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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。

もっと危険な作家、阿部和重

書名 著者 出版社

ＣＩＡは何をしていた？ ロバート ベア  (著), Robert Baer (原著), 佐々田 雅子 (翻訳) 新潮文庫

わたしはＣＩＡ諜報員だった。 リンジー・モラン(著), 高山祥子 (翻訳) 集英社文庫

秘録 CIAの対テロ戦争――アルカイダからイスラム国まで  マイケル・モレル (著), 月沢李歌子 (翻訳) 朝日新聞出版

なぜアメリカでは議会が国を仕切るのか? 千葉 明 ポット出版

オバマの戦争  ボブ・ウッドワード (著), 伏見 威蕃 (翻訳) 日本経済新聞出版社

新世代ＳＦの現在地。

書名 著者 出版社

嘘と正典 小川哲 早川書房

半分世界 石川宗生 東京創元社

私と鰐と妹の部屋 大前粟生 書肆侃侃房

コルヌトピア 津久井五月 早川書房

なめらかな世界と、その敵 伴名練 早川書房

エンタングル：ガール 高島雄哉 東京創元社

ラゴス生体都市 トキオ・アマサワ ゲンロン

ガルシア・デ・マローネスによって救済された大地 高木刑 ゲンロン

オートマティック クリミナル 高橋文樹 ＮＰＯ法人日本独立作家同盟

Final Anchors 八島游舷 早川書房

折りたたみ北京　現代中国ＳＦアンソロジー ケン・リュウ ハヤカワ文庫ＳＦ

息吹 テッド・チャン 早川書房

“マルジナリア”という読書術。

書名 著者 出版社

文学論 夏目漱石 岩波文庫

不安の書 フェルナンド・ペソア (著), 高橋 都彦 (翻訳) 彩流社

閲覧注意！非英語圏の世界文学。

書名 著者 出版社

セロトニン ミシェル・ウエルベック  (著), 関口涼子 (翻訳) 河出書房新社

蜂工場 イアン バンクス (著), 野村 芳夫 (翻訳) Pヴァイン

死体展覧会 ハサン・ブラーシム (著), 藤井 光 (翻訳) 白水社

無分別 オラシオ・カステジャーノス・モヤ (著), 細野 豊 (翻訳) 白水社

パリに終わりはこない エンリーケ ビラ=マタス (著), Enrique Vila‐Matas (原著), 木村 榮一 (翻訳) 河出書房新社

わたしの物語 セサル・アイラ (著), 柳原 孝敦  (翻訳) 松籟社

犬の心臓・運命の卵
ミハイル ブルガーコフ (著), Valerij Gretchko (原著)

