衣祭」
、
「天武朝前期における新嘗祭祀と伊勢斎王」
が含まれている。
(新刊全点案内 11 月 20 日）

三重県関係出版物速報

みえの本

◎シリウスがもう止まらない 松果体超進化
松久正 著 龍依 著
東京 ヒカルランド 224p 19cm 1,815（税別）円
※著者の松久氏は三重県生まれ。神開き・地球開き
のミッションを担う 2 人が、霊性地球への道筋を公
開する。
(新刊全点案内 11 月 13 日）
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〒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

◎シンガポールのムスリム 宗教の管理と社会的包摂・
排除
市岡卓 著
東京 明石書店 386p 22cm 5,500（税別）円
※著者は三重県生まれ。シンガポールのムスリムを
対象に、様々な問題に対してムスリム社会がどう対
処しているのかを政治社会学的観点から分析する。
(新刊全点案内 11 月 13 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 30 年 11 月 1 日～30 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

１

哲

◎専修寺ツアーシナリオ 日本語・英語版
津市役所シティプロモーション研修Ⅲ翻訳チーム 作
成
津 津市 6p
※津市の高田本山専修寺を案内するためのガイド冊
子。外国人観光客に歴史や見どころを知ってもらお
うと日本語と英語を併記し、英語を第二言語とする
人や中高生にも使えるように簡単な英語表現が用い
られている。
(中日 11 月 29 日）
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学

歴

史

◎近江が育んだ九二万石の大名 蒲生飛驒守氏郷とキリ
スト教
寺脇丕信 著
東京 講談社エディトリアル 190p 19cm 1,300
（税別）円
※近江、松坂（現・松阪市）
、会津の町造りに精を出
し、戦国大名として、またキリシタンとして生涯を
送った蒲生氏郷の生涯を描く。
(新刊全点案内 11 月 13 日）

◎古代の祭祀構造と伊勢神宮
塩川哲朗 著
東京 吉川弘文館 355p、16p 22cm 12,000（税別）
円
※「神祇令」記載の国家祭祀と、伊勢神宮祭祀を中
心に実態を追究し、古代祭祀構造の特徴を論証する。
(新刊全点案内 11 月 27 日）

◎古代の信仰・祭祀 古代文学と隣接諸学 7
岡田莊司 編
東京 竹林舎 549p 22cm 14,000(税別）円
※20 編の論文を収録する。三重県関連のものとして
は、三重県生まれで斎宮歴史博物館主幹・穂積裕昌
氏の「伊勢地方の祭祀・信仰」
、他に「伊勢神宮と神

◎近代初期の松浦武四郎
松浦武四郎記念館 編
札幌 北海道出版企画センター 348p 21cm
4,000（税別）円
※松坂（現・松阪市）出身で北海道の名付け親・松
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浦武四郎。開拓判官辞任後、全国を旅した彼の紀行
文等、晩年の諸資料を総覧し、明治以降の活動を明
らかにする。
(新刊全点案内 11 月 27 日）

※編集委員の加藤氏は三重県生まれ。
「和名類聚抄」
国郡別による地名配列とその世界観に準拠し、66 国
2 嶋 591 郡を網羅した「読める事典」
。
(新刊全点案内 11 月 27 日）

◎恋しよおろし [英語版]
御浜町 尾呂志地区活性化プラン推進委員会 2p
A4 判
※尾呂志地区を紹介する同タイトルのパンフレット
の一部を抜粋した英語版。農山漁村振興交付金を活
用して作成された。
(吉野熊野 11 月 2 日,南紀新報 11 月 3 日）

◎日本史の新常識
文藝春秋 編
東京 文藝春秋 228p 18cm 800（税別）円
※古代から明治まで、歴史上の出来事や人物につい
て、一流の執筆陣が最新の研究成果をもとに新たな
論点を提示する。三重県生まれの出口治明氏の「交
易から見れば通史がわかる」
、倉本一宏氏の「蘇我氏
と藤原氏を繁栄させた「最新技術」
」、
「本当は激務だ
った平安貴族」を収録する。
(朝日 11 月 22 日,新刊全点案内 11 月 27 日,日経 11
月 30 日）

