著者の、唯一最高の全集。古琉球の政治、琉球戯曲集、をなり

神の島、日本文化の南漸、琉球語便覧等を収録。琉球の風が吹くいま、いよいよその価

値は高い。

902

〈沖縄学の父〉と言われる著者の、唯一最高の全集。古琉球の政治、琉球戯曲集、をなり

神の島、日本文化の南漸、琉球語便覧等を収録。琉球の風が吹くいま、いよいよその価

値は高い。

903

〈沖縄学の父〉と言われる著者の、唯一最高の全集。古琉球の政治、琉球戯曲集、をなり

神の島、日本文化の南漸、琉球語便覧等を収録。琉球の風が吹くいま、いよいよその価

値は高い。

904

〈沖縄学の父〉と言われる著者の、唯一最高の全集。古琉球の政治、琉球戯曲集、をなり

神の島、日本文化の南漸、琉球語便覧等を収録。琉球の風が吹くいま、いよいよその価

値は高い。

905

三十三年之夢・幽囚録ほか
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宮崎滔天 KP00031893 197112 PDF ¥12,100 ‐ ¥18,150

宮崎滔天全集　2 9784582432022

宮崎滔天 KP00031894 197206 PDF ¥12,100 ‐ ¥18,150

宮崎滔天全集　3 9784582432039

宮崎滔天 KP00031895 197311 PDF ¥12,100 ‐ ¥18,150

宮崎滔天全集　4 9784582432046

宮崎滔天 KP00031896 197608 PDF ¥12,100 ‐ ¥18,150

宮崎滔天全集　5 9784582432053

喜田貞吉 KP00031897 198107 PDF ¥12,100 ‐ ¥18,150

喜田貞吉著作集　1

石器時代と考古学
9784582478013

喜田貞吉 KP00031898 197906 PDF ¥12,100 ‐ ¥18,150

喜田貞吉著作集　2

古墳墓年代の研究
9784582478020

喜田貞吉 KP00031899 198111 PDF ¥12,100 ‐ ¥18,150

喜田貞吉著作集　3

国史と仏教史
9784582478037

喜田貞吉 KP00031900 198208 PDF ¥12,100 ‐ ¥18,150

喜田貞吉著作集　4

歴史地理研究
9784582478044

喜田貞吉 KP00031901 197910 PDF ¥12,100 ‐ ¥18,150

喜田貞吉著作集　5

都城の研究
9784582478051

喜田貞吉 KP00031902 198002 PDF ¥12,100 ‐ ¥18,150

喜田貞吉著作集　6

奈良時代の寺院
9784582478068

喜田貞吉 KP00031903 198203 PDF ¥12,100 ‐ ¥18,150

喜田貞吉著作集　7

法隆寺再建論
9784582478075

喜田貞吉 KP00031904 197912 PDF ¥12,100 ‐ ¥18,150

喜田貞吉著作集　8

民族史の研究
9784582478082

906

東京より・亡友録・革命問答ほか

907

独酌放言・狂人譚・明治国姓翁・炬燵の中より・出鱈目日記ほか

908

桃中軒の近状・巡業雑録・支那留学生に就て・米国の今昔ほか

909

支那だより・支那革命のぞ記・書簡集ほか

910

911

912

913

914

915

916

917
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喜田貞吉 KP00031905 198005 PDF ¥12,100 ‐ ¥18,150

喜田貞吉著作集　9

蝦夷の研究
9784582478099

喜田貞吉 KP00031906 198206 PDF ¥12,100 ‐ ¥18,150

喜田貞吉著作集　10

部落問題と社会史
9784582478105

喜田貞吉 KP00031907 198011 PDF ¥12,100 ‐ ¥18,150

喜田貞吉著作集　11

信仰と民俗
9784582478112

喜田貞吉 KP00031908 198008 PDF ¥12,100 ‐ ¥18,150

喜田貞吉著作集　12

斉東史話・紀行文
9784582478129

喜田貞吉 KP00031909 197908 PDF ¥12,100 ‐ ¥18,150

喜田貞吉著作集　13

学窓日誌
9784582478136

喜田貞吉 KP00031910 198211 PDF ¥12,100 ‐ ¥18,150

喜田貞吉著作集　14

六十年の回顧・日誌
9784582478143

岡倉覚三 KP00031911 198002 PDF ¥12,100 ‐ ¥18,150

岡倉天心全集　1

東洋の理想　ほか
0

岡倉覚三 KP00031912 198006 PDF ¥12,100 ‐ ¥18,150

岡倉天心全集　2

評論・講演
0

岡倉覚三 KP00031913 197910 PDF ¥12,100 ‐ ¥18,150

岡倉天心全集　3

評論・講演・談話・意見書
0

岡倉覚三 KP00031914 198008 PDF ¥12,100 ‐ ¥18,150

岡倉天心全集　4

美術史
0

岡倉覚三 KP00031915 197912 PDF ¥12,100 ‐ ¥18,150

岡倉天心全集　5

日記・旅行日誌
0

岡倉覚三 KP00031916 198011 PDF ¥12,100 ‐ ¥18,150

岡倉天心全集　6

書簡 1
0

918

919

920

921

922

923

924

天心岡倉覚三は、近代日本の美術行政全般にわたる先駆的開拓者であり、また美術運

動の指導者として重きをなした。本全集は、その著書、著述、講演、談話、未発表草稿、

日記、ノート、書簡などを、現在可能なかぎり蒐集し、これに関連資料を集大成したもの。

英文の著書、著述、未発表草稿は、厳密な校訂をほどこした後、すべて新訳した。

925

天心岡倉覚三は、近代日本の美術行政全般にわたる先駆的開拓者であり、また美術運

動の指導者として重きをなした。本全集は、その著書、著述、講演、談話、未発表草稿、

日記、ノート、書簡などを、現在可能なかぎり蒐集し、これに関連資料を集大成したもの。

英文の著書、著述、未発表草稿は、厳密な校訂をほどこした後、すべて新訳した。

926

天心岡倉覚三は、近代日本の美術行政全般にわたる先駆的開拓者であり、また美術運

動の指導者として重きをなした。本全集は、その著書、著述、講演、談話、未発表草稿、

日記、ノート、書簡などを、現在可能なかぎり蒐集し、これに関連資料を集大成したもの。

英文の著書、著述、未発表草稿は、厳密な校訂をほどこした後、すべて新訳した。

927

天心岡倉覚三は、近代日本の美術行政全般にわたる先駆的開拓者であり、また美術運

動の指導者として重きをなした。本全集は、その著書、著述、講演、談話、未発表草稿、

日記、ノート、書簡などを、現在可能なかぎり蒐集し、これに関連資料を集大成したもの。

英文の著書、著述、未発表草稿は、厳密な校訂をほどこした後、すべて新訳した。

928

天心岡倉覚三は、近代日本の美術行政全般にわたる先駆的開拓者であり、また美術運

動の指導者として重きをなした。本全集は、その著書、著述、講演、談話、未発表草稿、

日記、ノート、書簡などを、現在可能なかぎり蒐集し、これに関連資料を集大成したもの。

英文の著書、著述、未発表草稿は、厳密な校訂をほどこした後、すべて新訳した。

929

天心岡倉覚三は、近代日本の美術行政全般にわたる先駆的開拓者であり、また美術運

動の指導者として重きをなした。本全集は、その著書、著述、講演、談話、未発表草稿、

日記、ノート、書簡などを、現在可能なかぎり蒐集し、これに関連資料を集大成したもの。

英文の著書、著述、未発表草稿は、厳密な校訂をほどこした後、すべて新訳した。
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岡倉覚三 KP00031917 198101 PDF ¥12,100 ‐ ¥18,150

岡倉天心全集　7

書簡 2・詩
0

岡倉覚三 KP00031918 198104 PDF ¥12,100 ‐ ¥18,150

岡倉天心全集　8

古社寺調査手録・ノート・翻訳
0

岡倉覚三 KP00031919 198107 PDF ¥12,100 ‐ ¥18,150

岡倉天心全集　別巻

合評・年譜
0

鬼海弘雄【著】　山岡淳一郎【編】 KP00032353 201907 EPUB ¥4,840 ‐ ¥7,260

ことばを写す 鬼海弘雄対話集 9784582231304

石鍋真澄 KP00032434 202003 EPUB ¥6,160 ‐ ¥9,240

教皇たちのローマ 9784582652109

岡田温司 KP00032440 202005 EPUB ¥6,600 ‐ ¥9,900

イタリア芸術のプリズム 9784582479065

金村修　タカザワケンジ KP00013974 201702 EPUB ¥5,500 ‐ ¥8,250

挑発する写真史 9784582231274

荒木経惟 KP00013975 200208 EPUB(固定) ¥3,300 ‐ ¥4,950

天才アラーキーの眼を磨け 9784582277487

宮本隆司　倉石信乃 KP00032370 201905 EPUB(固定) ¥6,600 ‐ ¥9,900

宮本隆司　いまだ見えざるところ 9784582207163

赤城耕一 KP00013972 200612 EPUB(固定) ¥4,400 ‐ ¥6,600

銀塩カメラ至上主義！ 9784582231151

赤城耕一 KP00013973 201607 EPUB(固定) ¥4,180 ‐ ¥6,270

銀塩カメラを使いなさい！ 9784582231267

武田雅哉 KP00014067 201702 EPUB ¥7,700 ‐ ¥11,550

中国のマンガ〈連環画〉の世界 9784582482225

930

天心岡倉覚三は、近代日本の美術行政全般にわたる先駆的開拓者であり、また美術運

動の指導者として重きをなした。本全集は、その著書、著述、講演、談話、未発表草稿、

日記、ノート、書簡などを、現在可能なかぎり蒐集し、これに関連資料を集大成したもの。

英文の著書、著述、未発表草稿は、厳密な校訂をほどこした後、すべて新訳した。

931

天心岡倉覚三は、近代日本の美術行政全般にわたる先駆的開拓者であり、また美術運

動の指導者として重きをなした。本全集は、その著書、著述、講演、談話、未発表草稿、

日記、ノート、書簡などを、現在可能なかぎり蒐集し、これに関連資料を集大成したもの。

英文の著書、著述、未発表草稿は、厳密な校訂をほどこした後、すべて新訳した。

932

天心岡倉覚三は、近代日本の美術行政全般にわたる先駆的開拓者であり、また美術運

動の指導者として重きをなした。本全集は、その著書、著述、講演、談話、未発表草稿、

日記、ノート、書簡などを、現在可能なかぎり蒐集し、これに関連資料を集大成したもの。

英文の著書、著述、未発表草稿は、厳密な校訂をほどこした後、すべて新訳した。

933

独自の世界を展開する写真家の対談集。山田太一、荒木経惟、堀江敏幸、平田俊子、

田口ランディ、道尾秀介、青木茂、池澤夏樹の各氏と、写真や人間などについて縦横に語

り尽くす。

934

現在のローマの中核は1527年のローマ掠奪（サッコ・ディ・ローマ）による大破壊の後に行

われたバロックの都市建設によって形成された。ルネサンス教皇の実態からその過程をつぶさ

に描く力作。

935

西洋美術史家にして現代思想のよき道案内である著者の小さな総括。黄金期70年代ま

での映画を真ん中に、美術、文学、思想、宗教を縦横無尽に語り尽くす快著。

936

現実を撮っても、真実は写らない。写真は現実から何かを奪っている。 都市を撮り続ける写

真家と、写真の最先端を読み解く評論家。 「撮ること＝見ること」という視点から、写真の

《正体》に対話で迫る。

937

アラーキーこと、写真家荒木経惟が若者たちに語る。生いたち、学生時代、映画、書物、

一番大切なこと、好きなカメラ、気になる写真家――ちょっと真面目な、アラーキー的ひと

言。

938

 『九龍城砦』『建築の黙示録』などで知られる写真家が、東京都写真美術館にて満を持し

て開催する写真展の図録・写真集。新撮シリーズに加えて、過去の主要作品も多数収録

する。

939

カメラはやっぱり銀塩（フィルム）カメラに限ります。一眼レフからレンジファインダー、コンパク

トまで、カメラ使いの第一人者が、長年使い馴染んできた100機近い名作カメラの魅力をト

コトン伝える決定的大著。

940

いま新たに、銀塩（フィルム）カメラが人気を集めている――。 手作業でフィルムを装填

し、一枚一枚、シャッターを押し、またフィルムを巻き上げる。 そこには、簡単で仕上がりもき

れいで、その場で確認できてSNSで共有できる、スマートフォンとは、まったく違った、一連の

甘美な「写真」体験がそこにある。

941

中国の多彩な図像学の系譜を受け継いで生まれた中国のマンガ〈連環画〉。ときにコミカル

で愉快、ときに苛酷で恐ろしい、20世紀の中国社会をリアルに映す中国マンガ学を紹介。

好評配信中＜単行本＞
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渡邉芳樹　小林瑞恵 KP00032272 201808 EPUB ¥5,500 ‐ ¥8,250