 増本 浩子 (翻訳), ヴァレリー グレチュコ (翻訳)
新潮文庫

アムラス トーマス・ベルンハルト (著), 初見基 (翻訳), 飯島雄太郎 (翻訳) 河出書房新社

愉楽 閻 連科  (著), 谷川 毅 (翻訳) 河出書房新社

ソラリス スタニスワフ レム (著), Stanislaw Lem (原著), 沼野 充義 (翻訳) 国書刊行会

カリブ海偽典 最後の身ぶりによる聖書的物語 パトリック・シャモワゾー (著), 塚本昌則 (翻訳) 紀伊國屋書店

ホラーな短歌。

書名 著者 出版社

アーのようなカー 寺井奈緒美 書肆侃侃房

架空線 石川美南 本阿弥書店

ダマスカスへ行く―前・後・途中 柳谷あゆみ 六花書林

ひだりききの機械 吉岡太朗 短歌研究社

ＶＳＯＰ 目黒哲朗 本阿弥書店

風のアンダースタディ 鈴木美紀子 書肆侃侃房

伝説の巨人というロマンを求めて。

書名 著者 出版社

巣鴨日記 笹川良一 中央公論社

宿命の子 高山文彦 小学館

田中清玄自伝 田中清玄・大須賀瑞夫 筑摩書房

評伝田中清玄 大須賀瑞夫 勉誠出版

難題が飛び込む男　土光敏夫 伊丹敬之 日本経済新聞出版社

土光敏夫　私の履歴書 土光敏夫 日本図書センター

緒方貞子　難民支援の現場から 東野真 集英社

私の仕事 緒方貞子 朝日新聞出版

許永中　日本の闇を背負い続けた男 森功 講談社

海峡に立つ 許永中 小学館

暴君:新左翼・松崎明に支配されたJR秘史 牧久 小学館

鬼が撃つ―もう一人のJR牽引者として 松崎明 阪急コミュニケーションズ

酒をめぐる冒険

書名 著者 出版社

酔っぱらいの歴史 マーク・フォーサイズ (著), 篠儀直子 (翻訳) 青土社

「おいしさ」の錯覚 最新科学でわかった、美味の真実 チャールズ・スペンス (著), 長谷川 圭 (翻訳) KADOKAWA

酒の起源 最古のワイン、ビール、アルコール飲料を探す旅 パトリック・E・マクガヴァン (著), 藤原多伽夫 (翻訳) 白揚社

菜食主義者 ハン・ガン (著), 川口恵子 (編集), きむ ふな (翻訳) cuon

アブサンの文化史 禁断の酒の二百年 バーナビー・コンラッド三世 (著), 浜本 隆三 (翻訳) 白水社

世界は食でつながっている MAD (著), 中村 佐千江 (翻訳) KADOKAWA



“分断”を再接続する

書名 著者 出版社

差別はいけない、とみんな言うけど 綿野 恵太 (著) 平凡社

公の時代 卯城竜太(Chim↑Pom) (著), 松田修 (著) 朝日出版社

21 Lessons:21世紀の人類のための21の思考 ユヴァル・ノア・ハラリ  (著), 柴田裕之 (翻訳) 河出書房新社

新版 シルマリルの物語 J.R.R. トールキン  (著), John Ronald Reuel Tolkien (原著), 田中 明子 (翻訳) 評論社

無知 ミラン・クンデラ (著), 西永 良成 (翻訳) 集英社

不思議な少年（１） 山下 和美 (著) 講談社

読めない本。

書名 著者 出版社

サラサーテの盤 サラサーテの盤 筑摩書房

複製技術時代の芸術 ヴァルター・ベンヤミン (著), 佐々木 基一 (編集) 晶文社

奇怪なアートブック。

書名 著者 出版社

FAX DIBJOS DAVID HOCKNEY

薔薇刑　新輯版 細江英公 集英社

新宿群盗伝 渡辺克巳 Akio Nagasawa Publishing

愛 千葉雅人 蒼穹舎

Patience Noto Shogo Shimizu 4649

NANOO ヤマタカEYE リトル・モア

The Day-Glo Designer's Guide  Day Glo Color Corporation Day Glo Color Corp.