◎古琵琶湖の足跡化石を探る
岡村喜明 著
彦根 サンライズ出版 108p 21cm 1,500（税別）
円
※古琵琶湖層群と呼ばれる三重県から滋賀県にかけ
ての地層で見つかった様々な足跡化石を紹介する。
(新刊全点案内 11 月 6 日,中日 11 月 14 日）

◎日帰り絶景さんぽ旅 東海版
名古屋 ぴあ株式会社中部支社 98p 30cm
880(税込）円
※日帰りで行く東海エリアのさんぽ旅 23 コースを
紹介する。三重県の赤目四十八滝、夫婦岩などが取
り上げられている。Google マイマップが見られる QR
コード付き。データは 2018 年 10 月現在。
(新刊全点案内 11 月 6 日）

◎清和源氏系榊原家の歴史 兵家の終焉
榊原康彦 著
東京 彩流社 157p 21cm 1,800(税別）円
※榊原氏誕生の地である伊勢国一志郡榊原（現・津
市）から、二流に分かれた榊原家の歩みを辿る。
(新刊全点案内 11 月 27 日）

◎松浦武四郎の生涯 北海道と名づけた男
更科源藏 著
京都 淡交社 218p 19cm 2,000(税別）円
※松坂（現・松阪市）出身の探検家・松浦武四郎の
生涯を北海道を代表する詩人が描く。1973 年刊「日
本の旅人 14 松浦武四郎」を復刻、リニューアル。
松阪市にある松浦武四郎記念館の学芸員・山本命氏
が解説を執筆する。
(新刊全点案内 11 月 13 日）

◎東海学シンポジウム 第 6 回(2018) 三角縁神獣鏡を
考える
春日井，名古屋 東海学センター，風媒社(発売)
196p 26cm 1,500（税別）円
※2018 年 10 月に開催されたシンポジウムの講演 6
本と座談会を収録し、さらに誌上参加として 5 本の
論考を掲載する。三重県立斎宮歴史博物館主幹の穂
積裕昌氏による「森先生と神仏の考古学 2」を収録
している。
(新刊全点案内 11 月 6 日）

◎漫画版日本の歴史 5 いざ、鎌倉
山本博文 監修
東京 KADOKAWA 221p 15cm 600（税込）円
※日本の歴史の流れがよくわかる、コンパクトサイ
ズの学習まんが。源平合戦から元寇までの時代を描
く。三重県生まれの出口治明氏による解説も収録す
る。2015 年刊「日本の歴史 5」の改題、加筆編集。
(新刊全点案内 11 月 27 日）

◎南紀 '19 伊勢・志摩
東京 昭文社 119p 26cm 900（税別）円
※熊野三山、伊勢・志摩などの観光情報を掲載する。
取り外せる冊子とマップ、電子書籍をダウンロード
できるクーポンコード付き。データは 2018 年 4～9
月現在。
(新刊全点案内 11 月 13 日）

◎『御堂関白記』の研究
倉本一宏 著
京都 思文閣出版 361p、16p 22cm 8,000（税別）
円
※著者は津市生まれ。藤原道長の日記「御堂関白記」
の研究を深めてきた著者による、論文からエッセイ

◎日本古代史地名事典 普及版
加藤謙吉 編集委員 関和彦［ほか］ 編集委員
東京 雄山閣 960p 22cm 9,000（税別）円
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までを蒐めたアンソロジー。
(新刊全点案内 11 月 27 日）

◎社史で見る日本経済史 第 95 巻 復刻 花ごろも
三井呉服店 編
東京 ゆまに書房 1 冊 22cm 24,000（税別）円
※日本近現代の会社史のうち、高い実証性と資料的
価値を備える書を復刻。三越の前身である松坂（現
・松阪市）発祥の三井呉服店が発行した明治 32 年刊
の PR 誌「花ごろも」を収録する。
(新刊全点案内 11 月 6 日）

◎もっと大人の泊まりがけ 関西版
大阪 京阪神エルマガジン社 109p 30cm 820（税
別）円
※西日本各地の「いま行きたい」旅先を取り上げ、
モデルコースを紹介する。三重県の松阪牛、湯の山
温泉が取り上げられている。データは 2018 年 10 月
現在。
(新刊全点案内 11 月 13 日）

