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◎伊勢神宮と出雲大社 伊勢神宮と出雲大社を全方位か
ら徹底解剖する保存版
東京 枻出版社 160p 29cm 1,900（税別）円
※日本を代表するふたつの神社、伊勢神宮と出雲大
社を全方位から徹底解剖し、豊富な写真とともに紹
介する。
(新刊全点案内 12 月 26 日）

○本紙は、当館が各新聞等から入手した情報をまとめた
三重県に関する出版物の速報です。当館の所蔵データで
はありませんので、ご了承ください。
○今号の情報の入手時期は、平成 29 年 12 月 1 日～31 日
です。
○本紙は、毎月 15 日に発行します。
○同じ分類内の出版物は、書名の 50 音順に並んでいます。
○出版物のデータは以下の順に並んでいます。
◎書名 副題
著者名
出版地 発行者 ページ数 大きさ 価格
※解説
(典拠)
なお、書名等でデータの不確定なものは［
］で表示
しました。
○「みえの本」は、県立図書館のホームページでもご覧
いただけます。
http://www.library.pref.mie.lg.jp/mienohon
/index.htm

総

学

◎生き方入門 何のために生きるのか
東京 致知出版社 127p 26cm 1,200(税別）円
※人は何のために生きるのか。各界 20 人の先達たち
の対談やインタビューなどからそのヒントを探る。
津市出身の尾車親方が含まれている。
(新刊全点案内 12 月 5 日）
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哲

◎金鱗の鰓を取り置く術 大石凝真素美『真訓古事記』
備忘録
笠井叡 著
東京 現代思潮新社 830p 22cm 20,000(税別）円
※著者は三重県生まれの舞踏家。古事記を日本語の
言語創生神話として読む大石凝真素美の「真訓古事
記」を読みながらカラダの中から出てきた言葉を備
忘録として綴る。
(新刊全点案内 12 月 26 日）

◎古代の天皇祭祀と神宮祭祀
藤森馨 著
東京 吉川弘文館 296p、10p 22cm 9,500（税別）
円
※天皇が執り行う天皇祭祀と、伊勢神宮で行われる
神宮祭祀との密接不可分な構造上の対応関係を考察
する。著者による長年の古代祭祀研究の集大成。
(新刊全点案内 12 月 5 日）

記

◎超なんでやねん
西川雅夫 著
福岡 書肆侃侃房 222p 20cm 1,500（税別）円
※フィンランドとの出会い、伊勢志摩サミットで採
用された輪島塗ボールペンなど、
「なんでやねん」の
発想で生まれた新商品や物事の考え方を紹介する。
(新刊全点案内 12 月 19 日）

◎悩める君に贈るガツンとくる言葉 会社で生き抜くた
めの大人メソッド
石原壮一郎 著
東京 バジリコ 206p 19cm 1,200(税別）円
※著者は三重県生まれ。アントニオ猪木からニーチ
ェまで、悩みを吹き飛ばす賢人 41 人の言葉を紹介す
る。
(新刊全点案内 12 月 12 日）

◎本の本 夢眠書店、はじめます
夢眠ねむ 著
東京 新潮社 239p 20cm 1,500（税別）円
※著者は伊賀市出身ででんぱ組 inc.に所属。本を愛
する現役アイドルが出版業界のプロフェッショナル
たちを取材する体験レポ。

◎本居宣長『うひ山ぶみ』
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本居宣長 著 濱田浩一郎 訳
東京 致知出版社 166p 19cm 1,400(税別）円
※松坂（現・松阪市）出身の国学者・本居宣長によ
る学問の方法論「うひ山ぶみ」を読みやすく現代語
訳したもの。訳の濱田氏は皇學館大学卒業。
(新刊全点案内 12 月 5 日）

2

歴

◎日記で読む日本史 10 王朝貴族の葬送儀礼と仏事
倉本一宏 監修
京都 臨川書店 290p 20cm 3,000(税別）円
※監修の倉本氏は津市生まれ。仏教との関わりを軸
に、古代から中世の弔い、祈りの儀礼と人々の意識
の変遷をたどる。
(新刊全点案内 12 月 26 日）

