者。時代を見とおす本物の眼力が身につく本 109 冊
を紹介する。
(新刊全点案内 10 月 10 日,朝日・読売 10 月 11 日）
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◎おしえて出口さん! 出口が見えるお悩み相談
出口治明 著
東京 ウェッジ 239p 19cm 1,300(税別）円
※著者は三重県生まれでライフネット生命保険創業
者。人生の荒波をくぐり抜けてきた著者が、読者の
疑問・質問・悩み 80 通に答える。期間限定サイトを
書籍化。
(新刊全点案内 10 月 24 日）

三重県立図書館
〒514-0061
三重県津市一身田上津部田 1234
TEL:059-233-1180(資料調査課)
FAX:059-233-1191
○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 10 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
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◎社会に関わる仏教 この現実のただ中で
尾畑文正 著
国立，東京 樹心社，星雲社(発売)
220p 19cm
1,700（税別）円
※著者は四日市市生まれで同朋大学元学長。仏教の
教えと濁世の間に立ち、
「信仰と社会」のあり方を問
う。講演をもとに書籍化。
(新刊全点案内 10 月 10 日）

◎人生はワンダフル! Life is Wonderful!
金川顕教&モコと愉快な仲間たち 著
東京 サンライズパブリッシング，星雲社(発売) 1
冊(ページ付なし) 19cm 1,500（税別）円
※著者の金川氏は三重県生まれ。年商 10 億の若きカ
リスマが実行してきた成功法則を、可愛い犬の写真
とともに紹介する。
(新刊全点案内 10 月 31 日）

記
◎成功者だけが知っていた運命の「紐解き」
星里奏 著
東京 ブックマン社 175p 21cm 1,500（税別）円
※著者は伊勢神宮、内宮別宮・伊雑宮の神官を代々
務めた家系に生まれる。
「個性運命学」の考え方につ
いて解説する。
(新刊全点案内 10 月 3 日）

◎基礎からわかる情報リテラシー 改訂第 3 版 コンピ
ューター・インターネットと付き合う基礎知識
奥村晴彦 著 森本尚之 著
東京 技術評論社 166p 23cm 1,480(税別）円
※著者の奥村氏は三重大学名誉教授・教育学部特任
教授。森本氏は三重大学総合情報処理センター助教。
コンピュータやスマートフォンを楽しく安全に使う
ための基本的な考え方をまとめる。
(新刊全点案内 10 月 17 日）

◎西來寺本仮名書き法華経原色影印
萩原義雄 編
東京 勉誠出版 407p 31cm 38,000(税別）円
※津市の西來寺が所蔵する、法華經 8 巻 8 冊からな
る「仮名書き法華経」のカラー撮影による影印本。
附録として「法華篇音義長禄年間」も収録する。
(新刊全点案内 10 月 31 日）

◎リーダーは歴史観をみがけ 時代を見とおす読書術
出口治明 著
東京 中央公論新社 293p 18cm 880（税別）円
※著者は三重県生まれでライフネット生命保険創業
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◎人助け起業<ミリオネア・メッセンジャー> 新装版 1
人で 1 億円稼いで感謝される暮らし
ブレンドン・バーチャード 著 山崎拓巳 監修
東京 ヒカルランド 346p 19cm 1,750（税別）円
※監修の山崎氏は三重県生まれ。世界最高のビジネ
ストレーナーが、人助けとお金儲けを両立させる驚
きの仕組みを初公開する。
(新刊全点案内 10 月 24 日）

◎京近江の武将群像
京都新聞社 編
彦根 サンライズ出版 225p 19cm 1,500（税別）
円
※戦国の京近江を駆け抜けた武将たちの生涯を追
う。三重ゆかりの藤堂高虎、蒲生氏郷が取り上げら
れている。
(新刊全点案内 10 月 17 日）

◎東海の寺社 東海エリアの名社&名刹案内 BOOK
名古屋 ぴあ株式会社中部支社 114p 30cm 880
（税別）円
※東海の寺社を庭園、仏像、建築など目的別に案内
し、参道&門前町さんぽなども紹介する。データは
2017 年 9 月現在。
(新刊全点案内 10 月 10 日）