スウェーデンの

アール・ブリュット発掘
9784582620672

原研哉　阿部雅世 KP00014111 200710 EPUB(固定) ¥3,960 ‐ ¥5,940

なぜデザインなのか。 9784582620412

原研哉 KP00014397 200909 EPUB(固定) ¥3,960 ‐ ¥5,940

ポスターを盗んでください＋３ 9784582834536

池谷薫 KP00014344 200805 EPUB(固定) ¥3,740 ‐ ¥5,610

人間を撮る 9784582824513

佐藤賢 KP00032316 201902 EPUB ¥11,000 ‐ ¥16,500

中国ドキュメンタリー映画論 9784582282658

牧彩子 KP00032273 201810 EPUB(固定) ¥2,640 ‐ ¥3,960

寝ても醒めてもタカラヅカ！！ 9784582287394

重木昭信 KP00032322 201903 EPUB ¥10,560 ‐ ¥15,840

音楽劇の歴史 9784582219739

円堂都司昭 KP00014360 セリ・オーブ 200308 EPUB(固定) ¥3,080 ‐ ¥4,620

ＹＭＯコンプレックス 9784582831757

高木壮太 KP00014453 201702 EPUB ¥2,860 ‐ ¥4,290

新荒唐無稽音楽事典 9784582837506

野口久光　油井正一　植草甚一　清水俊彦　相倉久人 KP00032410 202001 EPUB ¥12,760 ‐ ¥19,140

昭和ジャズ論集成 9784582838237

中島誠之助 KP00014386 200809 EPUB(固定) ¥3,520 ‐ ¥5,280

「開運！

なんでも鑑定団」の十五年
9784582834086

髙山宗東　山野肆朗 KP00014114 201607 EPUB ¥5,280 ‐ ¥7,920

茶の湯物語 9784582623086

942

知られざる北欧作家の世界が、いま、ベールを脱ぐ──。福祉先進国・スウェーデンで、なぜ

アール・ブリュットは認知度が低いのか、日本とスウェーデンとの違いとは！？スウェーデン国内

に点在する文化施設、団体を訪れながら、世界で初めて、スウェーデンのアール・ブリュット作

家を網羅的に紹介する記念碑的一冊！

943

デザインは美意識やかっこつけではなく、暮らしの技術である。デザインを志す学生が、この人

に弟子入りしたい！ と思う二人の人気教授が東京とベルリンでとことん語る、触発のデザイ

ン対談。

944

グラフィックデザイナー原研哉の原点を、新エッセイ３篇を加えて復刊！“白のデザイン”を生

んだ感覚と思考の航跡が、「切符」「マカロニ」「サハラ砂漠」などのエッセイとともに甦る。

945

ドキュメンタリーの現場では何が起こっているのか？　記録的ロングラン『蟻の兵隊』など話題

作がうまれた経緯、撮影秘話他、人間にとことん惚れこみ、撮らずにいられない著者の、衝

撃の告白。

946

新進気鋭の中国映像文化研究者による、現代中国のリアルな姿を活写したドキュメンタ

リー映画研究。公的に上映されない民間自主制作映画ゆえの、率直な社会描写の魅力

を紹介する。

947

 観ずに読んでも面白い！　観てから読めばもっと面白い！　宝塚在住のイラストレーターが

贈る、初心者もヅカオタももっと宝塚歌劇を楽しめる、ツボ満載のコミックエッセイ。

948

ミュージカルとオペラはまったく別のジャンルだが、「音楽劇」としてみると一つの流れの中にあ

る。政治や経済、技術の変遷とともに「音楽劇」を捉えた、本邦初の通史。

949

テクノの果てまで連れてって！YMOとともに私たちのコミュニケーションに何が起こったのか。

80年代以降のポピュラーカルチャーを解析する同期的批評。衝撃のデビュー作。

950

私家版『荒唐無稽音楽事典』（2014年、焚書舎）に約100項目の増補をし、全面的

に加筆修正を行った全1730項目の完全版。音楽の世界を縦横無尽に楽しむための知的

財産危険図書。

951

ジャズが最も熱狂的に演奏され、聴かれたのが昭和だ。戦争もあり、政治的にも文化的に

も一番熱かった時代に、評論家は何を書いたのか。時代の「熱と毒」とを一冊に封じ込め

る。

952

人気テレビ番組「開運！なんでも鑑定団」が15周年を迎えた。日本の骨董の世界を変え

た番組の生みの親ともいえる著者が、放映開始当初の逸話、おもしろ話を初めて明らかに

する。

953

茶の伝来から、禅の思想を宿した文化として発展した戦国時代、庶民の教養へと広がった

近世まで、各時代背景とそこに生きた人物との関連を活写した、知られざる茶の湯の通

史。
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千野共美 KP00032412 202001 EPUB(固定) ¥8,360 ‐ ¥12,540

千野共美 いけばな自在 9784582278323

内藤陽介 KP00014407 201104 EPUB(固定) ¥4,400 ‐ ¥6,600

切手百撰昭和戦後 9784582835144

近藤純夫 KP00032350 201906 EPUB(固定) ¥6,600 ‐ ¥9,900

新版　ハワイアン・ガーデン 9784582542585

長辻象平 KP00014057 199603 EPUB(固定) ¥5,552 ‐ ¥8,329

江戸釣魚大全 9784582468083

岡崎京子 KP00014004 201501 EPUB(固定) ¥3,080 ‐ ¥4,620

レアリティーズ 9784582287974

中川学 KP00014006 201612 EPUB(固定) ¥2,200 ‐ ¥3,300

探さないでください 9784582287998

中川学 KP00032312 201902 EPUB(固定) ¥2,640 ‐ ¥3,960

すべりこみ母親孝行 9784582288261

都留泰作 KP00032439 202005 EPUB(固定) ¥2,640 ‐ ¥3,960

竜女戦記1 9784582288315

都留泰作 KP00032457 202008 EPUB(固定) ¥2,640 ‐ ¥3,960

竜女戦記2 9784582288322

古山明男 KP00014341 200606 EPUB(固定) ¥3,520 ‐ ¥5,280

変えよう！日本の学校システム 9784582824476

リヒテルズ・直子 KP00014342 200609 EPUB(固定) ¥4,400 ‐ ¥6,600

オランダの個別教育は

なぜ成功したのか
9784582824490

リヒテルズ直子 KP00014399 201010 EPUB(固定) ¥3,960 ‐ ¥5,940

オランダの共生教育 9784582834826

954

半田唄子に師事し、中川幸夫のもとに学んだ、華道家・千野共美。千野の生み出す、自

由自在、驚きと喜びに満ちた、半世紀にわたる、美しき「花の世界」へ──。

955

第二次世界大戦後の混乱から高度成長を経てバブル時代へと至る、昭和戦後の日本社

会を「切手」で辿る。著者厳選の切手180点（100テーマ）を、年次別にオールカラーで

掲載する。

956

ハワイで見かける植物のほぼすべてを網羅。もう一歩、ハワイの文化や自然を深く知りたい

人のための定番図鑑太平洋の植物園ともいうべきハワイ諸島の草花の名前を知れば、ハワ

イはもっと面白く、楽しくなります。 旧版『ハワイアン・ガーデン』よりも200種以上増加した

637種を、ハワイとのかかわりの中で紹介するバージョンアップ版。

957

釣り人の酔狂は、古今東西つねに御しがたいものがある。ウォルトン『釣魚大全』の江戸版

登場。日本の釣り文化の伝統はこの時代に爛熟を迎えた。豊富な資料をあげながら解説

する。

958

秘蔵の未定稿から知られざる初期傑作、雑誌「GOMES」誌での伝説の連載ほか、単行

本未収録作品を完全収録のコミック集。

959

数学教師として勤務していた中学校を失踪して15年。網走（北海道）から尾道（広島

県）まで、記憶を呼び戻しながらかつて失踪した道のりを旅して過去にけじめをつける漫

画。『くも漫。』前夜を描いた実録コミックエッセイ。 現実からいつも逃げてしまう人も、逃げた

いのになかなか逃げられない人も、逃げることなく頑張ってきた人も。

960

遠方に暮らす母への心配を募らせる四十路の主人公マナブ。今からでも間に合う親孝行術

と、家族とのコミュニケーションのありかたを考える超スペクタクル親孝行漫画！

961

 一介の武士の妻である「おたか」は、ある人物に導かれ人生の舵を切る…。主婦が天下を

取る、壮大な歴史ファンタジーの幕が上がる！

962

 見事、天下取りの修法を授かった「たか」の驚くべき能力が明らかに！一方、各国の情勢

は慌ただしさを増し、中竜蛇家と南蛇家との政略結婚が着々と進められていた……。

963

いじめ、不登校、学級崩壊――日本の教育はなぜ行き詰まったのか。その原因を50年以

上変わらず続いている官僚的教育システムにもとめ、そこからの脱却の道を明快に論じる。

964

人間は一人ひとり個性があり、発達の有り様も異なる。この事実を教育の方法に取り入れ

成功したのがオランダのイエナプラン教育である。その個別教育の実践を詳細に報告する。

965

オランダの教育に通底しているのは〈共生社会〉をいかにして作り上げるかという思想である。

〈個〉を尊重しながら人と人の〈繋がり〉を追求する様々な授業の試みを生き生きとした文章

で紹介する。
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児玉善仁【編】 KP00032361 201806 PDF ¥55,000 ‐ ¥82,500