◎社史で見る日本経済史 第 96 巻 復刻 春模様
三井呉服店 編
東京 ゆまに書房 84,7,21p、図版 26 枚 22cm
15,000（税別）円
※日本近現代の会社史のうち、高い実証性と資料的
価値を備える書を復刻。三越の前身である松坂（現
・松阪市）発祥の三井呉服店が発行した明治 33 年刊
PR 誌「春模様」を収録する。
(新刊全点案内 11 月 6 日）

◎森の教え、海の教え 辺境の旅から
芦原伸 著
東京 天夢人，山と溪谷社(発売) 335p 19cm
1,700(税別）円
※著者は三重県生まれ。忘れられた日本の風景、失
われゆく伝統、暮らしなどを訪ねた旅の記録。
(新刊全点案内 11 月 20 日,読売 11 月 21 日）

◎中経企業年鑑 2019 つながる中部
名古屋 中部経済新聞社 889p 21cm 8,000(税
別）円
※愛知・岐阜・三重・静岡の東海 4 県に本社を置く
3105 社の企業情報と役員のプロフィールなどを収
録する企業データブック。
(新刊全点案内 11 月 13 日）

◎るるぶ南紀白浜伊勢志摩 '19
東京 JTB パブリッシング 119p 26cm 950（税
別）円
※熊野古道や伊勢志摩などの観光情報を掲載する。
取り外せる冊子、電子書籍＆クーポン用コード付き。
データは 2018 年 9 月現在。
(新刊全点案内 11 月 13 日）

３

◎トコトンやさしいブロックチェーンの本
上野仁 著
東京 日刊工業新聞社 156p 21cm 1,500（税別）
円
※著者は三重県生まれ。仮想通貨を実現した技術「ブ
ロックチェーン」の本質的な部分を解説する。
(新刊全点案内 11 月 27 日）

社会科学

◎会社を殺さないための「事業承継」の教科書 最高の
2 代目は、いかにして完成するのか
野見山勇大 著
東京 きずな出版 205p 19cm 1,500(税別）円
※著者は木曽岬町のセイワ工業専務。父の会社を 2
代目の著者が V 字回復できたワケとは。会社を永続
的に発展させていく方法を、体験を交えて解説する。
(新刊全点案内 11 月 27 日）

◎紛争リスクを回避する自治体職員のための住民監査請
求・住民訴訟の基礎知識
松村享 著
東京 第一法規 183p 21cm 2,800（税別）円
※著者は元四日市市会計管理者。紛争リスクを減ら
すために、住民監査請求・住民訴訟をわかりやすく
解説した自治体職員のための基本書。
(新刊全点案内 11 月 6 日）

◎在宅介護&高齢者ホームのすべて 2019 愛知・岐阜・
三重の最新情報
名古屋 東海通信社，中日新聞社(発売) 130p、14p
29cm 920(税別）円
※東海の在宅介護&高齢者ホームに関する情報をま
とめた本。東海地区の高齢者ホーム 370 施設リスト、
綴じ込み冊子「HOW TO 終活」付き。
(中日 11 月 5 日,新刊全点案内 11 月 6 日）

◎明治前期中学校形成史 府県別編 4 北陸東海
神辺靖光 編 米田俊彦 編
松戸 梓出版社 658p 22cm 7,600(税別）円
※1880 年代を中心に、全府県の中学校形成の軌跡を
辿る。この巻では三重県を含む地域を取り上げる。
(新刊全点案内 11 月 6 日）
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◎良い値決め悪い値決め きちんと儲けるためのプライ
シング戦略
田中靖浩 著
東京 日本経済新聞出版社 253p 15cm 750（税
別）円
※著者は四日市市出身。
「良い値決め」に転換するた
めのプライシング戦略が学べるテキスト。
(新刊全点案内 11 月 13 日）

４

５

工

業

◎そのときみえるもの What You See Then
御菓子丸 杉山早陽子 著
東京 torch press 95p 19cm 1,800(税別）円
※著者は三重県生まれ。著者が主催する「御菓子丸」
の 25 の和菓子をそれぞれのエピソードと共に紹介
する。英語併記。
(新刊全点案内 11 月 20 日）

自然科学

◎東海リノベーション vol.5
流行発信 編集
名古屋 流行発信 177p 29cm 490（税別）円
※東海 3 県のリノベーション・リフォームのガイド
ブック。最新の施工例などを紹介する。
(新刊全点案内 11 月 13 日）