◎現代語訳小右記 5 紫式部との交流
藤原実資 記 倉本一宏 編
東京 吉川弘文館 286p 20cm 2,800（税別）円
※編者の倉本氏は津市生まれ。摂関政治最盛期の「賢
人右府」藤原実資の日記を現代語訳化。
(新刊全点案内 10 月 17 日,朝日 10 月 18 日）
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歴

◎退職老人の日本語教育 日中協同教育 in 天津
東晋次 著
東京 白帝社 271p 16cm 833（税別）円
※著者は紀伊長島町(現・紀北町）生まれ、三重大学
教育学部教授を経て天津師範大学で教壇に立った。
天津での 8 年に及ぶ単身生活の記録。
(新刊全点案内 10 月 17 日）

史

◎伊賀忍者探索の巻
伊賀 伊賀上野観光協会 119cm 無料
※伊賀忍者に関連した社寺や史跡など 63 カ所の写
真と紹介文を掲載する道路地図パンフレット。
(産経 10 月 2 日,読売 10 月 12 日）
→問い合わせ：伊賀上野観光協会
（電話：0595-26-7788）

◎東海ウォーカー 2017 冬号 TokaiWalker
東京 KADOKAWA 162p 30cm 630（税別）円
※東海エリアの旬のごちそう旅 17 コースを紹介す
るほか、紅葉やイルミ速報なども収録する。クーポ
ン付き。データは 2017 年 10 月現在。
(新刊全点案内 10 月 31 日）

◎ええとこ四日市
四日市 四日市市 A5 判 12p
※四日市市の魅力を PR する冊子。市の概要や市が誇
る数々の日本一を紹介し、歴史・文化なども幅広く
紹介する。
(読売 10 月 25 日,毎日 10 月 28 日）
→問い合わせ：四日市市広報広聴課
(電話：059-354-8244）

◎東海紅葉絶景
名古屋 ぴあ株式会社中部支社 82p 30cm 680
（税別）円
※東海エリアの紅葉名所を、水辺、寺社などテーマ
別に紹介する。ライトアップ情報なども収録する。
データは 2017 年 9 月現在。
(新刊全点案内 10 月 10 日）

◎おでかけ大人旅 5 東海版
名古屋 流行発信 161p 29cm 840（税別）円
※一度入っておきたい東海の景勝地・名所を紹介す
る。データは 2017 年 9 月現在。
(新刊全点案内 10 月 10 日）

◎日本の新絶景 行ける!撮れる!SNS 映えする!
東京 洋泉社 110p 29cm 1,200（税別）円
※日本全国の絶景をエリア別に紹介する。三重県の
英虞湾、四日市コンビナートが取り上げられている、
データは 2017 年 9 月現在。
(新刊全点案内 10 月 10 日）

◎おとなの旅と宿 2017 伊勢・鳥羽・志摩 南知多・三
河湾
東京 昭文社 95p 26cm 900（税別）円
※南鳥羽、伊勢外宮参道温泉等の厳選宿を特集。そ
の他、エリア別の見どころや宿を紹介する。データ
は 2017 年 7～8 月現在。
(新刊全点案内 10 月 3 日）

◎松浦武四郎北の大地に立つ
合田一道 著
札幌 北海道出版企画センター
2,400（税別）円
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327p

19cm

※松坂（現・松阪市）出身の松浦武四郎は 6 度にわ
たって蝦夷地を調査し、北海道と名付けた。その 71
年の生涯を読み解く。
(新刊全点案内 10 月 24 日）

東京 慶應義塾大学出版会 186p、6p 21cm
2,500(税別）円
※全国各地やアメリカ、韓国の慶應義塾関係の史跡、
ゆかりの地、人物の足跡を紹介する。三重ゆかりの
門野幾之進と尾崎行雄が取り上げられている。
(新刊全点案内 10 月 24 日）

◎るるぶ夜遊びガイド [2017] 名古屋・東海
東京 JTB パブリッシング 93p 26cm 880（税別）
円
※名古屋・東海の夜を楽しむグルメ&エンタメ情報
を満載。クーポン付き。データは 2017 年 8 月現在。
(新刊全点案内 10 月 17 日）

３

◎国勢調査報告 平成 27 年第 3 巻その 2-[6]
POPULATION CENSUS OF JAPAN 就業状態等基本集計結果
6 中部 2
総務省統計局 編集
東京 日本統計協会 1 冊 31cm 7,600（税別）円
※平成 27 年 10 月 1 日現在で実施した国勢調査によ
る人口の労働力状態、夫婦、子供のいる世帯等の産
業・職業大分類別構成に関する結果を収録する。対
象区域に三重県を含む。CD-ROM 付き。
(新刊全点案内 10 月 10 日）