大学事典 9784582121025

藤永保【監修】 KP00013967 201312 PDF ¥48,400 ‐ ¥72,600

最新 心理学事典 9784582106039

藤本修 KP00014077 201309 EPUB ¥3,080 ‐ ¥4,620

精神科医は

どのようにこころを読むのか
9784582513318

藤本修 KP00014402 201012 EPUB ¥3,080 ‐ ¥4,620

精神科医は

どのように話を聴くのか
9784582834932

磯野直秀 KP00014075 201204 EPUB(固定) ¥66,000 ‐ ¥99,000

日本博物誌総合年表

（全２冊）
9784582512304

平凡社【編】 KP00013969 201706 EPUB(固定) ¥6,160 ‐ ¥9,240

新版 日本史モノ事典 9784582124293

西川祐子 KP00014055 201708 EPUB ¥8,360 ‐ ¥12,540

古都の占領 9784582454512

半藤一利 KP00014056 201802 EPUB ¥3,740 ‐ ¥5,610

世界史のなかの昭和史 9784582454529

高瀬毅 KP00014345 200907 EPUB(固定) ¥3,520 ‐ ¥5,280

ナガサキ

消えたもう一つの「原爆ドーム」
9784582824537

渡辺京二 KP00014430 201403 EPUB ¥4,840 ‐ ¥7,260

幻影の明治 9784582836547

平凡社【編】 KP00032372 201907 PDF ¥9,900 ‐ ¥14,850

完全版　昭和・平成史年表 9784582485424

白峰旬 KP00032363 201908 EPUB ¥3,300 ‐ ¥4,950

新視点 関ヶ原合戦 9784582468236

966

高等教育の中軸を担う世界と日本の〈大学〉の歴史と現状、社会との関係、組織と機能を

多角的かつ詳細に解説。テーマ編と項目編の２部構成。日本の四年制大学をすべて立

項する。

967

10万部超のロングセラー、定評ある『心理学事典』の30年ぶりの最新版。新たに項目選

定し、全項目新原稿。最新の成果や時代に即した新項目をとりいれつつ、基本をおさえた

本格的総合事典。

968

これが精神科医の〈こころを読む技術〉だ！ アスペルガー障害、ADHD、新型うつ病などの

事例をあげつつ、こころを読むための方法と心構えをやさしく教える。学校、職場でも役に立

つ。

969

精神科医はどのように患者さんの話を聴き、診断・治療するのか？　その技術をわかりやすく

伝え、診療への不安を解消する。巻末の「聴き上手になるための10箇条」は職場でも参考

になる。

970

30年にわたって膨大な和古書を綿密に調べ上げ、古代から幕末までの日本人と動植鉱物

の豊かな関わりを明らかにした日本博物学史の金字塔。動植物名初見リストなど付録も充

実。（分売不可）

971

武具・衣装・遊技・仏神など、９つのテーマのもと集められた、古墳時代から戦後まで日本

の歴史上に存在した〈モノ〉の図版約4000点。モノの形と名前がわかる、超便利な一冊。

972

講和条約発効までの７年間は休戦であり、終戦後ではない。かすかに残る記憶を拾い

フィールドワークを重ね、国全体が忘却したがるその事実を生活史視点で明かす意欲作。

18歳からの戦後史。

973

昭和史を世界視点で見ると何が見えてくるのか？ヒトラーとスターリンとルーズベルトが動かし

た戦前日本の盲点とは？未来の戦争を避けるために必読の半藤昭和史三部作・完結編

974

被爆した浦上天主堂の廃墟は戦後13年間、保存を前提に残されていたが、突然撤去さ

れた。その裏には何があったのか？　米国の影を背後に見つつ、綿密な取材で現代の闇に

迫った問題作。

975

時代の底辺を直視した山田風太郎の史眼を手がかりに、変革期を生き抜いた人々の挫折

と夢の物語を語り直し、現代を逆照射する日本の転換点を克明に描き出す評論集。

976

昭和から平成までの93年間を網羅。1年を政治・経済・国際・文化・社会・世相の６欄で

構成し、見開き２ページにまとめる。日本の今を知るために必携の年表。索引は約２万項

目！

977

昨今、日本歴史界隈では関ヶ原合戦の実態を巡る議論が激しさを増している。その中心

的存在である著者がこれまでの論点を整理、新たな視点から透徹することで実像に迫る。



著者 Product　ID シリーズ名
底本刊行

年月
フォーマット

同時

アクセス1

本体価

同時

アクセス2

本体価

同時

アクセス3

本体価

書名 ISBN

NO

内容紹介

八條忠基 KP00032417 201806 EPUB(固定) ¥14,960 ‐ ¥22,440

有職装束大全 9784582124323

野口孝一 KP00032432 202003 EPUB ¥6,160 ‐ ¥9,240

銀座、祝祭と騒乱 9784582838336

平凡社【編】 KP00013970 201706 EPUB(固定) ¥6,160 ‐ ¥9,240

新版 世界史モノ事典 9784582124309

平凡社【編】 KP00013971 201802 EPUB(固定) ¥6,160 ‐ ¥9,240

新版 続日本史モノ事典 9784582124316

渡邊直樹【責任編集】 KP00014130 201801 EPUB ¥3,520 ‐ ¥5,280

年表でわかる現代の社会と宗教 9784582703573

安野光雅　半藤一利　中村愿 KP00014403 201102 EPUB(固定) ¥3,520 ‐ ¥5,280

『史記』と日本人 9784582835007

佐野典代 KP00032436 202003 EPUB ¥4,840 ‐ ¥7,260

ものがたり 茶と中国の思想 9784582838350

真鍋祐子 KP00014053 201006 EPUB(固定) ¥6,160 ‐ ¥9,240

増補　光州事件で読む現代韓国 9784582454383

大川玲子 KP00014129 201702 EPUB ¥11,000 ‐ ¥16,500

チャムパ王国とイスラーム 9784582703542

増川宏一 KP00014058 201010 EPUB(固定) ¥6,160 ‐ ¥9,240

盤上遊戯の世界史 9784582468137

増川宏一 KP00014059 201703 EPUB ¥7,920 ‐ ¥11,880

遊戯の起源 9784582468212

竹井隆人 KP00014101 200710 EPUB(固定) ¥6,160 ‐ ¥9,240

集合住宅と日本人 9784582544336

978

 ◆ご注意◆　この商品は固定レイアウトで作成されており、大型ディスプレイの端末で読む

ことに適しています。検索等の機能は使用できません。 朝廷や公家社会、武家の儀式など

で用いられてきた衣装、「有職装束」。豊富なビジュアルを駆使し、わかりやすく解説した決

定版！

979

明治以降、東京のメインストリートとなった「銀座通り」を舞台に繰りひろげられた、多彩な祝

祭行事や騒動・事件の数々。それらを辿りながら、絵巻物のように東京の近代を描き出

す。

980

紋章・武器・乗り物・衣装など、12のテーマのもと集められた、古代から第二次世界大戦の

頃までの歴史上に存在した〈モノ〉の図版約3000点。モノから歴史が見えてくる。

981

暦祭・異界・軍事・歌舞など、縄文時代から昭和30年代に日本に存在した約3000点の

モノの形と名前がわかる！　大好評忽ち重版『新版 日本史モノ事典』と合わせてどうぞ！

982

1995～2017年の宗教を巡る社会事象・事件・出来事を一覧できる、画期的で唯一無

二の現代宗教年表。巻頭は気鋭の論者４名（上田紀行・池上彰・弓山達也・中島岳

志）による特別座談会「1990年代以降の激動する社会と宗教をふり返る」。

983

『史記』に魅せられた３人が、司馬遷、項羽と劉邦、李陵と蘇武、屈原などをめぐって各専

門を駆使し、体験を絡めて語り尽くす。究極の史書が浮彫りにする、歴史と人間の普遍と

は？

984

中国茶のエキスパートが、中国古代から現代に至る思想家、詩人・文士、皇帝や政治家

ら「人と思想」に及ぼした茶の力、それをもたらした茶酔の境地を、体験も駆使して綴る。

985

光州事件から30年。「光州５・18」とは韓国社会にとって何だったのか。旧版刊行の2000

年以後の光州事件のとらえ方の変化や研究の成果を盛り込んだ２編の論考を加えた増補

版。

986

かつて「海のシルクロード」で栄華を極めた亡国の民のサバイバル史―２世紀より今のベトナ

ムに存在したチャムパ王国の末裔、チャム人の離散の物語と宗教文化を、フィールドワークと

埋められた文献群の解読から明らかにし、イスラームを媒介に展開した知られざる東南アジ

ア史の一端に迫る。

987

遊戯具はすでに新石器時代の遺跡から発見され、陸と海の回路を辿って世界各地に拡が

り、多様な進化をとげた。遊戯研究の第一人者による人類のもう一つの文化史、遊びの世

界史。

988

遊びはいつ、どのように始まったのか。遊戯史研究の第一人者が、考古学・人類学などの研

究成果をも駆使し、人間社会を潤す「遊び」の起源に迫る、「遊びの世界人類史」。  人類

はどのように、遊びを創り出し豊かにしてきたのか。社会性の形成とともに生まれた人間の遊

びの起源と変化、遊戯具に秘められた多彩な知恵と活動のあとを読み解く。

989

日本的な共同体意識からの脱皮なくして、新たな都市住宅は生まれない。集合住宅づくり

の現場に立つ著者が、その最前線から問題提起。「私権」と「公権」の間に立つ共同体づく

りのヴィジョンを提示。
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野口孝一 KP00014108 201802 EPUB ¥5,280 ‐ ¥7,920

銀座カフェー興亡史 9784582544619

福井優子 KP00014366 200501 EPUB(固定) ¥6,160 ‐ ¥9,240

観覧車物語 9784582832518

野林厚志【編】 KP00014461 201803 EPUB ¥10,120 ‐ ¥15,180

肉食行為の研究 9784582837704

長島真以於【監修】 KP00032420 202002 EPUB ¥4,840 ‐ ¥7,260

夜ふけに読みたい

数奇なアイルランドのおとぎ話
9784582838305

市田良彦 KP00014125 201009 EPUB(固定) ¥7,480 ‐ ¥11,220

アルチュセールある連結の哲学 9784582702897

植村邦彦 KP00014127 201606 EPUB ¥5,500 ‐ ¥8,250

ローザの子供たち、

あるいは資本主義の不可能性
9784582703528

平川克美 KP00014438 201602 EPUB ¥3,300 ‐ ¥4,950

何かのためではない、特別なこと 9784582837179

ロベルト・テッロージ【著】　柱本元彦【訳】 KP00032328 201903 EPUB ¥9,240 ‐ ¥13,860

イタリアン・セオリーの現在 9784582703474

大隅和雄　大山誠一　長谷川宏　増尾伸一郎　吉田一彦 KP00032329 201903 EPUB ¥9,240 ‐ ¥13,860

日本思想史の可能性 9784582703597

綿野恵太 KP00032356 201907 EPUB ¥4,840 ‐ ¥7,260

「差別はいけない」と

みんないうけれど。
9784582824896

桜井哲夫 KP00032371 201907 EPUB ¥14,080 ‐ ¥21,120

世界戦争の世紀 9784582703610

華園聰麿 KP00014128 201608 EPUB ¥8,360 ‐ ¥12,540

宗教現象学入門 9784582703535

990

銀座のカフェー（喫茶店）の歴史と、文化人たちの多彩なエピソードで綴る、銀座とカ

フェーの物語。貴重図版多数。  銀座カフェーのめくるめく物語。銀座史研究の第一人者が

銀座カフェーの歴史を綴る。

991

シカゴ博覧会で登場したフェリスホイールをはじめ、世界各地の観覧車を調査し、日本最初

のものも確定。「観覧車通信」東京支局長が書き下ろす観覧車のすべて。貴重図版満

載。

992

人間にとって肉を食べるとはいかなることか。文化人類学を中心として、人文・自然科学の

最新の学術的成果をもとに、人間の肉食をめぐる問題群を考え抜く唯一無二の研究書。

993

気鋭のアイルランド研究者により、これまでばらつきのあった人名などの固有名詞をなるべく原

型に近い形で統一。独自の世界観を忠実に再現した決定版。話題の海外民話集「夜ふ

けに読みたいおとぎ話」シリーズに、アイルランド民話集が仲間入り。加藤洋子　吉澤康子

和爾桃子【編訳】

994

歴史の構造ではなく“状況の理論”をこそ追求しつづけた曲折の全域を探査し、歴史の特

異点に向けて、“はじまり”のために空虚をこじ開け、理論と実践、哲学と政治の連結と差異

を消尽点にまで追いつめ、マルクス主義の境まで越えてなお、“現時点”に理論的に介入す

る、その思考の振舞いをこそ手に入れる。第一人者による待望のアルチュセール論。

995

アーレント以外は黙殺したルクセンブルクのマルクス批判を再評価、世界システム論に発展

させたウォーラーステインを始とする系譜学。

996

「本書は『即効性があり、有用で、刺激的なもの』ばかりを追い求めるようになった現代に対

する、ささやかな抵抗である──」。功利的なものの外にある、人生の滋味を綴るエッセイ

集。

997

イタリア現代哲学の起原をフランス現代思想との連続性とイタリア固有の知的伝統（政治

哲学）とに探り、その全体的な布置を描く。自身もイタリア現代思想の鬼才である著者によ

る力作書き下ろし。

998

「日本固有の思想と呼べるものはあるのか？」という、きわめて根源的な問いに正面から向

き合い、20年以上にわたり続けてきた座談会と、新たに書き下ろした論考を収めた一冊。

999

セクハラや差別が後をたたないのは、「差別はいけない」と叫ぶだけでは、解決できない問題

がその背景にあるからだろう。反発・反感を手がかりにして、差別が生じる政治的・経済的・

社会的な背景に迫る。「週刊読書人」論壇時評で注目の、気鋭のデビュー作。

1000

20世紀は世界戦争の時代だった。哲学者、文学者、美術家、また軍人・政治家など、多

彩な人物とその相互関係の膨大なエピソードによって、この時代とその精神を活写する。

1001

宗教の一般的理解をめざす宗教現象学。その代表格であるミュラー、オットー、レーウ、エリ

アーデ、メンシングらが共有した題意識、宗教の人間学的理解の具体相を探る。
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佐藤優 KP00014132 201501 EPUB ¥5,060 ‐ ¥7,590

