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本誌掲載　書籍リスト

※リストには現在、絶版・品切れのものも含まれております。ご了承ください。

骨太！社会派ノンフィクション。

武田砂鉄（ライター）×荻上チキ（評論家）推薦

差別や迫害と戦う女性たち。

書名 著者 出版社

キャバ嬢なめんな。: 夜の世界・暴力とハラスメントの現場　 布施えり子 現代書館

明石書店

ミズーラ 名門大学を揺るがしたレイプ事件と司法制度 ジョン・クラカワー (著), 菅野 楽章 (翻訳) 亜紀書房

女たちの王国: 「結婚のない母系社会」中国秘境のモソ人と暮らす 曹 惠虹 (著, 原著), 秋山 勝 (翻訳) 草思社

THE LAST GIRLーイスラム国に囚われ、闘い続ける女性の物語― ナディア・ムラド (著), 吉井智津 (翻訳) 東洋館出版社

日本社会として、あるべき未来を考える。

書名 著者 出版社

安楽死を遂げるまで 宮下洋一 小学館

ななころびやおき（著）フクダカヨ（イラスト） ラティーナ

オリンピック秘史: 120年の覇権と利権 ジュールズ ボイコフ (著), 中島 由華 (翻訳) 早川書房

歴史は、どのように作られたか。

書名 著者 出版社

ゲッベルスと私－ナチ宣言相秘書の独白 紀伊國屋書店

24歳の僕が、オバマ大統領のスピーチライターに?! デビッド・リット (著), 山田美明 (翻訳) 光文社

笑いの力が、人種差別から抜け出す鍵に。

書名 著者 出版社

トレバー・ノア 生まれたことが犯罪! ? トレバー・ノア (著), 齋藤慎子 (翻訳) 英治出版

軌道 福知山線脱線事故 JR西日本を変えた闘い 松本 創 (著) 東洋経済新報社

アメリカ社会の底辺からの手紙。

リン・ディン（詩人・小説家・翻訳家）×川上未映子（小説家・詩人）推薦

書名 著者 出版社

ジョージ・オーウェル日記 ジョージ オーウェル (著) 白水社

どん底の人びと―ロンドン1902 ジャック・ロンドン 岩波書店

危険な作家

大江健三郎

書名 著者 出版社

大江健三郎全小説 第3巻 (大江健三郎 全小説) 大江健三郎 講談社

大江健三郎自選短篇 大江健三郎 岩波書店

同時代ゲーム 大江健三郎 新潮社

大江健三郎 作家自身を語る 大江健三郎 新潮社

ウラジミール・ナボコフ

書名 著者 出版社

淡い焔 ウラジーミル ナボコフ 作品社

ロリータ ウラジーミル ナボコフ 新潮社

アーダ〔新訳版〕 上下 ウラジーミル ナボコフ 早川書房

ウラジーミル ナボコフ 新潮社

高原英理

書名 著者 出版社

歌人紫宮透の短くはるかな生涯 高原英理 立東舎

ゴシックハート 高原英理 立東舎

うさと私 高原英理 書肆侃侃房

不機嫌な姫とブルックナー団 高原英理 講談社

山尾 悠子 

書名 著者 出版社

飛ぶ孔雀 山尾 悠子 文藝春秋

増補 夢の遠近法: 初期作品選 山尾 悠子 筑摩書房

ラピスラズリ 山尾 悠子 国書刊行会

歪み真珠 山尾 悠子 国書刊行会

アラン・ロブ＝グリエ

書名 著者 出版社

消しゴム アラン・ロブ＝グリエ 光文社

反復 アラン・ロブ＝グリエ 白水社

快楽の館 アラン・ロブ＝グリエ 河出書房新社

迷路のなかで アラン・ロブ＝グリエ 講談社

森泉岳士

書名 著者 出版社

耳は忘れない 森泉岳士 KADOKAWA/エンターブレイン

報いは報い、罰は罰(上)(下) 森泉岳士 KADOKAWA

カフカの「城」他三篇 森泉岳士 河出書房新社

セリー 森泉岳士 KADOKAWA

ヴィクトリア・ヴァントック (著),

浜本 隆三 (翻訳), 藤原 崇 (翻訳)

ナボコフ・コレクション マーシェンカ

/キング、クイーン、ジャック

ブエノス・ディアス、ニッポン―外国人が生きる

「もうひとつのニッポン」

ジェット・セックス

――スチュワーデスの歴史とアメリカ的「女性らしさ」の形成

ブルンヒルデ・ポムゼル (著), トーレ・D. ハンゼン (著)