Holy Onion  題府 基之 (著), クリス フジワラ (著), 今井 亮一 (翻訳) オシリス

逸脱者たちの人類学

書名 著者 出版社

ストレンジオグラフィ 管 啓次郎 左右社

ミシェル・レリスの肖像 千葉 文夫 みすず書房

あふりこ―フィクションの重奏／遍在するアフリカ 川瀬 慈 新曜社

ライティング・マシーン―ウィリアム・S・バロウズ 旦 敬介 インスクリプト

都市で生きる（＝演じる）ということ

書名 著者 出版社

見えない都市 イタロ カルヴィーノ  (著), Italo Calvino (原著), 米川 良夫 (翻訳) 河出書房新社

空海の風景 司馬 遼太郎  (著) 中央公論新社

劇場の構図 清水裕之  (著) 鹿島出版会

秘密の知識 デイヴィッド ホックニー (著), David Hockney (原著), 木下 哲夫 (翻訳) 青幻舎

ゼルダの伝説 時のオカリナ 小学館

都市のドラマトゥルギー 吉見 俊哉  (著) 河出書房新社

原っぱと遊園地―建築にとってその場の質とは何か 青木 淳  (著) 王国社

都市と都市 チャイナ・ミエヴィル (著), 日暮　雅通 (翻訳) 早川書房

その時、その場所の熱狂

書名 著者 出版社

美学校 1969-2019 自由と実験のアカデメイア 美学校 晶文社

大阪芸大 破壊者は西からやってくる 向井康介 東京書籍

ウッドストック1969 ロックフェスの始まり、熱狂の終わり、50年目の真実 文藝別冊 河出書房新社

90 Nights 藤代冥砂 トランスワールドジャパン

危険なマンガ

書名 著者 出版社

ゴールデンラッキー―完全版 (上)(下) 榎本俊二 太田出版

MAGNITUNING 榎本俊二 講談社

えの素 榎本俊二 講談社　モーニングワイドコミックス

世界のリアルをグラフィックノベルで。

書名 著者 出版社

サブリナ ニック・ドルナソ／著　藤井光／訳 早川書房

年上のひと バスティアン・ヴィヴェス／著　原正人／訳 リイド社

ファン・ホーム―ある家族の悲喜劇＜新装版＞ アリソン・ベクダル／著　椎名ゆかり／訳 小学館集英社プロダクション

キュロテ―世界の偉大な15人の女性たち ペネロープ・バジュー／著　関澄かおる／訳 DU BOOKS

ジェーンときつねとわたし イザベル・アルスノー／絵　ファニー・ブリット／文　河野万里子／訳 西村書店

オリエンタルピアノ ゼイナ・アビラシェド／著　関口涼子／訳 河出書房新社

小さなロシア ジャンルイジ・トッカフォンド／著 リトルモア

KOMA　魂睡 フレデリック・ペータース／画　ピエール・ワゼム／作　鈴木賢三／訳 パイ インターナショナル

社会と連関しながら変わり続ける家族の形。

書名 著者 出版社

銀河の死なない子供たちへ 施川ユウキ KADOKAWA 電撃コミックスNEXT

SPY×FAMILY 遠藤達哉 集英社 ジャンプコミックス

1122 渡辺ペコ 講談社 モーニングKC

違国日記 ヤマシタトモコ 祥伝社 フィールコミックス

あの世とこの世の「境界」を読む。

書名 著者 出版社

青野くんに触りたいから死にたい 椎名うみ 講談社 アフタヌーンKC

となりの妖怪さん noho イースト・プレス

平太郎に怖いものはない スケラッコ リイド社 トーチコミックス

MAO　マオ 高橋留美子 小学館 少年サンデーコミックス

ランド 山下和美 講談社 モーニングKC

演出家を挑発する、演劇マンガの最前線

書名 著者 出版社

ダブル 野田彩子 ヒーローズ

崖際のワルツ 椎名うみ 講談社 アフタヌーンKC

淡島百景 志村貴子 太田出版

マチネのソワレ（１） 大須賀めぐみ 小学館 ゲッサン少年サンデーコミックス

アクタージュ（１） 宇佐崎しろ 集英社 ジャンプコミックス



荒廃していくパラレルワールドへ。

書名 著者 出版社

彼女と彼氏の明るい未来 谷口菜津子 KADOKAWA ビームコミックス