神学の思考 9784582717174

ヨゼフ・ルクル・フロマートカ【編著】 KP00014133 201712 EPUB ¥10,560 ‐ ¥15,840

宗教改革から明日へ 9784582717181

佐藤優 KP00014134 201805 EPUB ¥5,280 ‐ ¥7,920

神学の技法 9784582717198

多川俊映 KP00014136 201206 EPUB(固定) ¥3,960 ‐ ¥5,940

合掌のカタチ 9784582739183

髙野修長澤昌幸【編】 KP00032373 201909 EPUB(固定) ¥10,120 ‐ ¥15,180

時宗年表 9784582703603

谷一文子 KP00032390 201911 EPUB ¥4,180 ‐ ¥6,270

これからの図書館 9784582838169

榎本好宏 KP00013968 200208 EPUB(固定) ¥5,280 ‐ ¥7,920

季語語源成り立ち辞典 9784582124224

半藤一利 KP00014378 200612 EPUB(固定) ¥2,640 ‐ ¥3,960

其角俳句と江戸の春 9784582833454

柳川彰治【編著】 KP00014424 201204 EPUB(固定) ¥5,720 ‐ ¥8,580

私の好きなこの一句 9784582835700

長崎浩 KP00014060 201803 EPUB ¥11,880 ‐ ¥17,820

摂政九条兼実の乱世 9784582469110

小野佐和子 KP00014106 201707 EPUB ¥5,280 ‐ ¥7,920

六義園の庭暮らし 9784582544596

橋口侯之介 KP00014382 200710 EPUB(固定) ¥4,840 ‐ ¥7,260

続和本入門 9784582833768

1002

「神」をめぐり人間の限界を思考することで、混迷する21世紀を生き抜く思考が身に付く。

鬼才・佐藤優によるキリスト教神学入門。

1003

ルターに先んじた、ヤン・フスに端を発するチェコ宗教改革。帝国を解体し、民族・国家意識

を誕生せしめたその思想・歴史から、現代に生かすべく遺産を明らかにする論文集。監訳者

佐藤優の解説付き。  

1004

  ２１世紀にキリスト教は役に立つのか？何ができるのか？神をめぐり、人間の限界を徹底

的に思考する、２０００年超の歴史のなかで培われたキリスト教神学を体得することで、

この世界の見え方が変わる。神をめぐり人間の限界を徹底的に思考するキリスト教神学を

使いこなす実践の書。

1005

興福寺の貫首就任から四半世紀。団塊世代の一人として世の移ろいに真実を見つめてき

た著者の最新随想集。東日本大震災後、改めて阿頼耶識を説き、混迷の社会に一条の

光を送る。  願うとは。鎮めるとは。慰めるとは。そして、祈るとは。コトバや問いがうつろに漂う

現在、稀代の宗教者が投じる一石。

1006

中世から近世にかけ巨大な社会的影響力を持ちながら、その真の姿はなお明確ではない

時宗。近年急速に進む研究・史料整理をもとに、この浄土教派の歴史をとらえる最新年

表。

1007

日本の図書館の革命児「図書館流通センター」（ＴＲＣ）を育てた前会長が、図書館の

過去、今、未来、そして使い倒し方を余すところなく語る。幅允孝、猪谷千香との対談も収

録。

1008

日本語の豊かな世界にひたりながら、読んで楽しめる辞典。現代の歳時記から抜け落ちた

語源・成り立ちを風聞・風説も取り込んで探り、日本人の文化遺産・歳時記の世界に遊ぶ

本。

1009

芭蕉に愛され、荷風が惚れた異色の俳人・宝井其角。酔いつぶれているかと思えば名句を

はく奇人ぶり、「ワビサビ」からかけ離れた句の、難解さの奥に潜む「天才」に、あの手この手で

迫る！

1010

作者・作成時期を一切限定せず、江戸から平成の現在までの俳句作品で、俳人が最も

好むのはどの作品か？ 現役俳人350名の人気投票による上位340作品を収録。 ◎書

評／紹介ほか・yomiuri_20151007.pdf

1011

『平家物語』の描く時代を摂関家の政治の最終走者として生きた九条兼実。彼が残した膨

大な日記『玉葉』を読み通し、乱世の政治の本体をとらえる。『玉葉』はかくも面白く読め

る！

1012

「六義園（りくぎえん）」を舞台に、柳沢吉保の孫・信鴻が隠遁生活を綴った『宴遊日

記』。本書を細密かつ自在に読み解きながら、「庭」を媒介として繰り広げられた、江戸大名

の自然と交遊する庭暮らしの世界を伝える。

1013

好評を博した『和本入門』の続編。今回は版本のほか写本や私家版にも言及、考察は和

本全体に及ぶ。和本を〈つくる〉〈売る〉〈読む〉の視点から捉え、江戸期の書物事情に迫

る。



著者 Product　ID シリーズ名
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フォーマット
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アクセス1

本体価
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橋口侯之介 KP00032291 201812 EPUB ¥8,360 ‐ ¥12,540

江戸の古本屋 9784582468229

瀧音能之 KP00032302 201901 EPUB(固定) ¥5,280 ‐ ¥7,920

風土記と古代の神々 9784582469127

野村麻里 KP00014116 201705 EPUB ¥3,520 ‐ ¥5,280

香港風味 9784582632194

中野重治【著】　竹内栄美子　松下裕【編】 KP00014135 201204 EPUB(固定) ¥33,000 ‐ ¥49,500

中野重治書簡集 9784582718041

梶尾真治 KP00014355 199710 EPUB(固定) ¥4,180 ‐ ¥6,270

カジシンの躁宇宙 9784582829150

岡崎京子 KP00014363 200402 EPUB ¥2,640 ‐ ¥3,960

ぼくたちは何だか

すべて忘れてしまうね
9784582832129

梶尾真治 KP00014398 201001 EPUB(固定) ¥2,860 ‐ ¥4,290

メモリー・ラボへようこそ 9784582834642

梶尾真治 KP00014425 201205 EPUB(固定) ¥3,300 ‐ ¥4,950

ダブルトーン 9784582835717

村田喜代子 KP00014435 201502 EPUB ¥3,520 ‐ ¥5,280

八幡炎炎記 9784582836837

村田喜代子 KP00014436 201805 EPUB ¥3,740 ‐ ¥5,610

火環 9784582837735

少年アヤ KP00014448 201612 EPUB ¥3,080 ‐ ¥4,620

果てしのない世界め 9784582837438

左能典代 KP00014449 201611 EPUB ¥3,520 ‐ ¥5,280

炎魔 9784582837452

1014

近世に始まった本屋は、新刊本の版元であるばかりでなく、むしろ古本の取り扱いを経営基

盤とした。多様な史料から、仲間組織、商習慣など本を商う実態とその本質をとらえる。

1015

 天地の始まりと、八百万と称される個性的な神々。魅力的でときに恐ろしい、古事記とも

日本書紀とも異なる日本古代神話を巡り、風土記研究をもとに綴る「日本古代神話概

観」。

1016

返還20年を迎えた香港は、実は世界一の長寿都市。そこにかつて暮らし、あらゆる食の体

験を重ねた著者が、医食同源の実態、人と食が織りなす様々な風景をつぶさに描く25章。

1017

中野重治は生涯、有名・無名の多くの人々へ手紙を書き、ある時は勇気づけ、ある時は叱

咤した。収録の765通にのぼる書簡は、1923年から亡くなるまで綴られた貴重なドキュメン

トである。

1018

ＳＦの奇才カジシンこと梶尾真治が放つ初のエッセイ集。〈アイジンバンク〉から〈携帯電話〉

まで …… この１５年間の日本を、のけぞる発想で活写した爆笑時事コラム、怒濤の９６

連発！

1019

いつも一人の女の子のことを書こうと思っている。いつも。たった一人の。一人ぼっちの。一人

の女の子の落ちかたというものを……。カリスマ的支持を集める、人気マンガ家・岡崎京子の

初の文芸作品。

1020

あなたの必要な「おもいで」をご提供します――不思議な記憶移植の研究所「メモリー・ラ

ボ」を舞台に繰り広げられる、思いっきりスイートで、ちょっぴりビターな愛の記憶の物語。

1021

なぜ、あなたは夢に出てくるの？――２人の女性が互いの記憶を共有している不思議に気

づいた時から、衝撃的な事件が始まった。タイムトラベル・ロマンスを超えるラブ・サスペンスＳ

Ｆ！

1022

炎々と天を焦がす製鉄の町・北九州八幡を舞台にした著者初の自伝的小説。敗戦の年

に生まれたヒナ子は複雑な家庭事情のなか、祖父母のもとで焼け跡に逞しく、土筆のように

育っていく。

1023

著者初の本格自伝的小説・完結編。戦後の激動のなか、炭鉱の町で育ったヒナ子は映画

の脚本家を目指して密かに上京をもくろむが……。

1024

 ５歳のクリスマスの日、お姫さまのお人形を欲しがって以来、「おかま」「失敗作」と罵られ嗤

われる「ぼく」。そんな「ぼく」を生んだ母の不幸を背負い生きてきた少年は、祖父の死をきっ

かけに家を出て、逃げられない過去と果てしのない未来の間で走り続ける。自らの生と性を

ひたすらに見つめ、読む者に衝撃を与えた、少年アヤの最新作！！

1025

唐から戻り、祆教（ケンキョウ）を広める野望を抱く僧ゲンボウは、帝ショウムの母ミヤコの治

療に成功するが……。８世紀、陰謀渦巻く奈良の都を舞台に、恋愛・食・薬学が絡みあう

傑作長編。
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泉鏡花【著】 KP00014460 201711 EPUB ¥3,960 ‐ ¥5,940

絵草紙 月夜遊女 9784582837681

中山夏樹 KP00032263 201810 EPUB ¥3,520 ‐ ¥5,280

サイゴン陥落の日に 9784582837872

中上紀 KP00032277 200907 EPUB ¥3,740 ‐ ¥5,610

熊野物語 9784582834475

井波律子 KP00032279 201811 EPUB ¥5,280 ‐ ¥7,920

中国奇想小説集 9784582837896

塚本昌則　鈴木雅雄【編】 KP00014019 201703 EPUB ¥13,640 ‐ ¥20,460

声と文学 9784582333275

Ｗ・Ｂ・イェイツ【著】　栩木伸明【編訳】 KP00014437 201503 EPUB ¥5,500 ‐ ¥8,250

赤毛のハンラハンと葦間の風 9784582836875

ストラパローラ【著】　長野徹【訳】 KP00014441 201606 EPUB ¥7,040 ‐ ¥10,560

愉しき夜 9784582837308

Ｗ・Ｂ・イェイツ【著】　栩木伸明【編訳】 KP00014445 201610 EPUB ¥5,500 ‐ ¥8,250

ジョン・シャーマンと

サーカスの動物たち
9784582837407

金哲【著】　渡辺直紀【訳】 KP00014454 201703 EPUB ¥6,160 ‐ ¥9,240

植民地の腹話術師たち 9784582837544

吉澤康子　和爾桃子【編訳】 KP00032331 201903 EPUB ¥4,180 ‐ ¥6,270

夜ふけに読みたい

不思議なイギリスのおとぎ話
9784582838022

吉澤康子　和爾桃子【編訳】 KP00032392 201911 EPUB ¥4,180 ‐ ¥6,270

夜ふけに読みたい

奇妙なイギリスのおとぎ話
9784582838183

半藤一利 KP00014358 200302 EPUB(固定) ¥3,520 ‐ ¥5,280

漱石先生お久しぶりです 9784582831467

1026

月夜の山中、音吉が担いできた鮟鱇の腹の中から妖しい美女が現れ出る。泉鏡花の怪異

譚を山村浩二のイラストで活写した、奇妙で滑稽な新しい絵草紙の誕生！山村浩二

【絵】アダムカバット【校註】

1027

60歳以上を対象とした『こころ』晩成文学賞を処女作で受賞した表題作に、その後、さきが

け文学賞、埼玉文芸賞を受賞した中短編を加えた注目の定年後作家、初の単行本。

1028

浮島の森で巨大な蛇に乗り移られた少女、土車を引いて湯の峰を目指す遊女、成長して

も髪が生えない美貌の海女……熊野の昔話をベースに異世界の神秘が織りなす17の不

思議な物語。

1029

『捜神記』『唐代伝奇』『聊斎志異』『子不語』など六朝から清代まで、変幻自在の奇想幻

想小説約30篇を、ミステリ評論家でもある練達の中国文学者が精選、新訳でお届けす

る。

1030

『〈前衛〉とは何か？〈後衛〉とは何か？』『写真と文学』に続く、文学史・文学概念の脱構

築を試みる共同研究の第３弾。完結篇。今回のテーマは声＝音。録音技術と文学の関

係までをも問う反文学論集。詳細年譜「音響技術と文学」を付す。

1031

生誕150年を迎えたアイルランドのノーベル賞詩人イェイツによる、神秘的でロマンティックな

世紀末の妖精物語「赤毛のハンラハン」の初邦訳。詩集『葦間の風』より18篇を付す。

1032

フランスのペロー、ドイツのグリムへと?がるヨーロッパの昔話文学の源流に位置する古典の初

訳。「長靴をはいた猫」「シンデレラ」「眠り姫」の類話を収めたバジーレの先駆となるイタリア

の短篇特語集。

1033

イェイツが若くして書いた「自伝的小説」初邦訳。三十過ぎの独身男シャーマンが金持ちの

娘と結婚すべくアイルランドの田舎町を捨てロンドンに出るが……。新訳詩26篇を合わせて

お届けする。

1034

日本の植民地下にあった時代に朝鮮近代文学は生まれた。日本語とハングルとの格闘を

通して作品を書いた文学者――腹話術師たちの活動に豊富な引用で光を当てる、ユニー

クな試み！

1035

「ジャックと豆の木」「三匹の子豚」など、日本でもおなじみのおとぎ話を外国文学の翻訳で

定評のある二人が新たに編集・翻訳。大人も子どもも声に出して読み楽しめる一冊。

1036

人気の海外童話読本、待望の続刊！つい夜ふかししてしまう楽しいおとぎ話を、イギリス生

まれの2匹の猫がわかりやすく案内。読み聞かせにはもちろん、大人が読んでも楽しい。第２

弾。

1037

作品や人柄、手紙、言葉はもとより個人主義の極意、憂国の文明観、漢詩や俳句の効

用などなど、今こそ汲み取りたい人間・漱石の尽きない魅力に、『ぞな、もし』の著者が10年

ぶりに迫った！
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大貫伸樹 KP00014359 200308 EPUB(固定) ¥5,060 ‐ ¥7,590