社会科学

◎いま学校に必要なのは人と予算 少人数学級を考える
山崎洋介 著 ゆとりある教育を求め全国の教育条件を
調べる会 著
東京 新日本出版社 206p 21cm 1,700（税別）円
※著者の山崎氏は三重県生まれ。少人数学級制を実
現・拡大するために、現状と制度の仕組みを分析し、
制度のあり方について考察する。
(新刊全点案内 10 月 3 日）

◎社会福祉士の豆知識 後見業務：はじめの一歩
服部勲 著
津 伊勢新聞社 36p A4 判 1,000(税別）円
※著者は津市在住の社会福祉士。成年後見業務の注
意点を自らの体験談を盛り込んで 11 章にまとめた。
(伊勢 10 月 12 日）
→問い合わせ：服部勲さん(電話：090-3482-2858）

◎ガイドのあゆみ 設立 30 周年記念誌
松阪 松阪ガイドボランティア友の会 42p A4 判
※30 年にわたって松阪市内の史跡などを観光客に
案内する活動を続けてきた会の歴史を振り返る記念
誌。
(夕刊三重 10 月 13 日）

◎新・神楽と出会う本 歌・楽器・お囃子
三上敏視 著
東京 アルテスパブリッシング 252p 21cm
2,200（税別）円
※全国の神楽を案内し、その音楽を探求する。三重
の伊勢大神楽が取り上げられている。動画とリンク
した QR コード付き。
(新刊全点案内 10 月 24 日）

◎ガキ大将が校長先生になった
小野昭二 著
松阪 小野昭二 69p A5 判
※著者は松阪市在住で元教員。教職に就く若者の参
考になればと、小中学校に勤務した 36 年の教員生活
を振り返り、自身の経験談を中心に綴っている。
(夕刊三重 10 月 26 日）
→問い合わせ：小野昭二さん(電話：0598-42-1573）

◎特別支援<心理>第二研究室
郷右近歩 著
京都 ナカニシヤ出版 57p 19cm 1,600（税別）
円
※著者は三重大学教育学部准教授。障がいのある子
どもたちの心理について研究を行っている著者が、
子どもたちとの出会いや「こころ」のエピソードを
紹介する。
(新刊全点案内 10 月 24 日）

◎教師菊池省三 映画「挑む」オフィシャルブック
東京 中村堂 102p 26cm 2,500(税別）円
※ドキュメンタリー映画「挑む」のオフィシャルブ
ック。映画で取り上げられている菊池氏は松阪市学
級経営マイスター。
(新刊全点案内 10 月 17 日）

◎日本全国祭り図鑑 西日本編 これで君も祭りの達
人!
芳賀日向 監修
東京 フレーベル館 71p 31cm 4,500(税別）円
※日本各地の祭りを躍動感のある写真とともに紹介
する。三重の上野天神祭、桑名石取祭、伊雑宮御田

◎慶應義塾歴史散歩 全国編
加藤三明 編著 山内慶太[ほか] 編著
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植式が取り上げられている。
(新刊全点案内 10 月 17 日）

※津市に本社がある井村屋の人気商品、お赤飯の素
やあずき水煮缶などを使った 68 の料理レシピを紹
介する。
(新刊全点案内 10 月 17 日）

◎白夜の刑法 ソビエト刑法とその周辺
上田寛 共著 上野達彦 共著
東京 成文堂 352p 22cm 8,000（税別）円
※著者の上野氏は放送大学三重学習センター所長、
三重大学名誉教授。ソビエト刑法の諸側面を検討し、
帝政ロシアの刑法思想から 1990 年代に始まる刑法
の非ソビエト化ないし伝統への回帰のプロセスまで
を論じる。
(新刊全点案内 10 月 3 日）

◎船舶通信の基礎知識 2 訂版
鈴木治 著
東京 成山堂書店 221p 22cm 2,800（税別）円
※著者は鳥羽商船高等専門学校教授。GMDSS をはじ
めとする船舶通信の内容を、運航場面別にやさしく
解説する入門概説書。
(新刊全点案内 10 月 17 日）