史

◎日記で読む日本史 17 琉球王国那覇役人の日記
倉本一宏 監修
京都 臨川書店 214p 20cm 3,000(税別）円
※監修の倉本氏は津市生まれ。近世琉球王家に仕え
た福地氏に伝来する日記史料を読み解き、役人たち
の姿を明らかにする。
(新刊全点案内 12 月 26 日）

◎伊勢志摩さんぽ旅 何度でも訪れたいお伊勢さん
名古屋 ぴあ株式会社中部支社 114p 30cm 880
（税別）円
※伊勢・鳥羽・志摩・津周辺の観光情報を収録する。
電子書籍をダウンロードできるコード付き。データ
は 2017 年 10 月現在。
(新刊全点案内 12 月 12 日）

◎藤原氏 権力中枢の一族
倉本一宏 著
東京 中央公論新社 297p 18cm 900(税別）円
※著者は津市生まれ。常に日本史の主役であり続け
た藤原氏の千年の動きをたどり、いかにして権力を
掴み、後世まで伝えたかを描く。
(新刊全点案内 12 月 26 日）

◎衣斐賢譲回想録
伊藤好夫 著
鈴鹿 伊藤好夫 104p A4 判 300円
※著者は鈴鹿市在住。元鈴鹿市長の衣斐氏の足跡を
たどり、住職時代や市長在任時の出来事などを紹介
する回想録。著者が作詞・作曲・歌を担当した CD
付き。
(中日三重サービスセンターホームページ）
→問い合わせ：伊藤好夫さん(電話：059-378-1759）

◎「北加伊道」六〇話 二〇一八年・北海道命名一五〇
年
舟本秀男 著
札幌 財界さっぽろ 399p 21cm 1,850（税別）円
※1869 年、蝦夷地に代わる名称として「北加伊道」
が選ばれ、その後「北海道」となった。北海道の歴
史を総括し、アイヌ民族や開拓者の足跡をたどる。
松坂(現・松阪市)出身で北海道の名付け親・松浦武
四郎が取り上げられている。
(新刊全点案内 12 月 19 日）

◎大久保利通 コミック版日本の歴史 61
加来耕三 企画・構成・監修 水谷俊樹 原作
東京 ポプラ社 126p 22cm 1,000（税別）円
※原作の水谷氏は三重県生まれ。日本を近代化に導
いた大久保利通の一生をマンガでわかりやすく解説
する。
【児童書】
(新刊全点案内 12 月 26 日）

◎山城を歩く 戦国合戦の<リアル>を体感する!!
東京 洋泉社 143p 29cm 1,700（税別）円
※全国から精選した 19 の山城を取り上げ、鑑賞ポイ
ントや歩き方などを紹介する。藤堂高虎が築城した
熊野市の赤木城が取り上げられている。データは
2017 年 12 月現在。
(新刊全点案内 12 月 26 日）

◎おでかけ大人旅 東海絶景総集編 特別保存版
名古屋 流行発信 173p 29cm 980（税別）円
※「おでかけ大人旅」1～4 から絶景だけを集めた一
冊。三重県の情報も含まれている。データは 2017
年 11 月現在。
(新刊全点案内 12 月 19 日）

３

◎都道府県別日本の地理データマップ 5 第 3 版 近畿
地方
久保雅英 監修
東京 小峰書店 79p 29cm 3,800（税別）円
※三重県を含む近畿地方の各府県の自然・行政区
分・交通・産業・文化を紹介する。
【児童書】
(新刊全点案内 12 月 12 日）

社会科学

◎「今はまだ小さな会社」が進化するための 101 の手が
かり
大西肇 著
東京 合同フォレスト，合同出版(発売) 246p
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19cm 1,500（税別）円
※著者は伊勢市生まれ、津市在住。経営資源が不足
している「今はまだ小さな会社」の経営者に向けて、
「ゼロ」を「無限大」に代えた冒険者たちを紹介し、
学ぶべきことを伝える。
(新刊全点案内 12 月 12 日）

円
※編集の廣氏は三重県出身。職場でのメンタルヘル
ス活動実践の上での重要ポイントと原理原則を 100
の Q&A 方式でまとめる。
(新刊全点案内 12 月 12 日）

◎[津波防災マップ]
尾鷲
※尾鷲市中井町と港町地区の自主防災会が危険箇所
や被災状況の想定などについての意見を集約して作
成した津波防災マップ。
(紀勢 12 月 23 日）