装丁探索 9784582831665

菅野昭正【編】 KP00014426 201207 EPUB(固定) ¥3,520 ‐ ¥5,280

村上春樹の読みかた 9784582835809

高橋睦郎 KP00014450 201612 EPUB ¥5,720 ‐ ¥8,580

在りし、

在らまほしかりし三島由紀夫
9784582837469

森まゆみ KP00014463 201803 EPUB ¥3,520 ‐ ¥5,280

「五足の靴」をゆく 9784582837742

石牟礼道子 KP00014465 201806 EPUB ¥5,720 ‐ ¥8,580

綾蝶の記 9784582837780

オスカル・パニッツァ【著】 KP00032255 201809 EPUB ¥7,920 ‐ ¥11,880

犯罪精神病 9784582835243

小川利康 KP00032314 201902 EPUB ¥9,900 ‐ ¥14,850

叛徒と隠士

周作人の一九二〇年代
9784582482232

岡野弘彦 KP00032358 201907 EPUB ¥5,720 ‐ ¥8,580

最後の弟子が語る折口信夫 9784582838107

石牟礼道子 KP00032416 202002 EPUB ¥5,500 ‐ ¥8,250

道子の草文 9784582838282

木村衣有子 KP00014406 201107 EPUB(固定) ¥3,080 ‐ ¥4,620

猫の本棚 9784582835120

横田順彌 KP00014361 200401 EPUB(固定) ¥5,280 ‐ ¥7,920

古書ワンダーランド1 9784582831894

横田順彌 KP00014362 200406 EPUB(固定) ¥5,280 ‐ ¥7,920

古書ワンダーランド2 9784582832273

1038

橋口五葉から杉浦康平まで、近代日本の装丁の素晴らしさを展望する。画家・版画家・

彫刻家、あるいは著者自身による装丁の数々。愛書家にとって興味尽きない装丁の醍醐

味がここにある。

1039

世界の文学の最前線に立つ村上春樹。その魅惑的な謎に満ちた小説世界の核心とは？

石原千秋、亀山郁夫、三浦雅士、藤井省三、加藤典洋、５人の講師陣と編者が村上

ワールドの秘密に迫る。

1040

三島晩年の６年間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、また今

ではどう生きてほしかったか。50年にわたり書き続けてきた三島論を集大成。究極の人物

論。

1041

明治40年夏、与謝野鉄幹と若き北原白秋、吉井勇、平野萬里、木下杢太郎が、南蛮

文学やキリスト教伝来に興味を抱いて九州でひと月の間、実り多き旅をした足跡を丹念に

辿る。

1042

『花びら供養』に続く石牟礼道子エッセイ集第二弾にして追悼の書。渡辺京二編で、著者

の知られざる歴史・芸術論をテーマに編み直す。

1043

『性愛公会議』により風俗壊乱罪で故国を追われ皮肉にも精神病院で逝ったパニッツァの

本業（？）＝19世紀精神病学たる奇書。全集個人訳までしたタネムラ偏愛の作家。遺

訳稿。種村季弘　多賀健太郎【訳】

1044

兄・魯迅らとともに新文学運動を先導した周作人が、やがてその動きと分岐していく思想的

変遷を、エリス、白樺派、トルストイ、厨川白村などの影響を精緻に腑分けして描く。

1045

昭和２８年の死まで、折口信夫の生活と仕事を傍らで支えた「最後の弟子」が、９５歳

を前に、遺すべき思い出、精神的なつながりや稀有な体験を、精魂こめて綴った畢生の作。

1046

『花びら供養』『綾蝶の記』に続く渡辺京二編集の遺文集。石牟礼道子資料保存会提供

の未発表短篇小説を含む散文を10代から晩年まで年代順に収録。三回忌に合わせて刊

行。

1047

武田百合子『富士日記』、町田康『猫にかまけて』、浅生ハルミン『私は猫ストーカー』などな

ど、読めば一生モノの「猫文学」をセレクト。猫と本をこよなく愛する人のための、心に沁みる

ブックガイド。

1048

小学館のPR誌『本の窓』に同名で連載中のエッセイ全篇を上・下２巻にまとめるファン待望

の単行本化。ときに日本文学の裏面史を、ときに衛生小説を追うなど多彩を極める。

1049

『本の窓』に９年余にわたり連載された名物エッセイがついに全２巻の単行本に!　古書蒐

集歴50年の著者が、これまで集めた本の中からとっておきのおもしろい珍本・稀本を紹介。
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本体価

同時

アクセス3

本体価

書名 ISBN
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内容紹介

鶴ヶ谷真一 KP00014384 200804 EPUB(固定) ¥4,400 ‐ ¥6,600

月光に書を読む 9784582833935

長田弘 KP00014385 200805 EPUB(固定) ¥8,360 ‐ ¥12,540

読むことは旅をすること 9784582833942

今野寿美 KP00014007 201205 EPUB(固定) ¥4,840 ‐ ¥7,260

歌がたみ 9784582305166

加藤則芳 KP00014100 201107 EPUB(固定) ¥6,160 ‐ ¥9,240

メインの森をめざして 9784582542080

大平一枝 KP00014113 201702 EPUB ¥3,300 ‐ ¥4,950

男と女の台所 9784582620627

高山なおみ KP00014117 201803 EPUB ¥3,080 ‐ ¥4,620

たべもの九十九 9784582632217

家入一真 KP00014348 201505 EPUB ¥2,860 ‐ ¥4,290

我が逃走 9784582824773

加藤則芳 KP00014356 199907 EPUB(固定) ¥4,840 ‐ ¥7,260

ジョン・ミューア・トレイルを行く 9784582829365

加藤則芳 KP00014357 200101 EPUB(固定) ¥2,860 ‐ ¥4,290

自然の歩き方５０ 9784582829525

田中栞 KP00014364 200411 EPUB(固定) ¥3,300 ‐ ¥4,950

古本屋の女房 9784582832426

イザベラ・バード【著】　近藤純夫【訳】 KP00014365 200507 EPUB(固定) ¥6,160 ‐ ¥9,240

イザベラ・バードのハワイ紀行 9784582832495

高野潤 KP00014374 200601 EPUB(固定) ¥3,960 ‐ ¥5,940

アマゾン源流生活 9784582832976

1050

月の光で書を読むことの象徴的な意味はなにか？　深く蔵し類稀なる随筆家であった岩本

素白や、慎ましい風貌ながら博識を愛された柴田宵曲を描き、人間にとっての書物の意味

を考える。

1051

詩人が風景を旅して歴史を読み、書き続けてきた読書紀行を徹底して整理しまとめた、待

望の集大成。20世紀の歴史が語る「のぞむのはどのような国のあり方か」という問いの行方

を確かめる旅。

1052

和歌に秘められた仕掛けと美感を平易に解き明かし、発見の楽しさを味わわせてくれる入門

書。実作者ならではの感情移入と自在な文章が、時代を超えて歌と歌人たちを甦らせる。

1053

アメリカ東部、南北につらなるアパラチア山脈を、バックパッカーの第一人者が150日をかけて

歩き通す。55歳の著者が出会った自然、人、歴史、民俗、政治、宗教……感動の記録。

写真多数。

1054

「朝日新聞デジタル」大人気連載の書籍化第2弾。19人の家の台所を通してあぶりだす、

夫婦、カップルなど、男女の関係の本質。

1055

完璧よりも、ちょっと足りないくらいの方が落ち着くし、おいしい。 料理家・高山なおみが神戸

へ移住して綴った食の新境地。 100にはひとつ足りない、自身初の挿画と25のレシピととも

に書き下ろした食べものあいうえおエッセイ！！

1056

ひきこもりから瞬く間に「IT長者」へ…ロングセラー『こんな僕でも社長になれた』を凌ぐ、その

後の転落・逃亡・孤立を巡る物語。

1057

自然保護団体シエラクラブの生みの親ジョン・ミューア。彼の名を冠した全長340キロの山岳

トレイル踏破に初めて挑んだ感動の記録とガイド。アメリカン・アウトドアの真髄を体現。

1058

日本のバックパッキングの第一人者が、国内外のフィールドを歩いた、旅の案内50。環境や

自然保護の現状から、フィールドやキャンプの楽しみまで、豊富な写真とともに紹介する。

1059

古本大好きが高じて憧れの古本屋さんと結婚。全国各地の古本屋へ子連れでセドリ旅行

の日々。売上げ不振のゴタゴタで離婚を考える…。女房が初めて綴った痛快エッセイ。自筆

イラスト付。

1060

『日本奥地紀行』で知られる女性旅行家の「旅」の原点。火山や激流に挑む驚くべき冒険

の数々、先住民との交流や原生自然の貴重な記録が、1873年のハワイ王国にタイムス

リップさせてくれる。

1061

野趣溢れる現地料理や川釣りの愉楽、毒蛇や風土病、暴風の脅威、森の怪音など、楽

園と魔境の境界域ともいえるアマゾン熱帯雨林の神秘的な魅力と怖さを伝える驚きの生活

誌。
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堀江義人 KP00014375 200603 EPUB(固定) ¥5,280 ‐ ¥7,920

天梯のくにチベットは今 9784582833171

白鳥和也 KP00014377 200611 EPUB(固定) ¥3,520 ‐ ¥5,280

自転車依存症 9784582833447

伊勢英子 KP00014379 200706 EPUB(固定) ¥3,080 ‐ ¥4,620

旅する絵描き 9784582833621

山本賢藏 KP00014380 200707 EPUB(固定) ¥3,520 ‐ ¥5,280

きみは金色の雨になる 9784582833638

白鳥和也 KP00014388 200811 EPUB(固定) ¥3,520 ‐ ¥5,280

七つの自転車の旅 9784582834154

安野光雅　半藤一利 KP00014393 200906 EPUB(固定) ¥3,080 ‐ ¥4,620

三国志談義 9784582834352

柳田邦男 KP00014395 200908 EPUB(固定) ¥3,080 ‐ ¥4,620

いつも心に音楽が流れていた 9784582834499

川本三郎 KP00014396 200911 EPUB(固定) ¥3,520 ‐ ¥5,280

きのふの東京、けふの東京 9784582834529

細野晴臣【著】　鈴木惣一朗【聞き手】 KP00014432 201411 EPUB ¥4,180 ‐ ¥6,270

細野晴臣

とまっていた

時計がまたうごきはじめた

9784582836707

野見山暁治 KP00014433 201410 EPUB ¥3,960 ‐ ¥5,940

とこしえのお嬢さん 9784582836745

岡崎京子 KP00014434 201501 EPUB ¥3,520 ‐ ¥5,280

オカザキ・ジャーナル 9784582836820

渡辺京二 KP00014443 201608 EPUB ¥4,840 ‐ ¥7,260

父母の記 9784582837360

1062

多民族国家・中国にあって独自の道を歩んできたチベット。急速に都市化が進む現状を、

鉄道、宗教、鳥葬、茶、環境、政治など様々な視点から、カラー写真約200点とともに紹

介。

1063

増え過ぎた自分の自転車を減らすための苦闘、出力過剰で走る人、オーダーメイド顛末

記、クルマや鉄道、カメラ趣味とのつながり等々、怪しく可笑しい自転車道楽の世界を描く。

1064

傑作『絵描き』、そして平成19年度講談社出版文化賞・絵本賞に輝いた最新作『ルリユー

ルおじさん』はどのようにして生まれたか。創作の秘密も刻み込んだ最新エッセイ。未公開ス

ケッチ多数収載。

1065

いじめやひきこもりと闘い、音楽に才能を発揮し始めていた最愛の弟の自死。きみのメッセー

ジを追って、ぼくは旅に出るしかなかった、いくたびも……。生の意味を問いかける魂の物語。

1066

自転車の旅は手づくりの旅。いやはての東北から木曾の峠越え、北陸路、瀬戸内の海道ま

で、光と風を感じながら日本の道を辿った、自転車文学の香り高い７本の旅エッセイ。

1067

十代の頃に吉川英治で親しんで60余年、「三国志」には一家言ある二人が、名場面の舞

台、登場人物、名句・名言などについて徹底的に語り合う。人生に役立つヒント満載。人

物採点表付き。

1068

人生と音楽……バッハ、モーツァルト、ラフマニノフから愛すべき演奏家たちまで……いのちと

響き合う「音楽」というテーマを核に柳田邦男が初めて編んだ、人生を切り拓く随想集。

1069

きんぴかの町のどこかに、隠れるようにして「昔の町」がある。それを探しに行く。それが私の町

歩きである――。失われた町の面影を求めて、小さな東京の隅々を訪ね歩く。珠玉の最新

エッセイ集。

1070

震災以降、細野晴臣が親しい音楽仲間を相手に率直に語った、世界と音楽のエッセンス。

「分福茶釜」シリーズ第2弾。

1071

94歳になる、戦後を代表する画家で名文家の著者が、日本やパリで出会った有名無名の

21人を、鋭い観察眼と独自の表現で描く名エッセイ。記録としても貴重。カラー口絵８ペー

ジつき。

1072

90年代初頭、伝説の連載「週刊オカザキ・ジャーナル」。バブルの虚無と転換期を描いた傑

作エッセイ集。解説＝古市憲寿。

1073

家族との思い出、引き揚げの記憶、水俣病闘争、新日本文学から戦後思想史まで――

思想史家・渡辺京二が自己を自己たらしめてきた人々との出会いを振り返り、昭和を語る

回想記。
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河野純一 KP00014444 201608 EPUB ¥4,840 ‐ ¥7,260