石田勇治（監修）,森内薫,赤坂桃子（訳）



自民党の２大潮流を辿る読書。

田中秀征（政治家）×西寺郷太（ミュージシャン）掲載・推薦

書名 著者 出版社

自民党本流と保守本流 保守二党ふたたび 田中秀征 講談社

吉田茂とその時代(上) (下) ジョン・ダワー (著), 大窪 愿二 (翻訳) 中央公論新社

日本リベラルと石橋湛山 いま政治が必要としていること 田中秀征 講談社

岸信介―権勢の政治家 原彬久 岩波書店

田中角栄 - 戦後日本の悲しき自画像 早野透 中央公論新社

政争家・三木武夫 田中角栄を殺した男 倉山満 講談社

回顧九十年 福田 赳夫 岩波書店

茜色の空―哲人政治家・大平正芳の生涯 辻井 喬 文藝春秋

田中角栄と中曽根康弘 戦後保守が裁く安倍政治 早野 透 (著), 松田 喬和 (著) 毎日新聞出版

爽快なり、立ち技―小説・安倍晋太郎 大下 英治 徳間書店

われ万死に値す―ドキュメント竹下登 岩瀬 達哉 新潮社

聞き書 宮沢喜一回顧録 御厨 貴 (編集), 中村 隆英 (編集) 岩波書店

祥伝社

近代日本の政治家 岡 義武 岩波書店

自民党戦国史〈上〉〈下〉 伊藤 昌哉 筑摩書房

私を通りすぎた政治家たち 佐々 淳行 文藝春秋

わが人生の時の時 石原 慎太郎 新潮社

生きづらさと実録私小説。

高石智一（編集者）×花田菜々子（書店員）推薦

書名 著者 出版社

小林エリコ イースト・プレス

変態紳士 髙嶋政宏 ぶんか社

女子をこじらせて 雨宮 まみ ポット出版

家族最後の日 植本 一子 太田出版

母がしんどい 田房永子 KADOKAWA/中経出版

人の形をしたメディア。

菊地浩平（人形研究者）×鳴海拓志（東京大学講師）推薦

書名 著者 出版社

YOKAI NO SHIMA (ヨウカイノシマ) シャルル・フレジェ 青幻舎

人形の国(1) 弐瓶 勉 講談社

プロレス少女伝説 井田 真木子 文藝春秋

VRは脳をどう変えるか? 仮想現実の心理学 倉田幸信 (訳) 文藝春秋

攻殻機動隊 士郎 正宗 講談社

生まれながらのサイボーグ: 心・テクノロジー・知能の未来 春秋社

ポップソングと江戸文芸。

児玉雨子（作詞家）推薦

書名 著者 出版社

日本古典文学大系 59 黄表紙洒落本集 水野稔 岩波書店

曾根崎心中　冥途の飛脚　心中天の網島 近松 門左衛門 KADOKAWA / 角川学芸出版

世間胸算用 井原 西鶴 新潮社

この世は、クトゥルー神話。

佐野史郎（俳優）×東雅夫（文芸評論家）推薦

書名 著者 出版社

クトゥルー怪異録 学習研究社

クトゥルー神話大事典 東 雅夫 新紀元社

幻想文学入門―世界幻想文学大全 東 雅夫 筑摩書房

奇妙な生き物が出てくる本。

酉島伝法（作家・イラストレーター）推薦

書名 著者 出版社

カフカ ポケットマスターピース 01 集英社

うどん キツネつきの 高山 羽根子 東京創元社

モーパッサン短編集 (3) モーパッサン (著), 青柳 瑞穂 (翻訳) 新潮社

11の物語 パトリシア・ハイスミス(著）,小倉多加志(訳) 早川書房

人喰い病 石黒 達昌 角川春樹事務所

黒い玉 トーマス・オーウェン(著),加藤尚宏(訳) 東京創元社

薔薇とハナムグリ　シュルレアリスム・風刺短篇集 モラヴィア (著), 関口 英子 (翻訳) 光文社

冷たい肌 アルベール・サンチェス ピニョル (著),田澤耕(訳) 中央公論新社

ミセス・キャリバン  レイチェル インガルズ (著), 古屋 美登里 (翻訳) 福武書店

汝、神になれ 鬼になれ (諸星大二郎自選短編集) 諸星 大二郎 集英社

霧に橋を架ける キジ・ジョンスン (著),三角和代(訳) 東京創元社 

どんがらがん 河出書房新社

皆勤の徒 酉島 伝法 東京創元社

この地獄を生きるのだ うつ病、生活保護

死ねなかった私が「再生」するまで。

燃え続けた20世紀 殺戮の世界史

―そして世界大戦を超える惨劇が始まった

アンディ・クラーク (著), 呉羽 真, 久木田 水生

西尾香苗 (翻訳)丹治信春(監修)

アヴラム デイヴィッドスン (著), 殊能 将之 (編集)

若島正ほか(訳)