◎カレーライスは日本食 わたしの体験的食文化史
剣持弘子 著
東京 女子栄養大学出版部 269p 19cm 1,400(税
別）円
※著者は三重県生まれ。老人ホームで日本とイタリ
アの民話の研究を続ける著者が、
「食」を通した視線
から描く体験的エッセイ。
(新刊全点案内 12 月 5 日）

◎東海エリアデータブック 2018
中日新聞社広告局 編集 三菱 UFJ リサーチ&コンサル
ティング政策研究事業本部名古屋本部研究開発部 編
集
名古屋 中日新聞社出版部 199p 26cm 2,000（税
別）円
※愛知、岐阜、三重、静岡の主なプロジェクトや産
業、トピックスなどの動向を紹介する。
(新刊全点案内 12 月 26 日,中日 12 月 27 日）

◎夾竹桃物語 わすれていてごめんね 2017
四日市 「夾竹桃物語-わすれていてごめんね」絵画・
書道・読書感想文事務局 43p A4 判
※広島の原爆で犠牲になった動植物をテーマにした
絵本の絵画・書道・読書感想文コンクールの作品集。
コンクールは四日市市の福田昇二さんが 2001 年か
ら開催し、17 回目となる。
(中日 12 月 6 日）
→問い合わせ：
「夾竹桃物語-わすれていてごめんね」
絵画・書道・読書感想文コンクール
事務局(電話:059-351-1944）

◎本当に知りたかった介護と老後 2018 東海版高齢者
施設・住宅最新ガイド
名古屋 名古屋リビング新聞社，流行発信(発売)
90p 30cm 630（税別）円
※編集者が実際に終活し、東海地方の葬儀やお墓な
どの最前線を紹介する。施設レポートなども収録す
る。
(新刊全点案内 12 月 19 日）

◎国勢調査報告 平成 27 年第 7 巻その 2-3 POPULATION
CENSUS OF JAPAN 人口移動集計結果 都道府県・市区
町村編 中部
東京 日本統計協会 1 冊 31cm 9,300（税別）円
※平成 27 年 10 月 1 日現在で実施した国勢調査によ
る人口移動集計結果。三重県を含む中部地方のデー
タを収録する。CD-ROM 付き。
(新刊全点案内 12 月 19 日）

◎松阪市移住まっさかり
松阪 松阪市 10p A5 判 無料
※松阪市への移住を案内するガイドブック。暮らし
の情報や支援制度、市の魅力をまとめた。
(夕刊三重 12 月 13 日,伊勢 12 月 15 日）

◎譲渡所得 山林所得 贈与税 財産評価申告の手引 平
成 30 年 3 月申告用
前川晶 著
東京 税務研究会出版局 933p 26cm 3,519（税
別）円
※著者は三重県生まれで松阪市固定資産評価審査委
員会委員長。譲与所得、山林所得、贈与税、財産評
価を体系的に取りまとめ、わかりやすく解説した確
定申告の手引書。
(新刊全点案内 12 月 5 日）

◎[松阪市避難所マップ] 改訂版
松阪 松阪市 B1 判
※松阪市の本庁管内と嬉野・三雲地域の避難所マッ
プ。2014 年に作成されたものの改訂版。
(夕刊三重 12 月 18 日）

４

◎職場のメンタルヘルス 100 のレシピ 新訂版
大西守 編 廣尚典[ほか] 編
東京 金子書房 246p、12p 21cm 2,800（税別）

自然科学

◎江戸時代のハイテク・イノベーター列伝 「明治維新」
を創ったエンジニアたちのフィールド・ガイド
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テクノ未来塾 編・著 出川通 編・著
東京 言視舎 219p 21cm 1,600（税別）円
※江戸時代の様々な分野の技術者たちの足跡を豊富
な写真とともに紹介する。松坂（現・松阪市）出身
の松浦武四郎が取り上げられている。
(新刊全点案内 12 月 5 日）

(新刊全点案内 12 月 5 日）

◎40 歳からはパンは週 2 にしなさい 小麦を減らすと、
脳と身体が若返る
藤田紘一郎 著
東京 廣済堂出版 187p 18cm 850（税別）円
※著者は三重県育ちで三重県立宇治山田高校を卒業
した医学博士。腸の環境のためにパンを週 2 回にす
ることを推奨し、その理由や心身を守る生活習慣を
紹介する。
(新刊全点案内 12 月 19 日）