◎被災地の子どものこころケア 東日本大震災のケース
からみる支援の実際
松浦直己 編著 八木淳子[ほか] 著
東京 中央法規出版 190p 21cm 2,200(税別）円
※編著者の松浦氏は三重大学教育学部特別支援教育
特別支援(医学）分野教授。東日本大震災後、子ども
たちの「こころの復興」を目指して支援活動を展開
してきた精神科医たちの実践を紹介する。
(新刊全点案内 11 月 20 日）

６

産

業

◎日本スーパー名鑑 '19 店舗編 3 巻 中部
東京 商業界 p2328～3257 26cm 6 巻セット
70,000（税別）円
※主要小売業 1502 社の会社概要と 49855 店舗の個店
データを収録した小売業チェーン名鑑。第 3 巻は中
部を収録。
(新刊全点案内 11 月 27 日）

◎水の教科書 正しい飲み方・選び方の実践
藤田紘一郎 著
東京 海竜社 223p 18cm 1,100（税別）円
※著者は三重県立宇治山田高等学校卒業の医学博士。
病気を予防する水の飲み方・選び方などを紹介する。
2012 年刊「正しい水の飲み方・選び方」の改題、再
編集。
(新刊全点案内 11 月 13 日）

７

◎免疫力をアップする科学 新装版 腸内細菌で病気知
らず!いますぐできる科学的健康法
藤田紘一郎 著
東京 SB クリエイティブ 205p 18cm 1,000（税
別）円
※著者は三重県立宇治山田高等学校卒業の医学博士。
腸内細菌のパワーを引き出し、ストレス社会を健康
に生きるための科学的ノウハウを解説する。
(新刊全点案内 11 月 27 日）

芸

術

◎映画監督市川準 追憶・少女・東京
市川準 著 倉田剛 著
東京 ワイズ出版 285p 21cm 2,500（税別）円
※著者の倉田氏は三重県生まれ。映画監督・市川準
の全貌を、彼と時代を共有した倉田氏が集大成する。
インタビュー、絵コンテ、スナップなどを収録する。
(新刊全点案内 11 月 27 日）

◎Canon EOS M100 基本&応用撮影ガイド
かくたみほ著 MOSH books 著
東京 技術評論社 159p 19cm 1,480（税別）円
※著者のかくた氏は三重県生まれ。Canon EOS M100
のガイドブック。作例や画面写真を交えて解説する。
(新刊全点案内 11 月 20 日）

◎よっかいちの自然 第 1 集 丘陵地や山地の林
「よっかいちの自然」編集委員会 編
四日市 四日市市環境部環境保全課 93p A4 判
600（税込）円
※四日市市西部の鈴鹿山系や丘陵地の豊かな生態系
を 700 点余の写真で紹介する。1994 年から 1997 年
にかけて刊行されたシリーズのリニューアル版。四
日市市ホームページからも閲覧できる。
(毎日 11 月 27 日）

◎［「来る」ロケ地マップ］
四日市 四日市フィルムコミッション 無料
※四日市市や津市など三重県内 6 カ所でロケが行わ
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れたホラー映画「来る」のロケ地マップを収録する
リーフレット。
(毎日 11 月 29 日）
→問い合わせ：四日市観光協会（電話：059-357-0382）

◎歴史言語学の射程
沖森卓也 編
東京 三省堂 610p 22cm 10,000（税別）円
※編者は三重県生まれ。歴史言語学をテーマとし、
国内外の研究者による日本語学のさまざまなジャン
ルにわたる論考を収録する論集。
(新刊全点案内 11 月 27 日）

◎全日本大学駅伝対校選手権大会応援ガイド 秩父宮賜
杯
伊勢 皇學館大学 A4 判
※第 50 回全日本大学駅伝対校選手権大会に出場す
る皇學館大学が作成した応援ガイド。伊勢市内など、
コース途中の 13 カ所を応援ポイントに指定する。
(朝日 11 月 1 日）

９

◎青鬼 3
noprops 原作 黒田研二 著
東京 PHP 研究所 219p 18cm 700（税別）円
※著者は桑名市出身・在住。タケルのお父さんが入
院し、ひろしたちは夜の病院に向かう。地下になに
があるかも知らずに…。シリーズ第 3 弾。
【児童書】
(新刊全点案内 11 月 20 日）