◎福祉世界 福祉国家は越えられるか
藤田菜々子 著
東京 中央公論新社 241p 20cm 2,400（税別）円
※著者は三重県生まれ。スウェーデン生まれの経済
学者ミュルダールが描いた「福祉世界」を中心に、
福祉世界論の意義と可能性を展望する。
(新刊全点案内 10 月 10 日）

４

◎つくりおき野菜ペーストレシピ ミキサーを使えば時
短でプロの味!
横山剛 著 梶原政之 著
東京 幻冬舎 109p 20cm 1,200（税別）円
※著者の横山氏は三重県出身。東京のイタリアンレ
ストラン「KNOCK」が考えたアレンジ無限大の野菜ペ
ーストレシピを紹介する。
(新刊全点案内 10 月 31 日）

自然科学

◎東海ひとめぼれスイーツ 写真映えバツグン!東海の
イマドキスイーツ大全集
名古屋 ぴあ株式会社中部支社 114p 26cm 880
（税別）円
※東海エリアのイマドキスイーツ大全集。電子版を
入手できるコード付き。データは 2017 年 8 月現在。
(新刊全点案内 10 月 10 日）

◎新・アトピーが消える日 アトピーの原因が明らかに
伊藤仁 著
東京 栄光出版社 181p 19cm 1,200（税別）円
※著者は四日市市の仁こどもクリニック理事長。ス
テロイド剤を使わない治療を続けてきた著者の 20
年間を総まとめにした本。
(新刊全点案内 10 月 17 日）

◎長谷園「かまどさん」で毎日レシピ 魔法の土鍋でふ
っくら&じっくり!ごはんもおかずもおいしい!
サルボ恭子 著
東京 河出書房新社 95p 26cm 1,300（税別）円
※伊賀市にある伊賀焼窯元・長谷園の炊飯土鍋「か
まどさん」を使ったレシピを紹介する。
(新刊全点案内 10 月 24 日）

◎腸内細菌キャラ図鑑 おなかにいるよ!ゆかいな仲間
藤田紘一郎 監修
京都 PHP 研究所 127p 19cm 1,300(税別）円
※監修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。腸内に棲む細菌をキャラクター化
し、その働きや腸内環境を整える方法などを解説す
る。
(新刊全点案内 10 月 24 日）

５

工

◎マヨネーズ 技あり!dancyu
東京 プレジデント社 87p
864(税込）円
※グルメ雑誌「dancyu」の別冊。尾鷲市在住の作家
・甲斐崎圭さんが執筆した記事「尾鷲の魚介とマヨ
ネーズ」が掲載されている。記事ではマヨネーズを
使ったレシピ 9 品を紹介している。
(紀勢 10 月 29 日）

業

◎井村屋さんの毎日ほっこりあずきレシピ あずきを使
ったおかずからスイーツまで，食べ方いろいろ、体に
うれしい!
岩崎啓子 料理 栗山善四郎 料理
東京 主婦の友社 79p 26cm 1,200（税別）円

◎[みえちゃん棒レシピ集]
井谷三枝子 著
紀北町 手づくり工房ワーイワイ
※発行者が開発・販売しているオリジナル商品のさ

4

つま揚げ「みえちゃん棒」を使ったアレンジメニュ
ーのレシピ 14 種を掲載する。
(南海日日 10 月 18 日）
→問い合わせ：井谷美枝子代表
(電話：090-6762-3535）

６

産

東京 KADOKAWA 222p 19cm 1,400(税別）円
※三重県出身の植木等の運転手兼付き人から始ま
り、43 年にも及んだ師弟関係とその思い出を著者が
語り尽くす。
(新刊全点案内 10 月 3 日）

◎中学生・高校生のピアノ・ソロ人気 J-POP30 中級
東京 シンコーミュージック・エンタテイメント
176p 31cm 1,600（税別）円
※中高生のピアノ中級者を対象としたピアノ・ソロ
曲集。三重県出身の歌手・西野カナさんの「トリセ
ツ」など J-POP を多数収録する。
(新刊全点案内 10 月 10 日）

業

◎定本さらばブルートレイン!
芦原伸 著
東京 天夢人，山と溪谷社(発売) 317p 19cm
1,500（税別）円
※著者は三重県生まれ。ブルートレインの終焉を見
送った乗車記を収録する。2008 年講談社刊「さらば
ブルートレイン!」の改題改訂増補。
(新刊全点案内 10 月 17 日）