◎健康づくり手帳
津 大門大通り商店街振興組合
※4 つのコースを設定したウォーキングマップ。街
の活性化と健康づくり支援を兼ねて作成された。折
り返し地点でスタンプを押して歩ききるとポイント
がたまり、商品と交換できる。
(中日 12 月 21 日）
→問い合わせ：大門大通り商店街振興組合
(電話：059-223-0090）

５

工

業

◎東海こだわりの手みやげ BEST100
名古屋 ぴあ株式会社中部支社 98p 23cm
680(税別)円
※東海地方の手みやげ BEST100 を紹介する。過去に
出版された 3 冊から選出したもの。データは 2017
年 11 月現在。
(新刊全点案内 12 月 12 日）

◎食品の変敗微生物 その原因菌と制御 改訂増補
内藤茂三 著
東京 幸書房 341p、図版 13p 23cm 5,400(税別）
円
※著者は三重県出身。乳酸菌、酵母、カビなどの種
類や特徴、食品変敗現象と制御について解説する。
(新刊全点案内 12 月 19 日）

◎三重の個性派住宅 4 CASA NAGI
月兎舎 編集
伊勢 月兎舎 174p 26cm 1,000（税別）円
※三重の経験豊富な建築家・小規模工務店による
37 の個性的な新築実例を紹介する。
(新刊全点案内 12 月 12 日）

◎植物の神秘を追う 観音寺の 10 年
鈴木美文 著
鹿嶋市 鈴木美文 186p B5 判
※著者は熊野市出身。津市の小学校在勤時に専門誌
「初等教育」に 5 年間にわたって寄稿した文章をま
とめた。
(南紀新報 12 月 27 日,中日 12 月 28 日,吉野熊野 12
月 29 日）

◎四日市公害百題+α
四日市 四日市再生・公害市民塾
※2 年前に亡くなった四日市公害の語り部・沢井余
四郎さんが遺したテキストを基に編集したガイドブ
ック。公害に関する 100 余りのキーワードを時系列
で追い、公害の歴史と教訓を学べる。
(毎日 12 月 13 日）

◎手を洗いすぎてはいけない 超清潔志向が人類を滅ぼ
す
藤田紘一郎 著
東京 光文社 222p 18cm 780（税別）円
※著者は三重県育ちで三重県立宇治山田高校を卒業
した医学博士。きれい好きをやめて、もっと免疫を
強くする術を提唱する。
(日経 12 月 14 日,朝日 12 月 17 日,新刊全点案内 12
月 19 日）

６

産

業

◎えきたの アート編 駅を楽しむ
伊藤博康 著
大阪 創元社 184p 21cm 1,700（税別）円
※全国のユニークな駅の風景を厳選して紹介する。
三重県からは伊賀神戸駅、上野市駅、西藤原駅が取
り上げられている。
(新刊全点案内 12 月 26 日）

◎発達障害支援の実際 診療の基本から多様な困難事例
への対応まで
内山登紀夫 編集
東京 医学書院 248p 26cm 5,400(税別）円
※編集者は三重県出身。発達障害支援の現場の疑問
に真正面から向き合い、具体的・実践的な支援策を
解説する。
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◎エンジニアだからこそ見えてきた「提案営業」のカン
どころ
小西正秀 著
東京 セルバ出版，創英社(発売)，三省堂書店(発売)
223p 19cm 1,700（税別）円
※著者は三重県生まれ。営業目線とエンジニア目線
を合わせた総合目線での「提案営業のカンどころ」
について解説する。
(新刊全点案内 12 月 19 日）

（大正 9）年の商店街地図を掲載する。
(伊勢・夕刊三重 12 月 21 日）
→問い合わせ：松阪市商店街連合会
（電話：0598-23-0315),
松阪市商工会議所
(電話：0598-51-7811）

７

◎京阪神・名古屋発お散歩もお泊まりもペットといっし
ょ! '18
東京 昭文社 127p 26cm 1,000（税別）円
※愛犬と一緒に行けるエリア別スポットと宿の情報
満載のおでかけガイド。取り外せるマップ、電子書
籍をダウンロードできる QR コード付き。データは
2017 年 9～11 月現在。
(新刊全点案内 12 月 19 日）