◎ぬけまいる～女三人伊勢参り～と江戸のおんな旅
NHK 土曜時代ドラマ
東京 洋泉社 95p 29cm 1,200(税別）円
※ドラマ「ぬけまいる～女三人伊勢参り～」を特集。
伊勢参りの旅の道中の人間ドラマと、江戸時代の旅
の実態や歴史を紹介する。
(新刊全点案内 11 月 20 日）

◎今はちょっと、ついてないだけ
伊吹有喜 著
東京 光文社 341p 16cm 620（税別）円
※著者は三重県生まれ。主人公が写真家としてやり
直そうと上京して住み始めたシェアハウスには、同
じように人生に敗れた者たちが集まり…。
(新刊全点案内 11 月 13 日）

◎はしもとみお猫を彫る
はしもとみお 著
東京 辰巳出版 94p 15×21cm 1,500（税別）円
※著者はいなべ市在住の彫刻家。等身大の猫の彫刻
作品のほか、お雛様、ブローチ、デッサンなども収
録する。
(新刊全点案内 11 月 27 日）

◎イラストでわかる超訳百人一首
吉田裕子 監修 カワグチニラコ イラスト
東京 KADOKAWA 207p 15cm 720（税別）円
※監修の吉田氏は三重県生まれ。超訳とイラスト、
解説の 3 本立てで百人一首の各歌を紹介する。
(新刊全点案内 11 月 27 日）

◎元永語録
増田喜昭 編
800（税別）円
※上野市（現・伊賀市）出身の画家・元永定正氏の
語録を、四日市市の子どもの本専門店「メリーゴー
ランド」店主の増田氏がまとめた。手帳に残る絵や
詩も採録されている。
(朝日（夕）11 月 29 日）
→問い合わせ：メリーゴーランド
（電話：059-351-8226）

言

学

◎愛の顚末 恋と死と文学と
梯久美子 著
東京 文藝春秋 252p 16cm 720（税別）円
※明治・大正・昭和に生きた文学者 12 人の知られ
ざる愛の物語を辿ったノンフィクション。三重県で
暮らした時期のある梶井基次郎が取り上げられてい
る。
(新刊全点案内 11 月 13 日）

◎ホリ・ヒロシ人形風姿花伝
ホリヒロシ 著
京都 亥辰舎 47p 30cm 1,389(税別）円
※人形作家のホリ・ヒロシの作品を掲載する。名張
市出身の作家・江戸川乱歩原作「人でなしの恋」な
どの舞台作品やその他の人形作品を紹介する。
(新刊全点案内 11 月 13 日）

８

文

◎エイリア綺譚集
高原英理 著
東京 国書刊行会 276p 20cm 2,700（税別）円
※著者は三重県生まれ。
「青色夢硝子」
、
「林檎料理」
など全 11 篇を収録する幻想小説集。
(新刊全点案内 11 月 27 日,朝日 11 月 29 日）

語
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◎奥の細道 軽装版 現代語訳・鑑賞
山本健吉 著
東京 飯塚書店 191p 19cm 1,500（税別）円
※伊賀出身の俳人・松尾芭蕉の「奥の細道」の原文
と現代語訳・鑑賞を収録する。2010 年刊の「
「軽み」
の論」の項を外したもの。
(新刊全点案内 11 月 27 日）

◎図工室の日曜日 おいしい話に気をつけろ
村上しいこ 作 田中六大 絵
東京 講談社 84p 22cm 1,200(税別）円
※作者は三重県生まれ、在住。せんねん町のまんね
ん小学校の図工室の仲間たちの活躍を描く。日曜日
シリーズ。
【児童書】
(新刊全点案内 11 月 20 日）

◎愚の旗 復刻版
竹内浩三 著
伊勢 「愚の旗」制作委員会 192p 20cm 8,640
（税込）円
※伊勢市出身の詩人の作品集。1956 年に著者の姉・
松島こう氏と友人の中井利亮氏により編集され、200
部のみ制作された私家版を限定 300 部で復刻。装丁
や活字も当時のものに近づけてある。復刻にあたり、
解説や年譜を加えた。
(中日 11 月 30 日）
→問い合わせ：伊勢文化舎（電話：0596-23-5166）