不思議なウィーン 9784582837377

ドナルドキーンキーン誠己 KP00014446 201610 EPUB ¥3,300 ‐ ¥4,950

黄犬（キーン）ダイアリー 9784582837414

武田花 KP00014447 201610 EPUB ¥3,300 ‐ ¥4,950

猫のお化けは怖くない 9784582837421

中川明紀 KP00014452 201805 EPUB ¥3,520 ‐ ¥5,280

ソウルフード探訪 9784582837490

津村記久子 KP00014455 201704 EPUB ¥3,300 ‐ ¥4,950

まぬけなこよみ 9784582837575

細川貂々 KP00014458 201708 EPUB ¥2,200 ‐ ¥3,300

わたしの主人公はわたし 9784582837636

石牟礼道子 KP00014459 201708 EPUB ¥5,500 ‐ ¥8,250

花びら供養 9784582837643

小林紀晴 KP00014462 201801 EPUB ¥3,960 ‐ ¥5,940

見知らぬ記憶 9784582837711

野見山暁治 KP00014464 201805 EPUB ¥3,960 ‐ ¥5,940

みんな忘れた 9784582837766

泉麻人 KP00032269 201810 EPUB ¥3,740 ‐ ¥5,610

東京23区外さんぽ 9784582837889

谷口桂子【聞書き】 KP00032275 201810 EPUB ¥3,960 ‐ ¥5,940

祇園、うっとこの話 9784582837841

渡貫淳子 KP00032304 201901 EPUB ¥3,080 ‐ ¥4,620

南極ではたらく 9784582837957

1074

その不思議さは、街を歩くと見えてくる――。 人と生活から音楽、衣食住、建築、季節、自

然、交通、通信まで、ウィーンの思いがけない魅力に出会える１００の視点。

1075

2012年に日本国籍を取得したキーンさんが日常で感じたことを語り、その養子となった誠

己さんが父の素顔をつづった親子エッセイ。「黄犬」とはキーンさん自称の当て字ニックネー

ム。

1076

愛猫の「くも」が亡くなった。「くも」のことを思い出すうちに、花さんの記憶は現在と過去を自

由に行き来する。『こころ』連載をまとめた最新フォトエッセイ集。

1077

インド人が食べる「味噌汁」って？　モンゴル人の力の源とは？　愛すべきＢ級グルメから母

の味まで、世界のソウルフードは日本で食べられる！　ユーモアあふれるグルメエッセイ。

1078

七十二候を芥川賞作家が書いたらどうなった？　骨正月、猫の恋、衣替え、蚯蚓鳴く…

…。四季の言葉から生まれた脱力系歳時記エッセイ。ウェブ平凡の人気連載、待望の書籍

化。

1079

自分が大キライ。私なんてどうせダメ。自分が大キライでネガティブ思考クイーンだった貂々さ

んが、自分とまわりと向き合い、生きづらさを脱するコツを綴った初エッセイ集。

1080

全集に未収録で、2003年以降に書かれたエッセイ・評論を中心に編むファン待望の１冊。

３部構成で、個人的な書簡、短編小説なども交えながら、水俣からのメッセージを伝える。

1081

記憶の襞に隠れた過去が、ふとした瞬間に蘇り、時空を超えて往還し、別の様相をおびて

未来を予言する。そこにはいつも写真が……。『ASIAN JAPANESE』から二十余年、著

者の新境地。

1082

97歳、今日も描き続ける洋画家の、22の無伴奏の記憶── 100年近い歳月に日本や

パリでふれあった22人との交遊を、卓越した感性と描写力でつづった底光りするエッセイ。前

作『とこしえのお嬢さん』につづき、永遠に埋もれかけた記憶のたぐいまれなる交遊の記録。カ

ラー口絵付。

1083

街歩きの名手・泉麻人が今度は「東京23区の外」を歩いた！　多摩地区30の市町村を

すべて踏破、軽妙なエッセイで綴る。東京住民も意外と知らない多摩地区の風景とは。写

真多数。

1084

瀬戸内寂聴『京まんだら』のモデルともなった、伝説のお茶屋「みの家」。その二代目女将が

語る、祇園の今昔、しきたり、そして先代のこと……。華やぎと情けの虚実のはざまで生き抜

いてきた、母と娘の物語。

1085

母親にして史上初の南極観測隊調理隊員となった渡貫淳子。平凡な主婦の料理と生き

方を変えた南極での1年4ヵ月の挑戦を綴った初の著書！「悪魔のおにぎり」秘話＆レシピ

あり。
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金井美恵子【文】　金井久美子【絵】 KP00032305 201901 EPUB ¥5,500 ‐ ¥8,250

たのしい暮しの断片 9784582837940

イケムラレイコ KP00032317 201901 EPUB ¥4,840 ‐ ¥7,260

どこにも属さないわたし 9784582206470

岡田恵美子 KP00032330 201903 EPUB ¥5,500 ‐ ¥8,250

言葉の国イランと私 9784582838008

川本三郎 KP00032332 201903 EPUB ¥3,960 ‐ ¥5,940

台湾、ローカル線、そして荷風 9784582837971

中川五郎 KP00032351 201906 EPUB ¥4,840 ‐ ¥7,260

七〇年目の風に吹かれ 9784582838084

小手鞠るい KP00032378 201909 EPUB ¥3,300 ‐ ¥4,950

空から森が降ってくる 9784582838121

茸本朗 KP00032387 201911 EPUB ¥3,080 ‐ ¥4,620

野食ハンターの七転八倒日記 9784582632248

アサダワタル KP00032402 201912 EPUB ¥3,960 ‐ ¥5,940

ホカツと家族 9784582838220

笠井一子 KP00032442 202004 EPUB ¥4,840 ‐ ¥7,260

配膳さんという仕事 9784582838275

細川貂々 KP00014005 201504 EPUB(固定) ¥2,860 ‐ ¥4,290

息子の将来、だいじょうぶ？ 9784582287981

こうの史代 KP00014401 201011 EPUB(固定) ¥2,640 ‐ ¥3,960

平凡倶楽部 9784582834901

鈴木みき KP00014394 200905 EPUB(固定) ¥2,640 ‐ ¥3,960

悩んだときは山に行け！ 9784582834369

1086

「婦人雑誌」の料理のこと、ホーロー鍋あれこれ、泉鏡花の湯どうふ、猫の毛の色……。些

末で豊かな日常の喜びと退屈を描く、待望のエッセイ集。雑誌『天然生活』の人気連載の

書籍化！

1087

作品「横たわる少女」などで著名なアーティスト。さまざまな〈境界〉を越えてきた生い立ちや

作品誕生の秘密に迫る初の自伝的回想録。 曖昧さを受け入れる、しなやかな思考―

―。 「ひとりであること、痛いほどの孤独は、表現者にとっての基礎なのだと甘受している」

1088

半世紀前、国王に送った一通の手紙によりイランに留学、日本のペルシア文学研究を大き

く進展させてきた女性研究者が、言葉の国イランの、当時と今、その文化の魅力を語る。

1089

ローカル線で小さな町を訪ねること、老いてから夢中になった台湾で出会った人たちのこと、そ

して今も尽きせぬ荷風への思い……。独り迎えた老年の日々を綴る。2015?18年の日

記。

1090

今も年に200本近くのライブをこなすフォークシンガー中川五郎。ディランやブコウスキーの翻

訳、音楽評論や小説でも知られる彼の多面的な魅力を、そのまま一冊に封じ込める。

1091

アメリカはウッドストックの森に住む小説家が綴る四季の移ろい。美しくも厳しい自然や野生

動物との交流、ときに森を飛び出し旅先でのできごとをたおやかな筆致で描き出す。

1092

野外で採った食材を調理する「野食」を実践する著者による爆笑必至の失敗談。身近で

採れる意外とおいしいいきもの情報、安全な野食の実践方法も満載。連載第１回が30

万PVを超えたウェブメディアｃａｋｅｓの大人気連載が書籍化！

1093

子どもが生まれて実感する「社会問題が自分ごとになる瞬間」。東京でのホカツ地獄の体験

記や、多様な子育ての事例など、”親になること”の難しさと楽しさをリアルタイムで綴る。

1094

茶会や宴席などを陰で支える特別な職業に京都の「配膳師」がある。いまや数少なくなった

彼らの知られざるプロフェッショナルの実際を綴った貴重な記録。

1095

お受験して息子は幸せになるの？　小1の息子を持つ学校嫌いの貂々さんが難関校から社

会学者までを全力取材のコミックエッセイ。

1096

漫画家・こうの史代初のエッセイ集。押し葉、五線譜、判子、デジカメ、切り絵、油絵具、チ

ラシを駆使した表現に、思わずブッ飛ぶ!?　カラー頁多数。短編漫画も５話収録。

1097

山で人生が変わったイラストレーターによる、本邦初の女子のための登山コミックエッセイ。山

登りの喜びと、すぐに使える登山のノウハウを笑えて使えるコミックで紹介します。
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鈴木みき KP00014405 201103 EPUB(固定) ¥2,640 ‐ ¥3,960

ひとり登山へ、ようこそ！ 9784582835106

鈴木みき KP00014440 201604 EPUB(固定) ¥2,640 ‐ ¥3,960

あれを食べに、

この山に行ってきました
9784582837261

鈴木みき KP00032391 201911 EPUB(固定) ¥2,860 ‐ ¥4,290

中年女子、

ひとりで移住してみました
9784582838176

半藤一利 KP00014054 201602 EPUB ¥3,960 ‐ ¥5,940

Ｂ面昭和史1926-1945 9784582454499

川本三郎 KP00014400 201011 EPUB(固定) ¥2,640 ‐ ¥3,960

マイ・バック・ページ 9784582834840

伊藤比呂美　斎藤学 KP00014076 201110 EPUB(固定) ¥3,080 ‐ ¥4,620

あかるく拒食　ゲンキに過食

リターンズ
9784582513257

村中璃子 KP00014079 201802 EPUB ¥3,520 ‐ ¥5,280

10万個の子宮 9784582513356

伊東祐吏 KP00014124 201007 EPUB(固定) ¥5,720 ‐ ¥8,580

戦後論 9784582702507

佐藤栄佐久 KP00014346 200909 EPUB ¥3,520 ‐ ¥5,280

知事抹殺 9784582824544

山岡淳一郎 KP00014353 201711 EPUB ¥3,960 ‐ ¥5,940

神になりたかった男徳田虎雄 9784582824865

チームＦＡＣＴＡ KP00014347 201205 EPUB(固定) ¥3,520 ‐ ¥5,280

オリンパス症候群（シンドローム） 9784582824605

原丈人 KP00032282 201309 EPUB ¥3,300 ‐ ¥4,950

増補　21世紀の国富論 9784582836295

1098

人気既刊『悩んだときは山に行け！』につづく「女子のための登山入門」第2弾。空前の「山

ガール」ブームの火付け役の著者が、ひとりで山を愉しむコツ、技術、喜びを、笑いあり涙あり

のマンガで紹介します。

1099

女子登山ブームの火付け役で人気漫画家の鈴木みきによるコミックエッセイ。山で食べるお

いしいごはん、お酒をテーマにした7つの山行記。笑って泣けて、役に立つ。地図、カラー写真

掲載。

1100

 ベストセラー『悩んだときは山に行け！』『ひとり登山へようこそ！』の登山コミックが人気の鈴

木みきの、「中年独身ならではの田舎暮らし体験談」。38歳で山梨県北杜市に移住した

体験を元に、家、仕事探しなど、リアルなアドバイス満載。若くない、家族もないけど移住は

こんなに楽しめる！

1101

政府や軍部の動きを中心に戦前の日本を語り下ろした著者のベストセラー『昭和史』（＝

A面）と対をなす、国民の目線から時系列で綴った“もうひとつの昭和史”、いよいよ登場！

1102

ベトナム戦争、全共闘運動、そして連合赤軍事件……。騒乱の60年代末、若きジャーナ

リストとして著者が体験した、青春の蹉跌を描く伝説の回想録、待望の復刊。2011年、妻

夫木聡＆松山ケンイチ出演で映画化！

1103

「摂食障害」に悩む若者たちのインタビューを中心にして、詩人と精神科医がその原因と意

味について対話する──本人と親と医師の３つの視点で、次へのステップを示す快著！

1104

少女たちの身体の症状が本当に訴えていたこととは―科学誌「ネイチャー」など主催、ジョン・

マドックス賞受賞！子宮頸がんワクチン問題の背景と日本社会の闇に切り込んだ、衝撃の

科学ノンフィクション。

1105

戦後日本人は昭和の戦争について当事者意識を欠落させてきたのではないか。加藤典洋

『敗戦後論』を批判的に受け継ぎ、戦後思想のリーダーたちの「補欠性」をえぐりだす。気鋭

の根底的問題提起。

1106

ダム建設をめぐって突然湧いた逮捕劇。県内で絶大な人気を誇った改革派知事はなぜ失

脚させられたのか。汚職知事の名を着せられた当事者が、事件の内実を冷静な筆致で綴

る。

1107

徳田虎雄は、なぜ一代で世界有数の医療グループ〈徳洲会〉を築けたのか？　清濁併せ?