◎ドライチ プロ野球人生『選択の明暗』
田崎健太 著
東京 カンゼン 271p 20cm 1,700（税別）円
※ドラフト 1 位で入団したプロ野球選手たちを徹底
取材。8 人が野球人生を語る。松阪市出身の古木克
明氏が含まれている。
(新刊全点案内 10 月 10 日,朝日 10 月 27 日）

◎亡国の漁業権開放 協同組合と資源・地域・国境の崩
壊
鈴木宣弘 著
東京 筑波書房 46p 21cm 750（税別）円
※著者は三重県生まれ。漁業権開放と貿易自由化の
流れは容認しがたいものであると論じる。
(新刊全点案内 10 月 17 日）

７

芸

◎[日展入選作品集]
長谷川八寿雄 彫刻
鈴鹿 長谷川八寿雄 500円
※鈴鹿市在住の彫刻家・長谷川氏が米寿を記念して
出版した作品集。日展への入選作品 38 点の写真を収
録する。
(中日 10 月 19 日）

術

◎空気の読み方、教えてください カナダ人落語家修業
記
桂三輝 著
東京 小学館 188p 18cm 780（税別）円
※著者は伊勢市在住で、寄席小屋「伊勢河崎輝輝亭」
をオープン。上方で最初の外国人落語家として活躍
する著者の、笑いと涙の 10 年間の異文化修業記。
(読売 10 月 2 日,新刊全点案内 10 月 3 日,朝日 10
月 4 日）

◎プロレスが死んだ日。 ヒクソン・グレイシーVS 高田
延彦 20 年目の真実
近藤隆夫 著
東京 集英社インターナショナル，集英社(発売)
269p 20cm 1,600（税別）円
※著者は三重県生まれ。1997 年、東京ドームでの歴
史的な試合の裏側に何があったのか。第一線で取材
を続けた著者が真実に迫る。
(新刊全点案内 10 月 10 日,朝日 10 月 12 日）

◎クリエイティブ・インパルス
松阪 希望の園 2,000円
※発行者は松阪市の NPO 法人で、障がい者の芸術活
動を支援している。利用者 28 人の絵や陶芸作品の写
真など 130 点余りを収録する作品集。
(中日 10 月 28 日）
→問い合わせ：希望の園(電話：0598-67-0486）

◎Myojo LIVE! 2017 夏コン
東京 集英社 84p 30cm 556（税別）円
※2017 年夏のコンサートをコンプリートレポート。
三重県出身の歌手・西野カナさんが取り上げられて
いる。
(新刊全点案内 10 月 10 日）

８

◎昭和と師弟愛 植木等と歩いた 43 年
小松政夫 著

5

言

語

◎英語にできない日本の美しい言葉
吉田裕子 著
東京 青春出版社 189p 18cm 850（税別）円
※著者は三重県生まれ。日本語でしかうまく言い表
せない美しい言葉を紹介する。
(新刊全点案内 10 月 10 日）

中川右介 著
東京 集英社 334p 19cm 1,700（税別）円
※名張市出身の作家・江戸川乱歩と横溝正史は 2 大
巨頭として日本の探偵小説を牽引した。太陽と月に
も喩えられるその関係を考察し、日本の出版史をも
描き出す対比評伝。
(朝日・中日 10 月 26 日,新刊全点案内 10 月 31 日）

◎漢語
沖森卓也 編著 肥爪周二 編著
東京 朝倉書店 155p 21cm 2,700(税別）円
※編著者の沖森氏は上野市(現・伊賀市）生まれ。漢
語の体系と歴史について幅広くわかりやすく解説す
る。
(新刊全点案内 10 月 31 日）

◎折口信夫の晩年
岡野弘彦 著
東京 慶應義塾大学出版会 301p 20cm 3,200(税
別）円
※著者は三重県生まれの歌人。折口信夫の晩年 7 年
間を共に生活した著者による追憶の書。中央公論社
1969 年刊の修正版。
(新刊全点案内 10 月 31 日）

◎漢字
沖森卓也 編著 笹原宏之 編著
東京 朝倉書店 182p 21cm 2,900(税別）円
※編著者の沖森氏は上野市（現・伊賀市）生まれ。
中国と日本における漢字の発展の経緯を解き明か
す。またアジア各地における独自の発展の経緯につ
いても概観する。
(新刊全点案内 10 月 31 日）