菊地 秀行 (著), 佐野 史郎 (著),

高木 彬光 (著), 友成 純一 (著)ほか

フランツ カフカ (著), 多和田 葉子 (編集)

 Franz Kafka (原著)

A.L. サッチャー (著), Abram L. Sachar (原著)

大谷 堅志郎 (翻訳)



都市のカナリアたち。

ナナオサカキ（詩人）・山尾三省（詩人）・長沢哲夫（詩人）掲載・推薦

書名 著者 出版社

犬も歩けば ナナオサカキ 野草社

火を焚きなさい―山尾三省の詩のことば 山尾三省 新泉社

魚たちの家 長沢哲夫 南方新社

トワイライト・フリークス―黄昏の対抗文化人たち 山田 塊也 ビレッジプレス

ナワプラサードが選ぶ100冊の本―LOVE & PEACE 高橋ゆりこ 野草社

現代詩手帖 思潮社

ビート・ジェネレーション 諏訪 優 紀伊國屋書店

スポーツは肉体を酷使するゆえ言葉を求む。

藤島大（スポーツライター）推薦

書名 著者 出版社

三美スーパースターズ 最後のファンクラブ パク・ミンギュ（著）／斎藤真理子（訳） 晶文社

卓球アンソロジー 田辺武夫 近代文藝社

ピッチサイドの男 三修社

“越境”するための読書。

安東嵩史（編集者）推薦

書名 著者 出版社

私のように黒い夜 ジョン・ハワード・グリフィン（著） ブルースインターアクションズ

border | korea 菱田 雄介 メディア・パル

海を渡って 鶴崎燃 赤々舎

アウステルリッツ Ｗ・Ｇ・ゼーバルト 白水社

帰郷の祭り カルミネ・アバーテ 未知谷

狼たちの月 フリオ・リャマサーレス ヴィレッジブックス

出来事と写真 畠山 直哉 (著), 大竹 昭子 (著) 赤々舎

LIGHT YEARS―光年― 石田真澄 TISSUE Inc.

ナツコ 沖縄密貿易の女王 奥野 修司 文藝春秋

婦人の新聞投稿欄「紅皿」集 戦争とおはぎとグリンピース 西日本新聞社 西日本新聞社

役にたたなくたっていいじゃない！

田丸雅智（作家）推薦

書名 著者 出版社

ビーカーくんとそのなかまたち うえたに夫婦 誠文堂新光社

四次元が見えるようになる本 根上 生也 日本評論社

天才の栄光と挫折―数学者列伝 藤原 正彦 文藝春秋

ロボットの角を丸くする

新山龍馬（ロボット研究者）推薦

書名 著者 出版社

ロボット カレル・チャペック 岩波書店

機動旅団八福神 福島 聡 エンターブレイン

一生懸命機械 吉田 戦車 小学館

「科学的思考」が世界を面白く変える

寄藤文平（グラフィックデザイナー）推薦

書名 著者 出版社

ホワット・イフ？：野球のボールを光速で投げたらどうなるか ランドール・マンロー 早川書房

ゼロからトースターを作ってみた結果 トーマス・トウェイツ 新潮社

ぐにゃぐにゃ世界の冒険 瀬山士郎 福音館書店

身近な動物を見る目が変わる

神谷有二（生物系書籍編集者）推薦

書名 著者 出版社

ダンゴムシに心はあるのか 森山徹 PHP研究所

熱血昆虫記―虫たちの生き残り作戦 バーンド・ハインリッチ どうぶつ社

広い宇宙に地球人しか見当たらない75の理由 スティーヴン・ウェッブ 青土社

理系の情念、ナンセンスマシーン

土佐信道（明和電機）推薦

書名 著者 出版社

Studies for Cloaca 1997-2006 Wim Delvoye Rectapublishers

The Big Bento Box Of Unuseless Japanese Inventions Kenji Kawakami W W Norton & Co Inc