みながら病院建設に邁進する男の〈医・政・金〉。それを支えた側近たちの姿を追う。

1108

オリンパスはなぜ20年間にわたって「飛ばし」を続けられたのか。事実をスクープした

『FACTA』取材チームが、事件の真相とともに、日本企業のガバナンス、コンプライアンス、会

計制度の病理を突く。

1109

経済財政諮問会議で「日本型資本主義」による新しい経済成長モデルを提案し、50年

後の日本を見据える原丈人とは、いったい何者なのか。2007年のベストセラーを大幅に増

補。
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大塚英志 KP00032296 201812 EPUB ¥5,500 ‐ ¥8,250

大政翼賛会のメディアミックス 9784582454536

武内孝夫 KP00014350 201602 EPUB ¥3,960 ‐ ¥5,940

自転車で見た三陸大津波 9784582824827

佐藤優 KP00014351 201611 EPUB ¥2,860 ‐ ¥4,290

知の操縦法 9784582824841

もんじゅ君【著】 KP00014422 201203 EPUB ¥2,200 ‐ ¥3,300

おしえて！　もんじゅ君 9784582835625

金井美恵子 KP00014439 201604 EPUB ¥4,180 ‐ ¥6,270

新・目白雑録 9784582837254

内藤陽介 KP00014373 200510 EPUB(固定) ¥4,840 ‐ ¥7,260

皇室切手 9784582832914

高野潤 KP00014412 201109 EPUB(固定) ¥3,960 ‐ ¥5,940

インカの食卓 9784582835458

郭南燕 KP00014131 201803 EPUB ¥8,800 ‐ ¥13,200

ザビエルの夢を紡ぐ 9784582703580

星亮一 KP00014367 200506 EPUB(固定) ¥3,960 ‐ ¥5,940

後藤新平伝 9784582832686

鈴木嘉一 KP00014442 201607 EPUB ¥4,840 ‐ ¥7,260

テレビは男子一生の仕事 9784582837322

田中克彦 KP00014451 201612 EPUB ¥5,060 ‐ ¥7,590

田中克彦自伝 9784582837483

内村理奈 KP00032380 201910 EPUB ¥7,040 ‐ ¥10,560

マリー・アントワネットの衣裳部屋 9784582620696

1110

みんな動員された──。 長谷川町子が描き、古川ロッパが歌い、手塚治虫が二次創作

し、みんなが投稿した「ニコニコ」メディアミックスの正体とは？

1111

3.11の東日本大震災で大津波に襲われた三陸海岸。坂道の多いその沿岸の道を自転

車の輪行サイクリングで辿り通した紀行。テレビや新聞ではわからない現地の有り様に自転

車で迫る。

1112

反知性主義が横行し知の地盤が下がるいま、我々に求められている知とは何か。多元的な

視点を身に付け、混迷する世界を生き抜く知の使い方を、佐藤優が指南する。

1113

「原発を止めると電気はたりなくなるの？」「放射性物質、どう気をつけたらいい？」ツイッター

の大人気キャラ「もんじゅ君」がやさしくわかりやすく語る「原発と放射能」。大島堅一　左巻

健男【監修】

1114

批評とユーモアが全方位に炸裂する当代一のことばの使い手・金井美恵子。DJポリスから、

佐村河内、戦争画まで、世の言説への痛烈な一撃！「一冊の本」の人気連載、待望の書

籍化！

1115

明治天皇から紀宮まで、国家のメディアである切手はどのような皇室像を発信し、時代の位

相を刻印してきたのか？　「切手」という異色の視点から、日本近現代史を再構築する。

1116

インカ帝国時代、人々はどのような植物と出会い、何をどのようにして食べてきたのか。約40

年、アンデスやアマゾンの秘境を歩き続けてきた写真家が伝える、伝統の暮らしと文化。

1117

。 キリスト教が初めて日本に伝来してから４６０年余。日本語で話し、そして記述した数多

くの神父たちの行いは、日本と日本人に有形無形の豊かな財産をもたらした。先駆者フラン

シスコ・ザビエルから２０世紀の「酒場神父」ジョルジュ・ネランまで５人の宣教師を取り上

げ、彼らの業績と人柄をつぶさに語る、最新の研究。

1118

薩長藩閥万能の明治、東北水沢藩出身ながら、内務省衛生局長から台湾民政長官、

満鉄総裁、外務大臣に登りつめ、多才と異能で日本をリードした開明政治家後藤新平の

生涯を描く。

1119

『ノンフィクション劇場』『すばらしい世界旅行』など、“テレビ第一期生”としてドキュメンタリーの

地平を切り拓いた伝説的プロデューサーの生涯を証言によって描く。

1120

「たたかう言語学者」が自伝を書いた！昭和９年生まれ、82歳の著者が、故郷但馬での

生い立ちから大学生活までを語りつつ、同時代に出会った忘れえぬ人々を点描スタイルで

記す備忘録。

1121

王妃の生活と生涯を豊富なカラー写真と図版から読み解く。恋心の印であるリボンや、「悩

殺」という名のつけぼくろなど、貴婦人たちの文化にも触れる。約200着の衣裳目録付き！
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前多敬一郎　ほか【著】　束村博子【編】 KP00032435 202003 EPUB ¥7,700 ‐ ¥11,550

死してこそ成し遂げる 9784582838381

池内了 KP00032448 202005 EPUB ¥5,500 ‐ ¥8,250

ふだん着の寺田寅彦 9784582838411

細川貂々 KP00032311 201902 EPUB(固定) ¥2,640 ‐ ¥3,960

生きづらいでしたか？ 9784582288254

雨宮まみ KP00014431 201405 EPUB ¥3,080 ‐ ¥4,620

女の子よ銃を取れ 9784582836592

末井昭 KP00014456 201705 EPUB ¥3,080 ‐ ¥4,620

結婚 9784582837599

犬山紙子 KP00014457 201706 EPUB ¥2,860 ‐ ¥4,290

私、子ども欲しいかもしれない。 9784582837612

吉玉サキ KP00032352 201906 EPUB ¥3,080 ‐ ¥4,620

山小屋ガールの癒されない日々 9784582838077

石村由起子 KP00032382 201910 EPUB ¥3,300 ‐ ¥4,950

自分という木の育て方 9784582838152

本多理恵子 KP00032393 201912 EPUB ¥3,190 ‐ ¥4,785

おもてなしが疲れる 9784582632262

能町みね子 KP00032401 201912 EPUB ¥3,300 ‐ ¥4,950

結婚の奴 9784582838213

辛酸なめ子 KP00032411 202001 EPUB ¥3,300 ‐ ¥4,950

スピリチュアル系のトリセツ 9784582838251

服部みれい KP00032375 201909 EPUB ¥3,300 ‐ ¥4,950

わたしと霊性 9784582838114

1122

畜産学・獣医学の大研究者、前多敬一郎の逝去に伴い編まれた文集。氏の偉大な業績

を紹介し、教育者としての優れた人柄を回顧する。本人の遺稿「キスペプチン物語」に加

え、有力研究者からの寄稿多数。

1123

胃を悪くしても甘いものや煙草、コーヒーが止められず、医者が嫌いで、子どもに対しては異

常なほど心配性……。寺田寅彦の背中を追い続けてきた著者が描くとっておきの姿。

1124

苦労のメカニズムや意味を仲間と共に考える「当事者研究」を通し、「ネガティブ思考クィー

ン」の細川貂々が生きづらさと向き合うコツを探るコミックエッセイ。「べてるの家」向谷地生良

さんも登場。

1125

女にとって、外見とは何なのでしょうか――顔やスタイル、ファッションをめぐり、他者の視線と

自意識の間でゆれ動くこじらせ女子の心をやさしくときほぐすエッセイ集。

1126

恋愛とは？　結婚とは？　男と女とは？　一番身近な存在だからこそ悩んでしまう関係をス

エイさんが自身の浮気、離婚、再婚等々の体験から語ります。未婚者も既婚者も悩める人

必読！

1127

「子ども欲しいけど、実際どうなの？」。人気コラムニストが育児体験者の話を聞いて考える、

「出産・育児」のリアル。保活、育児分担、セックスレス問題……母親の本音炸裂！

1128

ウェブメディア「ｃａｋｅｓ」の人気連載が書籍化！　山小屋にお風呂はある？　腹が立

つお客さんはいる？　スタッフの人間関係は？　北アルプスで10年働いた著者が隅から隅ま

で描く山小屋生活。

1129

奈良の超人気カフェ・雑貨の店「くるみの木」オーナーによる待望の人生論。仕事、暮らし、

人付き合い、人生で大事にしていること、これからやりたいこと。中村好文氏設計の新居も

公開。石村さんの前向きで力強い生き方は、壁にぶつかっている人、夢に向かって試行錯

誤している人はもちろん、どんな人にも必ず役立つヒントにあふれています。

1130

異色の料理本『料理が苦痛だ』の著者による「気楽なおもてなし」の実用アイデアとそこにい

たる人間関係のマインドの提案。何かと負担になるおもてなしのシーンでの悩みとそれを解決

するアイデア・レシピを紹介。

1131

第一声は「ただいま」なんだろうと考えた──ゲイの夫（仮）と、恋愛でも友情でもない二

人の生活をつくるまでのつれづれ。能町流「結婚への道」。「ウェブ平凡」連載の単行本化。

1132

ブームを超えた"スピリチュアル"の世界。スピリチュアル界の旗手であり、人気コラムニストの辛

酸なめ子が徹底分析する。「ウェブ平凡」連載の単行本化。

1133

目に見えない力がもたらす豊かさとは何か。「マーマ―マガジン」編集長で作家の服部みれい

が自身の原点を綴った、現代に暮らす若い人たちの未来を明るく照らす新しい随筆集。
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西世古桂子 KP00014387 200810 EPUB(固定) ¥3,520 ‐ ¥5,280