◎精選折口信夫 1 異郷論・祭祀論
折口信夫 著 岡野弘彦 編
東京 慶應義塾大学出版会 291p 20cm 2,800（税
別）円
※編者の岡野氏は三重県生まれ。折口信夫の全著作
から精選し、
「まれびと」と「神の嫁」を論じた諸編、
神祭りの発生などを収録する。
(新刊全点案内 11 月 6 日）

◎精選折口信夫 2 文学発生論・物語史論
折口信夫 著 岡野弘彦 編
東京 慶應義塾大学出版会 288p 20cm 2,800（税
別）円
※編者の岡野氏は三重県生まれ。折口信夫の全著作
から精選し、折口の生涯のテーマであった「日本文
学の発生論」の展開を、
「貴種流離譚」などの物語史
とともにとらえる。
(新刊全点案内 11 月 6 日）

◎こざか句会 句集
熊野 こざか句会
※句会の設立 70 周年を記念して発行された。物故同
人、句会を離れた同人、現在の同人の俳句を収録す
る。
(南紀新報・吉野熊野 11 月 10 日）

◎怖い短歌
倉阪鬼一郎 著
東京 幻冬舎 218p 18cm 780（税別）円
※著者は上野市（現・伊賀市）生まれ。さまざまな
歌人の多彩な「怖い短歌」を集め、著者の解説とと
もに収録した短歌アンソロジー。
(朝日 11 月 30 日）

◎東京百年物語 2 一九一〇～一九四〇
ロバートキャンベル 編 十重田裕一［ほか］ 編
東京 岩波書店 326p 15cm 740（税別）円
※明治維新以降の文学作品を通して東京の 100 年を
追体験するアンソロジー。名張市出身の江戸川乱歩、
三重県ゆかりの梶井基次郎の作品を収録する。
(新刊全点案内 11 月 27 日）

◎小説を深く読む ぼくの読書遍歴
三田誠広著
東京 海竜社 212p 18cm 1,200(税別）円
※芥川賞作家である著者が、子どもの頃からの読書
体験を振り返りながら、名作小説について語る。三
重ゆかりの作家・梶井基次郎の作品「檸檬」が取り
上げられている。
(新刊全点案内 11 月 27 日）

◎とうのみね
紺谷猛 著
東京 鳥影社 266p 20cm 1,400（税別）円
※著者は桑名市在住で平成 30 年三重県文化奨励賞
受賞。同人誌『海』掲載の小説を単行本化した短編
集。
(新刊全点案内 11 月 13 日）

◎スクールカースト殺人同窓会
堀内公太郎 著
東京 新潮社 356p 16cm 630(税別）円
※著者は三重県出身。高校のスクールカースト上位
にいた男女 7 人の元に、イジメ殺したはずの同級生
から同窓会の案内状が届く。
(朝日・毎日 11 月 1 日,産経 11 月 2 日,新刊全点案
内 11 月 6 日）

◎涙をふいて 廻船料理なには屋 3
倉阪鬼一郎 著
東京 徳間書店 299p 15cm 690(税別）円
※著者は上野市(現・伊賀市）生まれ。料理屋「なに
は屋」を営む次平・おさや兄妹と料理人の新吉。お
さやの縁談がまとまった矢先、長兄の太平が江戸へ
下ってくる。
(新刊全点案内・毎日 11 月 6 日）
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◎長谷川素逝 弟を返せ を月にのろふ
石田ひでお 著
津 石田ひでお 121p 22cm
※著者は津市在住。表題にある長谷川素逝の句の成
立時期をめぐる調査結果をまとめた評論。
(中日(夕）11 月 17 日）

絵

本

◎ぞうだぞう
川崎洋 作 古川タク 絵
東京 鈴木出版 1 冊(ページ付なし) 16cm
361(税別）円
※絵の古川氏は上野市(現・伊賀市)出身。夢のよう
な色合いのぞうたちが繰り広げる、言葉遊びの世界
を描く楽しい絵本。1989 年刊の再刊。
(新刊全点案内 11 月 6 日）

◎不意撃ち
辻原登 著
東京 河出書房新社 235p 20cm 1,600(税別）円
※人生の予測不可能な罠を描く 5 作品を収録する。
伊勢の海に浮かぶ島を舞台にした「渡鹿野」を含む。
(新刊全点案内 11 月 13 日）