９

文

◎風浄土 第二歌集
佐藤敦子 著
松阪 夕刊三重新聞社 192p 四六判
※著者は松阪市在住。14 年間で詠みためた 2 千余首
から自薦した 600 首を収録する歌集。夫の闘病を支
え終え、人生の終活として発行を決めた。
(夕刊三重 10 月 12 日）

学

◎カラスヤサトシの日本文学紀行
カラスヤサトシ 著
東京 講談社 206p 21cm 1,200（税別）円
※明治・大正・昭和の文士と漫画で出会う日本文学
トリップ。斎藤緑雨、横光利一など、三重県ゆかり
の作家たちも取り上げられている。
(新刊全点案内 10 月 3 日）

◎愛についての感じ
海猫沢めろん 著
東京 講談社 278p 15cm 720（税別）円
※全 5 編の恋愛小説集。伊賀市出身の夢眠ねむによ
る解説「愛について知っている」を収録する。
(新刊全点案内 10 月 17 日）

◎熊野木遣節
宇江敏勝 著
東京 新宿書房 241p 20cm 2,200（税別）円
※著者は三重県生まれ。熊野の八鬼沢の里を舞台に、
ひとりの女の 70 年にわたる月日を描く連作 7 作品を
収録する。
(新刊全点案内 10 月 3 日,読売 10 月 4 日）

◎あっぱれ街道 書き下ろし長編時代小説
倉阪鬼一郎 著
東京 二見書房 299p 15cm 648（税別）円
※著者は上野市(現・伊賀市）生まれ。時代小説「小
料理のどか屋人情帖」シリーズの 21 作目。
(新刊全点案内 10 月 31 日）

◎アンフォルム群 詩集
たなかあきみつ 著
東京 七月堂 171p 21cm 2,300(税別）円
※著者は三重県生まれ。31 篇の詩を収録した詩集。
(新刊全点案内 10 月 10 日）

◎桑名 坂野たみ句集
坂野たみ 著
調布 ふらんす堂 185p 19cm 2,500(税別）円
※著者は桑名市生まれ。2003 年から 2017 年までの
作品をまとめた第 1 句集。
(新刊全点案内 10 月 17 日）

◎江戸川乱歩と横溝正史
Seishi

◎黒死館殺人事件 「新青年」版
小栗虫太郎 著 松野一夫 挿絵

Edogawa Rampo & Yokomizo
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東京 作品社 479p 22cm 6,800(税別）円
※探偵小説「黒死館殺人事件」の『新青年』連載版
を単行本化。名張市出身の作家・江戸川乱歩と甲賀
三郎による連載時のエッセイ、解題、解説も収録す
る。
(新刊全点案内 10 月 3 日）

東京 新日本出版社 254p 20cm 2,300(税別）円
※著者は三重県生まれ。大阪で困難に直面しつつも
子どもたちに寄り添い、成長する青年教師を描く。
(新刊全点案内 10 月 24 日）

◎ていだん
小林聡美 著
東京 中央公論新社 301p 18cm 1,600（税別）円
※女優・小林聡美が会いたかったゲストと 3 人で語
る鼎談集。36 名のゲストの中に、三重県生まれのイ
ラストレーター・大橋歩氏が含まれている。
(新刊全点案内 10 月 10 日）

◎桜の森の満開の下
近藤ようこ 漫画 坂口安吾 原作
東京 岩波書店 192p 15cm 800（税別）円
※鈴鹿峠の山賊と残忍で美しい女を描く坂口安吾の
名作を漫画にした作品。
(読売 10 月 22 日,朝日 10 月 24 日,新刊全点案内 10
月 31 日）

◎鉄道探偵団 まぼろしの踊り子号
倉阪鬼一郎 著
東京 講談社 213p 18cm 920（税別）円
※著者は上野市(現・伊賀市）生まれ。鉄道ファンが
集う店に持ち込まれる 5 つの事件の真相に乗りテ
ツ、撮りテツなどのエキスパートたちが迫る。
(新刊全点案内 10 月 10 日）

◎少女ミステリー倶楽部 傑作推理小説集
ミステリー文学資料館 編 江戸川乱歩 [ほか] 著
東京 光文社 443p 16cm 880（税別）円
※“少女”が活躍するミステリー13 作品を収録した
アンソロジー。名張市出身の作家・江戸川乱歩によ
る「オルレアンの少女」を収録する。
(新刊全点案内 10 月 17 日）