スーパーマーケットで

かわいい買い物
9784582834123

松田忠徳 KP00014429 201611 EPUB ¥5,060 ‐ ¥7,590

温泉はなぜ体にいいのか 9784582836516

竹内久美子【著】　もじゃクッキー【イラスト】 KP00032431 202003 EPUB ¥2,860 ‐ ¥4,290

悪のいきもの図鑑 9784582542622

上野敏彦 KP00014343 200612 EPUB(固定) ¥3,300 ‐ ¥4,950

闘う純米酒　神亀ひこ孫物語 9784582824506

江口まゆみ KP00014352 201612 EPUB ¥3,080 ‐ ¥4,620

ビジネスパーソンのための

一目おかれる酒選び
9784582824858

川島良彰 KP00014383 200802 EPUB(固定) ¥3,740 ‐ ¥5,610

コーヒーハンター 9784582833881

矢吹申彦 KP00014411 201109 EPUB(固定) ¥3,960 ‐ ¥5,940

おとこ料理讀本 9784582835342

近藤純夫 KP00014099 200302 EPUB(固定) ¥4,070 ‐ ¥6,105

ハワイ・トレッキング 9784582542066

平凡社【編】 KP00014104 201205 EPUB(固定) ¥2,200 ‐ ¥3,300

東京スカイツリー　ハンドブック 9784582544428

佐野敬彦 KP00014102 200803 EPUB(固定) ¥4,180 ‐ ¥6,270

ヨーロッパの都市は

なぜ美しいのか
9784582544343

橋本愛子　永井大介 KP00014103 201205 EPUB(固定) ¥3,520 ‐ ¥5,280

ねじれた家、建てちゃいました。 9784582544398

鈴野浩一　禿真哉 KP00014423 家を伝える本シリーズ 29 201205 EPUB(固定) ¥4,180 ‐ ¥6,270

トラフの小さな都市計画 9784582835670

1134

乾物・お菓子から文房具まで、普段使いのスーパーで買える、懐かしくてかわいい商品の

パッケージを一挙公開。いつものスーパーが、宝の山に見えてくる画期的な一冊。

1135

日本唯一の温泉学教授として著名な著者が、「科学的な温泉の効用」に本格的に取り組

み、その最新成果をわかりやすく紹介。温泉の尽きぬ魅力と楽しみ方、利用法を紹介す

る。

1136

仕事をサボった奴にはお仕置き！　豪邸を建てたご近所さんに嫉妬し破壊。オスの贈り物を

値踏みするメスも。人間くさい悪い行動の数々を、笑えるイラストで紹介。

1137

今や全国にその名を知られる銘酒、神亀ひこ孫の蔵元、小川原良征の純米酒再生にかけ

た夢と闘いを追ったノンフィクション。日本酒党は言うに及ばず、ビジネス書としても格好の読

み物。

1138

「きみ、メニューから何か適当にたのんどいて」 と言われて困っているビジネスパーソンのため、

お酒を愛する酒呑みが書いた、 酒呑みのためのとびきり実践的なお酒の入門書。 本書

は、あなたのお酒の世界を拡げるお手伝いをします。 お酒をすすめるときに添える気の利い

たひと言。小さなチャンスが大きなビジネスにつながるかもしれません。

1139

動乱のエルサルバドルでコーヒー研究を開始し、ジャマイカ、ハワイ、スマトラで農園を拓いて

きた男が、レユニオン島で絶滅寸前の最高級コーヒーを100年ぶりに復活させた。コーヒー愛

飲家必携。

1140

素材、旬、もてなし方、器、そして文人の食の作法に拘ることによって独自のメニューを生み

だした著者が、晩酌料理30年間の研究成果から134品を厳選。絵とエッセイで紹介する

画期的な料理読本。

1141

ワイキキからちょっと出て、巨木の森、シダの林、オヒアの木陰、熔岩平原……気持ち良い

風に吹かれながら、自分の足でハワイを歩き、感じるためのディープなガイド本。初級から上

級まで。  オアフ島１７コース、ハワイ島１８コース、カウアイ島９コース、マウイ島８コースほ

か、計５４のトレッキング・ルートを詳しく紹介。

1142

世界一高い電波塔をめざした３年半は、知恵と勇気による闘いの連続だった。技術の力か

ら人間の力まで、634mに詰まったヒミツとビックリ。小学生から必読の東京スカイツリー公認

ブック。東武タワースカイツリー（株）【監修】

1143

広場や噴水、泉、建築物、記念塔など、都市環境を構成する要素は、長い歴史と伝統の

中で生まれ育まれてきた。その造形の妙をイタリア、フランスの各地に訪ねたエッセイ集。

1144

ねじれた家「スウェー・ハウス」（設計アトリエ・ワン）はこうして生まれた！ 若い夫婦が果敢

に建築家との家づくりに挑んだ、家建てコミック・エッセイ。いま、家を建てたい人は必読。

1145

人気建築家のユニット「トラフ」が生み出すデザイン発現のユニークさ、面白さの秘密を、イラ

ストレーター山口洋佑とのコラボレーションで描き出す、画期的な「家を伝える本」。
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高橋修一 KP00032262 201809 EPUB ¥3,960 ‐ ¥5,940

いい家をつくるために、

考えなければならないこと
9784582544640

有元葉子 KP00014105 201703 EPUB(固定) ¥3,520 ‐ ¥5,280

有元葉子　私の住まい考 9784582544572

山田きみえ【編】　雨宮秀也【写真】 KP00014107 201710 EPUB ¥3,960 ‐ ¥5,940

小さな平屋に暮らす。 9784582544602

大石泉 KP00014427 201207 EPUB(固定) ¥3,080 ‐ ¥4,620

女性のための

マンション選びとお金の本
9784582835823

大平一枝 KP00014112 201503 EPUB(固定) ¥3,300 ‐ ¥4,950

東京の台所 9784582620597

梶田隆章 KP00009519 201511 EPUB ¥5,940 ‐ ¥17,820

ニュートリノで探る宇宙と素粒子 9784582503050

高木由臣 KP00014110 199309 EPUB(固定) ¥4,400 ‐ ¥6,600

生物の寿命と細胞の寿命 9784582546194

吉川寛　海野和男 KP00032278 201809 EPUB(固定) ¥7,480 ‐ ¥11,220

アゲハチョウの世界 9784582542561

池田光男 KP00014109 198808 EPUB(固定) ¥5,280 ‐ ¥7,920

眼はなにを見ているか 9784582546088

藤本修　関根友実 KP00014078 201603 EPUB ¥3,300 ‐ ¥4,950

精神科医の仕事、

カウンセラーの仕事
9784582513349

永濱利廣 KP00014115 HEIBONSHA BUSINESS 201403 EPUB ¥2,640 ‐ ¥3,960

エコノミストが教える

経済指標の本当の使い方
9784582629118

菅付雅信 KP00014349 201511 EPUB ¥3,080 ‐ ¥4,620

物欲なき世界 9784582824810

1146

どうすれば満足のいく家が建てられるのか？　伝統構法で700棟の家を作った建築家が明

かす、「家づくり」と「暮らし」の極意。

1147

シンプルで研ぎ澄まされたライフスタイルにも熱烈なファンをもつ人気料理家・有元葉子が

「住まい」で大切にすることとは。間取りの考え方やインテリアの実例から、キッチンのつくり方、

家具の選び方、さらにはご近所付き合い、街づくりのあり方への思いまで。有元葉子的「住

まい考」。カラー写真多数。これから家を建てる人にも必見の一冊です。

1148

  風景に溶け込む、小さな平屋６例。郊外の住宅地、あるいは里山の比較的広い敷地に、

あえて小さな家を建てて暮らす日々を、住み手が綴り、あるいは語り、その家の設計者が、

小さな平屋の設計手法を解説。

1149

マンション購入を考えたときこそ自分の人生と向き合うチャンスです。自分のハッピーがかなう

マンション選びのノウハウ、知りたいお金のことなど、とことんレクチャーします。

1150

朝日新聞ウェブサイト大人気連載の書籍化。東京に暮らす50人の台所を収録したビジュ

アルブック。台所を通して知る50色の人生とは。収納や食材など実用コラムも満載。

1151

宇宙の成り立ちを探るうえできわめて重要な素粒子・ニュートリノ研究の第一人者による入

門書。基礎理論から最新の発見まで詳説する。

1152

あらゆる生物個体は死を免れない。個体が死ぬとき、細胞も死ぬ。細胞の死は個体の死に

よって強いられたものか、それとも細胞は定められた寿命をもつのか。長年のゾウリムシ研究

を踏まえ老化と寿命の生物学的意味を問う。

1153

 足で葉を叩くドラミングで、チョウは味見し、産卵できる植物かを見分ける――アゲハチョウ

研究の最新の成果による解説と美しい写真から、分子生物学や種の多様性の最先端に

迫る。 アゲハチョウを入り口に、最先端の成果による解説と、昆虫写真の第一人者による

約150種のアゲハチョウの美しい写真によっ

1154

闇に眼が馴れるとはどういうことか、盲点があるのに外の景色に見えない部分がないのはなぜ

かなど、日常的に体験しながらも見過している事柄を通して、眼の働きと構造を語る。

1155

精神科医とカウンセラーは、どのように連携し、それぞれどんな診療をしているのか。両者の診

療の違い、ポイントを現場で診療に携わる二人がわかりやすく解説する。

1156

経済統計の読み方や、その内訳、それぞれの指標がもつ関連性を理解できれば、日本経

済、ひいては世界経済のゆくえまでもが予測できるはずである。分析のプロが教える最強のビ

ジネススキル！

1157

なぜ人々はモノを買わなくなったのか？　物欲が低下する先進国のトレンドから、資本主義

の先の来るべき世界を浮かび上がらせる。



著者 Product　ID シリーズ名
底本刊行

年月
フォーマット

同時

アクセス1

本体価

同時

アクセス2

本体価

同時

アクセス3

本体価

書名 ISBN

NO

内容紹介

岩﨑葉子 KP00014354 201804 EPUB ¥10,560 ‐ ¥15,840

サルゴフリー店は誰のものか 9784582824872

ギャレス・デイル【著】 KP00032355 201907 EPUB ¥9,900 ‐ ¥14,850

カール・ポランニー伝 9784582824889

竹田津実 KP00032271 201810 EPUB ¥3,740 ‐ ¥5,610

北海道小清水

「オホーツクの村」ものがたり
9784582527360

苅安望【編著】 KP00014047 201804 EPUB ¥4,400 ‐ ¥6,600

世界の

国旗と国章大図鑑 五訂版
9784582407457

苅安望【編著】 KP00032274 201810 EPUB(固定) ¥3,520 ‐ ¥5,280

こども世界国旗図鑑　二訂版 9784582407464

株式会社地理情報開発【編】 KP00032362 201908 EPUB(固定) ¥3,740 ‐ ¥5,610

首都圏版 鉄道地図鑑 9784582407488

柳田邦男 KP00014376 200611 EPUB(固定) ¥3,080 ‐ ¥4,620

大人が絵本に涙する時 9784582833430

松井るり子 KP00014381 200707 EPUB(固定) ¥3,300 ‐ ¥4,950

絵本でほどいてゆく不思議 9784582833652

いせひでこ KP00014410 201108 EPUB(固定) ¥2,860 ‐ ¥4,290

マキちゃんのえにっき　新編 9784582835311

田嶋麻里江【著】　國枝浩【監修】 KP00014428 201305 EPUB(固定) ¥2,156 ‐ ¥3,234

世界一の学力がつく

シンガポール式算数ドリル

小学１～６年

9784582836172

西村洋子【編著】 KP00032289 201811 EPUB(固定) ¥6,160 ‐ ¥9,240

新装版　古代エジプト語

基本単語集
9784582127270

1158

サルゴフリーとはその店で商売する権利。店舗賃借人間で売買されていたこの取引に、ある

近代法が介入して地主も巻き込まれることに。法律と商習慣の綱引きを描く画期的モノグラ

フ。

1159

名著『大転換』の著者にして近年再評価著しい経済人類学者カール・ポランニーの初の評

伝。市場経済の最もオリジナルな理解者が生涯をかけて追究した経済の在り方を問う。若

森みどり　若森章孝　太田仁樹【訳】

1160

“キタキツネの獣医”で知られる著者が、1978年に地元・小清水町の農民たちと始めた、自

然環境保全、40年の活動。100年の森をつくる──今と未来の自然と人とのかかわりを問

う。

1161

世界197カ国の国旗に加え、国の物語を華やかにデザインした国章を網羅。日本旗章学

協会会長の著者による解説で世界を学び、国際競技をもっと深く楽しもう！

1162

 東京オリンピック・パラリンピック目前！　国を知るにはまず国旗から、国旗を知るにはまずこ

の一冊から。こどもの学びに最適な、第一人者による正確な国旗表現と総ルビ解説付き。

1163

 ほぼカオスな首都圏の鉄道を、写真、路線図、Super地形鉄道地図で深掘りした画期

的のりもの図鑑。乗り入れ関係が一目でわかるパノラマ路線図も必見。

1164

「大人こそ絵本を読もう」と呼びかけを始めて７年。絵本は、ユーモア、悲しみ、思いやりな

ど、生きるうえで大事なものに深く気づかせてくれる。柳田式「座右に置く絵本」のすすめ。

1165

絵本の中に見つけたより良い暮らし。「衣食住と子ども」という観点から絵本を読み解き、そ

の豊かさ、美しさが柔らかく語られたエッセイ集。絵本のガイドブックとしても楽しめる。

1166

まだ字が読めない保育園児のマキちゃんだけのために、お母さんが絵日記を書きました─

─。野間児童文芸新人賞受賞の名作に、未発表短編「マキちゃんとチェロ」を増補した決

定版。

1167

めざましい経済成長をとげるシンガポールは、国際調査で、小学生の算数の学力が世界

一。その秘密は「バーモデル」という文章題の解き方にあった！ 本邦初、シンガポール式算

数ドリル。本物の思考力を養おう！

1168

 象形文字で書かれた、古代エジプトの文学作品や碑文に頻出する約1400語を収録した

基本単語集。初心者のために読み方、使い方、書き方もガイド。和文索引付き。

ICT営業本部　電子書籍営業部　TEL：03-5719-2501　FAX：03-5436-6921

〒153-8504　東京都目黒区下目黒　3-7-10    ict_ebook@kinokuniya.co.jp

＊上記はカタログ作成時の情報です(2021年6月末現在）。 価格等は予告なく変更となる場合がございます。 
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