芸

術

◎映画を撮った 35 の言葉たち
渡辺進也 編 フィルムアート社 編
東京 フィルムアート社 159p 19cm 1,700（税
別）円
※映画史に残る名作を手掛けた映画監督たちの言葉
から、映画作りの真髄を読み解く。松阪市出身の小
津安二郎が取り上げられている。
(新刊全点案内 12 月 26 日）

◎山陽本線昭和の思い出アルバム 懐かしい写真でよみ
がえる昭和の時代の鉄道記録
牧野和人 著 荻原二郎[ほか] 写真撮影
東京 フォト・パブリッシング，メディアパル(発売)
128p 26cm 1,800（税別）円
※著者の牧野氏は三重県生まれ。昭和 30 年代後半か
ら 60 年代までの山陽本線の様々な列車の雄姿をカ
ラー写真中心に紹介する。
(新刊全点案内 12 月 5 日）

◎忍者大図鑑 人物・忍具・忍術
山田雄司 監修 グラフィオ 編
東京 金の星社 143p 25cm 3,800（税別）円
※監修の山田氏は三重大学人文学部教授。現存する
忍術書をもとにして、実在した忍者たちの人物伝や、
忍具・忍術などをイラストとともに紹介する。
【児童
書】
(新刊全点案内 12 月 26 日）

◎初心者を代表して不動産投資について教わってきまし
た!
金川顕教 著
東京 サンライズパブリッシング，星雲社(発売)
171p 19cm 1,400(税別）円
※著者は三重県生まれ。初心者が抱く不動産投資の
疑問や不安などを一つずつ解消できる入門書。
(新刊全点案内 12 月 19 日）

◎パラスポーツマガジン Vol.2 障がい者スポーツ&ラ
イフスタイルマガジン
東京 実業之日本社 81p 28cm 1,000（税別）円
※三重県出身の小椋久美子選手（バドミントン）と
鈴木亜弥子選手（パラバドミントン）など、日本代
表対談を収録する。
(新刊全点案内 12 月 12 日）

◎日本スーパー名鑑 '18 店舗編 3 巻 中部
東京 商業界 p2262～3160 26cm 他 5 巻とセッ
トで 70,000（税別）円
※主要小売業 1504 社の会社概要と、48504 店舗の個
店データを収録する小売店チェーン名鑑のうち中部
を収録する。調査内容は 2017 年 6～8 月現在。
(新刊全点案内 12 月 5 日）

◎フトマニクシロ・ランドスケープ 建國の原像を問う
写真家集団 Phenomena 著 能勢伊勢雄 監修
東京 水声社 637p 25cm 12,800（税別）円
※古代の霊地「フトマニクシロ」を写真で辿る壮大
な試み。
28 カ所で撮影した 560 枚の写真を収録する。
三重県からも隠市守宮、伊雑宮などが取り上げられ
ている。
(新刊全点案内 12 月 26 日）

◎松阪商店街あきない MAP
松阪 松阪市商店街連合会、松阪市中心商店街活性
化促進協議会 B3 判 無料
※「豪商のまち」を前面に出し、商店街の店舗や各
店秘蔵の「お宝」を紹介するマップ。裏面には 1920

◎リメイク映画の創造力
北村匡平 編 志村三代子 編
東京 水声社 307p 20cm 3,200(税別）円
※松阪市出身の小津安二郎の作品からハリウッド映
画まで、時代や国境を越えて再創造される映画のダ
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イナミズムをひもとくリメイク映画論。
(新刊全点案内 12 月 26 日）

藤堂明保 編 深谷圭助 編集代表
東京 小学館 1225p、54p 19cm 2,200（税別）円
※編集の藤堂氏は三重県生まれ。小学生用として十
分な漢字数 3000 字を収録し、解説する漢字辞典。四
字熟語ポスター付き。
【児童書】
(新刊全点案内 12 月 12 日）

◎早稲田大学箱根駅伝 2018 完全ガイド
東京 日本文芸社 127p 30cm 1,389（税別）円
※箱根駅伝優勝を目指す早稲田大学競争部「長距離」
全選手の紹介のほか、三重県出身の瀬古利彦氏のイ
ンタビューなどを収録する。
(新刊全点案内 12 月 12 日）