◎童話ってホントは残酷 グリム童話から日本昔話まで
38 話
三浦佑之 監修
東京 二見書房 254p 15cm 640(税別）円
※監修者は三重県生まれ。有名な童話や日本昔話 38
話の原典を収録し、それらの残酷極まりない本当の
姿をあぶりだす。
(新刊全点案内 10 月 3 日）

◎小説 BOC 7(2017 年秋)
東京 中央公論新社 423p、25p 21cm 1,000(税
別）円
※”つながる”をコンセプトにした文芸誌。伊賀市
出身の夢眠ねむのトークショウ紙上報告を掲載す
る。
(新刊全点案内 10 月 24 日）

◎謎の館へようこそ 黒 新本格 30 周年記念アンソロ
ジー
はやみねかおる[ほか] 著
東京 講談社 404p 15cm 810(税別）円
※最先端を行く 6 人の作家たちが「館」をテーマに
書き下ろした 6 つの物語。三重県出身・在住のはや
みね氏による「思い出の館のショウシツ」を収録す
る。
(新刊全点案内 10 月 24 日）

◎少年探偵団 対決!怪人二十面相
江戸川乱歩 原作 芦辺拓 文
東京 学研プラス 153p 21cm 940（税別）円
※名張市出身の作家・江戸川乱歩の作品を、小学生
が楽しめるように文章やさし絵などを工夫して収録
する。お話図解「物語ナビ」付き。
(新刊全点案内 10 月 31 日）

◎少年探偵団・超人ニコラ
江戸川乱歩 作
東京 岩波書店 454p 15cm 950（税別）円
※名張市出身の作家・江戸川乱歩による少年探偵団
シリーズの代表作や、戦時中に筆名を変えて書いた
連作小篇集を収録する。
(読売 10 月 22 日,朝日 10 月 24 日,新刊全点案内 10
月 31 日）

◎涙の招待席 異形コレクション傑作選
倉阪鬼一郎[ほか] 著
東京 光文社 284p 16cm 660（税別）円
※オリジナル・アンソロジー「異形コレクション」
の、千編を超える全収録作の中から 10 作品を収録す
る。上野市(現・伊賀市）生まれの倉阪氏による「夢
淡き、酒」を含む。
(新刊全点案内 10 月 17 日）

◎つなぎあう日々
松本喜久夫 著

◎芭蕉
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下

栗田勇 著
東京 祥伝社 501p 22cm 4,500(税別）円
※伊賀出身の俳人・松尾芭蕉の旅の生涯と精神性の
深奥をたどる。下は、江戸～平泉～大垣を収録する。
(新刊全点案内 10 月 10 日,読売 10 月 24 日）

◎あまのいわと いなくなった太陽の神さま
中川朋美 イラスト
伊勢 ダイム 27p 28cm
※イラストの中川氏は伊勢市在住。発行者は伊勢市
の飲食業グループ株式会社。日本神話を題材にした
絵本。伊勢市に 800 冊が寄贈された。
(伊勢・毎日 10 月 3 日）
→問い合わせ：ダイム（電話：0596-23-3575）

◎米寿
神戸道 著
東京 文學の森 239p 19cm 2,000（税別）円
※著者は松阪市在住。86 篇を収録する著者にとって
3 冊目の随筆集。俳句 50 句も収録している。
(伊勢 10 月 11 日）

◎くまのこライオンプース
にしむらもも 作
東京 小学館 1 冊(ページ付なし) 27cm
1,300(税別）円
※作者は三重県出身。ライオンのお父さんとくまの
お母さんから生まれたプースのお話。第 20 回おひさ
ま大賞受賞作品。
(新刊全点案内 10 月 24 日）

◎夢現 日本推理作家協会 70 周年アンソロジー
江戸川乱歩[ほか] 著
東京 集英社 468p 16cm 800（税別）円
※日本推理作家協会の歴代理事長を務めた作家 14
人の傑作短篇を収録する。名張市出身の作家・江戸
川乱歩「防空壕」が含まれている。
(新刊全点案内 10 月 31 日）