武器 ダイヤグラムグループ マール社

トーマス・ブルスィヒ（著）

粂川麻里生（訳）

ビート読本―ビート・ジェネレーション

60年代アメリカン・カルチャーへのパスポート



生物学者たちの冒険

川上和人（生物学者）推薦

書名 著者 出版社

巨大翼竜は飛べたのか－スケールと行動の動物学 佐藤 克文 平凡社

バッタを倒しにアフリカへ 前野 ウルド 浩太郎 光文社

アフターマン 人類滅亡後の地球を支配する動物世界 ドゥーガル・ディクソン ダイヤモンド社

動物たちの世界を探検してみる

角幡唯介（ノンフィクション作家・探検家）推薦

書名 著者 出版社

生物から見た世界 ユクスキュル／クリサート著 岩波書店

狼の群れと暮らした男 ショーン・エリス、ペニージューノ 築地書館

動物の賢さがわかるほど人間は賢いのか フランス・ドゥ・ヴァール 紀伊國屋書店

身の回りのものを科学の目で見たら？

くられ（サイエンスライター）推薦

書名 著者 出版社

カリカリベーコンはどうして美味しいにおいなの? アンディ・ブルーニング 化学同人

雑学科学読本 身のまわりのすごい技術大百科 涌井貞美・涌井良幸 KADOKAWA

マクマリー生物有機化学［生化学編］ 丸善出版

サイエンスの思考でアートの概念を広げる

伊藤亜紗（美学者）推薦

書名 著者 出版社

人間をお休みしてヤギになってみた結果 トウェイツ・トーマス 新潮社

ART SCIENCE IS. アートサイエンスが導く世界の変容 塚田有那 ビー・エヌ・エヌ新社

バイオアート―バイオテクノロジーは未来を救うのか。 ウィリアム・マイヤー ビー・エヌ・エヌ新社

「健康」の概念を揺さぶれ

石川善樹（予防医学博士）推薦

書名 著者 出版社

野の医者は笑う: 心の治療とは何か? 東畑 開人 誠信書房

予防医学のストラテジー―生活習慣病対策と健康増進 ジェフリー・ローズ 医学書院

つながり 社会的ネットワークの驚くべき力 講談社

人にはいつ心や言語が生まれたのかを考える

岡ノ谷一夫（生物心理学者）推薦

書名 著者 出版社

あなたの人生の物語 テッド・チャン 早川書房

意識の進化的起源: カンブリア爆発で心は生まれた 勁草書房

現実を生きるサル 空想を語るヒト トーマス・ズデンドルフ 白揚社

コンピューターと思考をめぐる哲学

下西風澄（哲学者）推薦

書名 著者 出版社

精神指導の規則 ルネ・デカルト 岩波書店

デカルトの誤り 情動、理性、人間の脳 アントニオ・Ｒ・ダマシオ 筑摩書房

森は考える――人間的なるものを超えた人類学 エドゥアルド・コーン 亜紀書房

技術・観測・理論が織り成す地球ドラマ

藤岡換太郎（海洋地質学者）推薦

書名 著者 出版社

新しい地球観 上田誠也 岩波書店

火山とプレートテクトニクス 中村一明 東京大学出版会

図解・プレートテクトニクス入門 木村学、大木勇人 講談社

数学の見方を変えてくれる本

森田真生（数学者）推薦

書名 著者 出版社

社会と自分: 漱石自選講演集 夏目漱石 筑摩書房

「数」の日本史 伊達宗行 日本経済新聞出版社

ブルックスの知能ロボット論 ロドニー・ブルックス オーム社

ニコラス・Ａ・クリスタキス

ジェイムズ・Ｈ・ファウラー

トッド・Ｅ．ファインバーグ

ジョン・Ｍ・マラット

菅原 二三男 (監修, 翻訳),

倉持 幸司 (監修, 翻訳)



「発酵」、それは微生物たちの小宇宙

小倉ヒラク（発酵デザイナー）

書名 著者 出版社

酒の科学―酵母の進化から二日酔いまで アダム・ロジャース 白揚社

微生物の狩人 上・下 ポール・ド・クライフ 岩波書店

麹(こうじ) 一島栄治 法政大学出版局

大人も楽しめる理系絵本

牧野すみれ（研究者、理系育児ブロガー）推薦

書名 著者 出版社

はじめてであうすうがくの絵本 安野光雄 福音館書店

アニマリウム ようこそ、動物の博物館へ ジェニー・ブルーム 汐文社

みんなうんち 五味太郎 福音館書店

人類の現在地を知り未来を想像する本

吉川浩満（文筆業）推薦

書名 著者 出版社

AI vs. 教科書が読めない子どもたち 新井紀子 東洋経済新報社

ホモ・デウス ユヴァル・ノア・ハラリ 河出書房新社

Beyond Human 超人類の時代へ イブ・ヘロルド ディスカヴァー・トゥエンティワン

危険な本屋大賞2018

模索舎　推薦

書名 著者 出版社

[新版]黙って野たれ死ぬな 船本洲治 共和国

すこし低い孤高 香山哲 ドグマ出版

菊とギロチン ーやるならいましかねえ、いつだっていましかねえ 栗原康 タバブックス

双子のライオン堂　推薦

書名 著者 出版社

『百年の孤独』を代わりに読む 友田 とん 同人誌

奥のほそ道 リチャード・フラナガン（著）渡辺佐智江（訳） 白水社

マンゴーと手榴弾: 生活史の理論 岸政彦 勁草書房

タコシェ　推薦

書名 著者 出版社

Les praticiens de l'infernal Pierre La Police Cornelius Editions

八画文化会館vol.6 八画文化会館 八画出版部

彗星の孤独 寺尾紗穂 スタンド・ブックス