８

言

９

学

◎葵の残葉
奥山景布子 著
東京 文藝春秋 296p 19cm 1,800（税別）円
※徳川の分家筋に生まれ、尾張・一橋・会津・桑名
を継いで維新と佐幕で対立することになった”最後
の徳川”の四兄弟の物語。
(新刊全点案内 12 月 19 日）

語

◎語彙力上達 BOOK 大人の常識として身に付けておき
たい
吉田裕子 著
東京 総合法令出版 219p 19cm 1,300（税別）円
※著者は三重県出身。普段何気なく使っている日本
語に潜む間違いを取り上げ、正しい敬語や言葉遣い
を伝授する。
(新刊全点案内 12 月 19 日）

◎明智小五郎回顧談 The Reminiscences of Kogorô
Akechi
平山雄一 著
東京 ホーム社，集英社(発売) 342p 20cm 2,200
（税別）円
※名張市出身の作家・江戸川乱歩研究の第一人者が、
乱歩作品の代表的な登場人物である名探偵・明智小
五郎の知られざる生涯を小説仕立てで描く。
(朝日・中日 12 月 15 日,新刊全点案内 12 月 19 日）

◎図説近代日本の辞書
沖森卓也 編 木村一[ほか] 執筆
東京 おうふう 159p 21cm 1,800（税別）円
※編集の沖森氏は上野市(現・伊賀市）生まれ。近代
日本の主要辞書 54 種とその歴史をわかりやすく解
説する。
(新刊全点案内 12 月 12 日）

◎異人館画廊 5 失われた絵と学園の秘密
谷瑞恵 著
東京 集英社 293p 15cm 590（税別）円
※著者は三重県出身。異人館画廊からほど近い高校
の美術部で自殺未遂が起こり、絵が消えた。千景が
転入生としてこの事件を潜入調査することになり…。
(新刊全点案内 12 月 26 日）

◎まさかさかさま回文めいじん
ながたみかこ 文 多屋光孫 絵
東京 汐文社 63p 20cm 1,600（税別）円
※文のながた氏は三重県生まれ。上から読んでも下
から読んでも同じ回文をたくさんつめこんだ 1 冊。
【児童書】
(新刊全点案内 12 月 12 日）

◎押絵と旅する男
江戸川乱歩 著 しきみ 絵
東京 立東舎，リットーミュージック(発売) 68p
17×19cm 1,800（税別）円
※名張市出身の作家・江戸川乱歩の小説と描き下ろ
しイラストのコラボレーションで、小説としても画
集としても楽しめる一冊。
(新刊全点案内 12 月 19 日）

◎三重弁やん
神田卓朗 著
名古屋 風媒社 195p 21cm 1,300（税別）円
※著者は元皇學館大学非常勤講師。2004 年ごろから
2017 年までの間に使われている三重の方言 581 語を
収録する。
(新刊全点案内・南紀新報 12 月 19 日,読売 12 月 23
日,中日 12 月 31 日）
→問い合わせ：風媒社(052-218-7808）

◎例解学習漢字辞典 第 8 版

文

◎怪人 江戸川乱歩のコレクション
平井憲太郎 著 本多正一[ほか] 著
東京 新潮社 142p 22cm 1,800（税別）円
※名張市出身の作家・江戸川乱歩の偏愛品を一挙公
開する。近藤ようこ描き下ろし漫画「お勢登場」を

オールカラー版
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収録する。

瀬田栄之助の半生
志水雅明 著
名古屋 人間社 203p 19cm 1,600（税別）円
※著者は四日市在住で日本文芸家協会会員。四日市
市出身の作家・瀬田栄之助の足跡を辿り、戦時下の
捕虜収容所での敵味方を超えた献身的な行為などに
光を当てる。
(毎日 12 月 6 日,新刊全点案内 12 月 12 日,伊勢 12
月 15 日）
→問い合わせ：人間社（電話：052-846-7444）

(朝日 12 月 26 日）

◎支えられて Ⅱ デイサービスにスポット
山本紫苑 著
伊勢 山本紫苑 128p B6 判 900(税別）円
※著者は伊勢市在住。介護施設で看護師として働き
ながら、出会った高齢者の言葉に自分の気持ちを添
えて言葉を紡いだ詩集。
(読売 12 月 1 日,朝日 12 月 10 日,伊勢 12 月 12 日）
→問い合わせ：山本紫苑さん(電話：0596-27-5902）