LIMBO THE KING 田中相 講談社 KC×ITAN

AUTOMATON  柞刈 湯葉  中村 ミリュウ 講談社 モーニングKC

ロボサピエンス前史 島田虎之介 講談社 ワイドKC

天国大魔境 石黒正数 講談社 アフタヌーンKC

そこまで明かすか！門外不出のお仕事本

書名 著者 出版社

アート・スピリット ロバート・ヘンライ 国書刊行会

映画を撮りながら考えたこと 是枝裕和 ミシマ社

細野晴臣 録音術 ぼくらはこうして音をつくってきた 鈴木惣一郎 DU BOOKS

照明技師　熊谷秀夫　降る影　待つ光 熊谷秀夫 キネマ旬報社

災害と慰霊。

書名 著者 出版社

仏教土着―その歴史と民俗 髙取正男 日本放送出版協会

描写の芸術―七世紀のオランダ絵画  スヴェトラーナ アルパース ありな書房

穢と大祓 山本 幸司 解放出版社

環境ノイズを読み、風景をつくる。 宮本佳明 彰国社

超合法建築図鑑 吉村 靖孝 彰国社

写真のボーダーランド：X線・心霊写真・念写 浜野 志保 青弓社

賛否両本。

書名 著者 出版社

世界を騙しつづける科学者たち＜上＞＜下＞  ナオミ オレスケス (著), エリック・M. コンウェイ (著) 楽工社

ルポ　人は科学が苦手　アメリカ「科学不信」の現場から 三井 誠 光文社

脱「原発・温暖化」の経済学  明日香 壽川 (著), 朴 勝俊 (著) 中央経済社

正しく知る地球温暖化――謝った地球温暖化論に惑わされないために 赤祖父俊一 誠文堂新光社

地球温暖化問題の探求――リスクを見極め、イノベーションで解決する 杉山大志 デジタルパブリッシングサービス

「地球温暖化」狂騒曲――社会を壊す空騒ぎ 渡辺正 丸善出版

アントフィナンシャル  廉 薇 (著), 辺 慧 (著), 蘇 向輝 (著), 曹 鵬程 (著), 永井 麻生子 (翻訳) みすず書房

監視文化の誕生―― デイビッド・ライアン／著　田畑暁生／訳 青土社

ハーモニー 伊藤計劃 ハヤカワ文庫JA

プライバシーなんていらない！？情報社会における自由と安全
ダニエル・J. ソロブ (著), Daniel J. Solove (原著), 大島 義則 (翻訳),

松尾 剛行 (翻訳), 成原 慧 (翻訳), 赤坂 亮太 (翻訳)
勁草書房

AIと憲法 山本龍彦 日本経済新聞社

ジーヴスの事件簿（P・G・ウッドハウス選集１）  P.G.ウッドハウス(著), 岩永 正勝 (翻訳), 小山 太一 (翻訳) 文藝春秋

図説日本の税制 吉沢浩二郎 財経詳報社

消費増税は、なぜ経済学的に正しいのか 井堀利宏 ダイヤモンド社

入門財政学 土居丈朗 日本評論社

「10％消費税」が日本経済を破壊する 藤井総 晶文社

マンガでわかるこんなに危ない！？消費増税 消費増税反対botちゃん ビジネス社

別冊クライテリオン　消費増税を凍結せよ 啓文社書房

「表現の不自由展・その後」とは何だったのか？

書名 著者 出版社

現代美術史 山本浩貴 中央公論新社

別冊太陽 画家と戦争 河田明久 平凡社

地図と領土 ミシェル・ウエルベック／著　野崎歓／訳 筑摩書房

空気の検閲 辻田真佐憲 光文社

たのしいプロパガンダ 辻田真佐憲 イースト・プレス

現代アートとは何か 小崎哲哉 河出書房新社

海を渡る「慰安婦」問題 山口智美ほか 岩波書店

陰謀史観 秦郁彦 新潮社

ＴＲＩＣＫ-トリック 加藤直樹 ころから株式会社

悪魔の詩 サルマン・ラシュディ／著　五十嵐一／訳 新泉社

政治少年死す（「セヴンティーン」第二部） 大江健三郎 講談社

風流夢譚 深沢七郎 志木電子書籍

昭和天皇の戦争 山田朗 岩波書店

平成の終焉 原武史 岩波書店

呪文 星野智幸 河出書房新社

すばらしい新世界 オルダス・ハクスリー／著　大森望／訳 早川書房

華氏451度 レイ・ブラッドベリ／著　伊藤典夫／訳 早川書房