◎なでてなでて
日隈みさき え 西川季岐 ぶん
東京 エンブックス，メディアパル(発売) 1 冊(ペ
ージ付なし) 20×20cm 1,200（税別）円
※絵の日隈氏は三重県生まれ。ねこちゃんやわんち
ゃんたちが「なでてなでて」とあまえてきます。な
でてみると、どんな感じがするのでしょうか…?
(新刊全点案内 10 月 17 日）

◎夜明けをぜんぶ知っているよ
北川 朱実 著
東京 思潮社 102p 22cm 2,500(税別）円
※著者は松阪市在住の詩人。新境地を拓く 25 篇を収
録した詩集。
(新刊全点案内 10 月 3 日,中日(夕）10 月 21 日）

◎日本の神話古事記えほん 5 国づくりのはなし
三浦佑之 監修 荻原規子 文
東京 小学館 32p 27cm 1,700（税別）円
※監修の三浦氏は三重県生まれ。日本の神話「古事
記」から、オオクニヌシの国づくりを描く絵本。
(新刊全点案内 10 月 24 日）

◎乱世をゆけ 織田の徒花、滝川一益
佐々木功 著
東京 角川春樹事務所 323p 19cm 1,400(税別）
円
※織田信長に仕え、長島一向一揆鎮圧後北伊勢に所
領を持つなど三重とも関わりの深い武将・滝川一益
の生涯を描く小説。
(新刊全点案内 10 月 10 日）

逐次刊行物

◎論集上代文学 第 38 冊
万葉七曜会 編
東京 笠間書院 244p 22cm 12,800(税別）円
※上代文学研究の成果を年 1 回刊行するシリーズ第
38 弾。松坂(現・松阪市）の国学者・本居宣長を取
り上げた「本居宣長最晩年の万葉研究」など、8 本
の論稿を収録する。
(新刊全点案内 10 月 17 日）

絵

◎小阪百年会だより 秋号
熊野 小阪百年会
※熊野市飛鳥町の老人クラブが季刊で発行する会
報。市老人クラブ連合会主催での表彰、中学校での
奉仕作業の様子などを報告する。
(吉野熊野 10 月 31 日）

◎シネマ游人 4 号 2017 AUTUMN
四日市 シネマ游人事務局 64p 300(税込）円
※年 2 回発行の映画誌。特集は「私が選んだ日本映
画歴代ベスト 3」
、
「藤田敏八没後 20 年映画会」
。
(伊勢 10 月 1 日）

本
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◎白鳩 11 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に
よる「日々わくわく ブラジルとの縁」を掲載する。
(中日 10 月 30 日）

追

加

※前号（No.330）の「4 自然科学」に 1 点を追加いたし
ます。

視聴覚資料

◎乳房オンコプラスティック・サージャリー 2 症例か
ら学ぶ手術手技
矢野健二 編著 小川朋子[ほか]編著
東京 克誠堂出版 198p 26cm 12,000（税別）円
※編著者の小川氏は三重大学医学部附属病院乳腺外
科教授。乳がんの根治性と術後の整容性を追求する
目的で生まれた乳房オンコプラスティック・サージ
ャリーの手術手技書。
(新刊全点案内 9 月 19 日）

◎[しまかぜ] 近鉄名古屋編
久留米 ビコム DVD 4,200（税別）円
※名古屋と伊勢志摩を結ぶ観光特急「しまかぜ」の
運転室から撮影した映像。本編 133 分と車両の特徴
を紹介する特典映像 5 分を収録する。
(中日 10 月 16 日）

◎[しまかぜ] 近鉄名古屋編
久留米 ビコム ブルーレイ 4,500(税別）円
※名古屋と伊勢志摩を結ぶ観光特急「しまかぜ」の
運転室から撮影した映像。本編 133 分と運転室内の
様子を紹介する特典映像 25 分を収録する。
(中日 10 月 16 日）

◎ひとあかり
ふんわりアクセル 歌
CD 1,300(税込）円
※津市の夫婦ユニットが同市大門にある商店街を歌
った曲。夫が三味線とチンドン太鼓、妻が歌を担当
する。
(中日 10 月 6 日）

電子資料
◎歌集 365
浅野良一 著
300円
※著者は伊勢市出身で毎日新聞「三重文芸・短歌」
の選者を務め、1990 年に亡くなった。1977 年に短歌
新聞社から出版された歌集を、四日市市在住の長男
・一男さんが電子書籍で復刻した。
(毎日 10 月 31 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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