◎人間回収車 2 絶望の果て先
泉道亜紀 原作・イラスト 後藤リウ 著
東京 小学館 191p 18cm 650（税別）円
※著者の後藤氏は四日市市出身。誰からも必要とさ
れない人間を回収する黒塗りの軽トラックが、今日
も誰かを地獄へ連れて行く。ホラーストーリー5 本
を収録。
【児童書】
(新刊全点案内 12 月 5 日）

◎子規への溯行 新版
大辻隆弘 著
東京，京都 現代短歌社，三本木書院(発売) 363p
19cm 2,600（税別）円
※著者は松阪市生まれ・在住。小池光から正岡子規
まで、近現代短歌の歴史を溯るように歌人論を掲載
するほか、近現代短歌の枠組みの成立についての考
察などを収録する評論集。砂子屋書房 1996 年刊の新
版。
(新刊全点案内 12 月 12 日）

◎猫だまりの日々 猫小説アンソロジー
谷瑞恵 著 椹野道流[ほか] 著
東京 集英社 214p 15cm 530（税別）円
※人気作家 5 人が、猫と誰かの日々を描くアンソロ
ジー。三重県出身の谷瑞恵氏による「白い花のホテ
ル」を収録する。
(新刊全点案内 12 月 26 日）

◎下鴨アンティーク 7 白鳥と紫式部
白川紺子 著
東京 集英社 287p 15cm 570（税別）円
※著者は三重県生まれ。ついにお付き合いを始めた
鹿乃と慧。鹿乃が祖母から管理を引き継いだ“いわ
くつき”の着物も残り 1 枚に。アンティーク・ミス
テリー第 7 弾。
(新刊全点案内 12 月 26 日）

◎帆を上げて 廻船料理なには屋
倉阪鬼一郎 著
東京 徳間書店 307p 15cm 670（税別）円
※著者は上野市（現・伊賀市）生まれ。江戸に開店
した料理屋「なには屋」は、大坂の廻船問屋「浪花
屋」の出見世。切り盛りする兄妹は奮戦し、徐々に
客を増やしてゆくが…。文庫オリジナルの時代小説。
(朝日 12 月 4 日,新刊全点案内 12 月 5 日）

◎小説作法
丹羽文雄 著
東京 講談社 347p 16cm 1,700（税別）円
※著者は四日市市生まれの作家。昭和 20 年代後半に
『文學界』に連載した究極の小説指南書。自身の作
品を例に、丁寧に教え諭す。
(新刊全点案内 12 月 19 日）

◎保健室の日曜日 なぞなぞピクニックへいきたいか
ぁ!
村上しいこ 作 田中六大 絵
東京 講談社 92p 22cm 1,200(税別）円
※著者は三重県生まれ・在住。まんねん小学校の保
健室のなかまたちは、
「目に見えなくても、あるも
の」を探しに町に繰り出す。
【児童書】
(新刊全点案内 12 月 5 日）
◎レオン氏郷 上 大活字本 現代文学シリーズ
安部龍太郎 著
新座 埼玉福祉会 293p 21cm 3,000(税別）円
※三重ゆかりの武将・蒲生氏郷の人生を骨太の筆致
で描く長編小説。底本は PHP 文芸文庫『レオン氏郷』
。
(新刊全点案内 12 月 12 日）
◎レオン氏郷 中 大活字本 現代文学シリーズ

◎シリーズ日本文学の展望を拓く 3 宗教文芸の言説
と環境
小峯和明 監修
東京 笠間書院 386p、22p 22cm 9,000（税別）
円
※日本文学、日本文学研究のもつ可能性を展望する
シリーズ。三重に関連する内容の平沢卓也氏「
『倭姫
命世記』と仏法」
、門屋温氏「伊勢にいざなう西行」
を収録する。
(新刊全点案内 12 月 5 日）
◎戦場のファンタスティックシンフォニー 人道作家・
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安部龍太郎 著
新座 埼玉福祉会 368p 21cm 3,200(税別）円
※三重ゆかりの武将・蒲生氏郷の人生を骨太の筆致
で描く長編小説。底本は PHP 文芸文庫『レオン氏郷』
。
(新刊全点案内 12 月 12 日）

東京 双葉社 910(税込）円
※三重県生まれの作家・水生大海氏の読切「骨にな
ったら」を掲載する。
(朝日・読売 12 月 28 日）

◎白鳩 1 月号
東京 日本教文社 345（税込）円
※三重県出身で生長の家白鳩会総裁の谷口純子氏の
「日々わくわく 与えられた場で」を掲載する。
(毎日 12 月 15 日,朝日 12 月 25 日,中日 12 月 29 日）

◎レオン氏郷 下 大活字本 現代文学シリーズ
安部龍太郎 著
新座 埼玉福祉会 305p 21cm 3,000(税別）円
※三重ゆかりの武将・蒲生氏郷の人生を骨太の筆致
で描く長編小説。底本は PHP 文芸文庫『レオン氏郷』
。
(新刊全点案内 12 月 12 日）

絵

◎Simple 1 月号
玉城町 ゼロ 430円
※特集は「笑顔がみえる、三重の手みやげ」
。菓子や
日本酒など、地元で愛用されている商品を紹介する。
洋食店のディナーの特集も掲載する。
(中日 12 月 5 日）
→問い合わせ：ゼロ（電話：0596-65-6680）

本

◎おしりつねり 桂文我のでっち絵本
桂文我 ぶん 北村裕花 え
神戸 BL 出版 24p 27cm 1,300（税別）円
※文の桂氏は三重県生まれの落語家。でっちさんが
活躍する落語をもとにした楽しい絵本。
(新刊全点案内 12 月 26 日）

◎日経ビジネス 12 月 18 日号
東京 日経 BP マーケティング 6 カ月 16,800(税込）
円
※ビジネス誌。
「時事深層」の中で三重県生まれの
故・西田厚聰東芝元社長が取り上げられている。
(日経 12 月 18 日）

逐次刊行物

◎毎日フォーラム 12 月号 日本の選択
東京 毎日新聞出版 6 カ月 3,000円
※政策情報誌。皇學館大学現代日本社会学部教授の
新田均氏による「「大麻」の真実」を掲載する。
(毎日 12 月 8 日）

◎金つなぎ News 4 号
がんを明るく前向きに語る・金つなぎの会
※がん・難病患者らのグループの機関紙。
「季刊・金
つなぎ」として 41 号まで発行した後一度終刊したが、
名張市在住の代表・広野光子さんが復刊させた。年
2 回発行。
(読売 12 月 21 日）
→問い合わせ：広野光子さん(電話：0595-63-7674）

視聴覚資料

◎群像 1 月号
東京 講談社 980（税込）円
※文芸誌。三重県生まれの三浦佑之氏の連載、笙野
頼子氏の随筆を掲載する。
(朝日 12 月 7 日）

◎愛するこの町
梅田一巳 作詞・作曲
松阪 松阪市東地区住民協議会 CD
※作詞・作曲者は松阪市在住。松阪市東地区住民協
議会のイメージソング。
(夕刊三重 12 月 5 日）

◎kotoba 第 30 号
東京 集英社 1,440（税込）円
※多様性を考える言論誌。特集は「中世・近世史を
読む」
。三重県生まれの出口治明氏の文章を掲載して
いる。
(朝日 12 月 6 日）

◎東京カラフル
マキタマシロ 歌
東京 メディコム・トイ CD,レコード
※伊勢市出身のシンガーソングライターのデビュー
シングル。テレビ東京系「開運！なんでも鑑定団」
のエンディング曲に起用が決まった。
(伊勢 12 月 21 日）

◎小説推理 2 月特大号
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追

加

※前号（No.332）の「9

文学」に 2 点を追加いたします。

◎歌うエスカルゴ
津原泰水 著
東京 角川春樹事務所 348p 16cm 700(税別）円
※松阪市のエスカルゴ牧場に取材して書かれた小
説。KADOKAWA2016 年刊「エスカルゴ兄弟」の改題。
(新刊全点案内 11 月 21 日）

◎エクステンションワールド 2 覚醒
秋風清 著 須田友喜 訳
東京 ディスカヴァー・トゥエンティワン 415p
15cm 800（税別）円
※訳者の須田氏は三重県生まれ。超能力者たちの闘
いを描く小説。
(新刊全点案内 11 月 21 日）

情報の提供をお願いします
三重県立図書館では、三重県に関する出版物についての情報の入手、資料の収集に努めています。
情報をお持ちでしたら、三重県立図書館までご連絡ください。
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