◎まきちゃんのぼうしやさん
しばたまき さく たなかしんすけ え
東京 文芸社 972（税込）円
※作者は津市在住の小学 3 年生。文芸社が主催する
えほん大賞のストーリー部門に応募したことがきっ
かけで出版が決定した。主人公が不思議な帽子で街
の人たちを助けるお話。
(中日 11 月 2 日,毎日(夕）11 月 17 日）

◎「文豪とアルケミスト」文学全集 第 2 期 新潮社版
江戸川乱歩 [ほか] 著 神楽坂ブック倶楽部 編集
東京 新潮社 283p 22cm 2,200(税別）円
※ゲーム「文豪とアルケミスト」に登場する文豪た
ちのリアルな素顔を伝える短編、座談会、書簡集等
を収録。名張市出身の江戸川乱歩の「夢野久作」、
「坂
口安吾」や夢野久作「江戸川乱歩氏に対する私の感
想」などを収録する。
(新刊全点案内 11 月 6 日）

逐次刊行物

◎文豪と東京 明治・大正・昭和の帝都を映す作品集
長山靖生 編
東京 中央公論新社 267p 16cm 820（税別）円
※文豪たちが描いた珠玉の作品を通して、移り変わ
る帝都・東京の魅力を俯瞰する。名張市出身の江戸
川乱歩、松阪市出身の小津安二郎の作品を収録する。
(新刊全点案内 11 月 27 日）

◎Wedge 12 月号
東京 ウェッジ 500(税込）円
※ビジネスオピニオン誌。三重県生まれの出口治明
氏が留学生の受け入れについて語ったインタビュー
を掲載する。
(日経 11 月 20 日）

◎僕はいつも巻きこまれる
水生大海 著
東京 講談社 291p 15cm 720（税別）円
※著者は三重県生まれ。暴走車の事故に遭遇し、救
命措置を行った主人公はなぜか共犯者の疑いをかけ
られ、無実を証明するため事件の謎に迫る。
(新刊全点案内 11 月 27 日）

◎オール讀物 12 月号
東京 文藝春秋 980（税込）円
※「お仕事小説 本の現場」に三重県生まれの水生大
海氏が執筆している。
(朝日・読売 11 月 22 日）

◎KUMANO JOURNAL 21 号
熊野 東由紀子 8p A4 判
※熊野地方の情報誌。2015 年夏号を最後に休刊して
いたが、熊野市在住でカフェ経営・ステンドグラス
作家である発行者により復刊した。
(読売 11 月 30 日）

◎みけねえちゃんにいうてみな
村上しいこ 作 くまくら珠美 絵
東京 理論社 60p 21cm 1,200(税別）円
※作者は三重県生まれ、在住。学校の宿題「自分の
名前の由来」のことで元気のないともくん。こんな
時は、みけねこのみけねえちゃんの出番です!【児童
書】
(新刊全点案内 11 月 20 日）

◎群像 12 月号
東京 講談社 980（税込）円
※月刊の文芸誌。三重県生まれの三浦佑之氏の連載
を掲載する。
(朝日 11 月 7 日）
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◎じゅん文学 97 号
名古屋 じゅん文学の会
※文芸同人誌。宇野健蔵氏の作品「ジョンとヨーコ
とスイカのタネと」では、アメリカ同時多発テロの
夜に鈴鹿市で起きた出来事が描かれている。
(朝日 11 月 28 日）

◎天空のさざ波 極上の眠りのために
矢吹紫帆 演奏
熊野 矢吹紫帆 CD 8,000(税込）円
※演奏者は熊野市在住のシンセサイザー奏者。演奏
にクリスタルボウルなどを取り入れた睡眠を促す 9
曲を収録する CD。
(南紀新報・吉野熊野 11 月 2 日,朝日 11 月 22 日,
読売 11 月 30 日）
→問い合わせ：矢吹紫帆さん（電話：090-1471-7241）

◎白鳩 12 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 喜びの見つけ方」を掲載する。
(毎日 11 月 15 日,中日 11 月 18 日）

追

◎dancyu 12 月号
東京 プレジデント社 880(税込）円
※特集「一泊 6 食 おいしい鉄道旅」の中で、
「近鉄
山田線×餅街道」として三重県の旅が提案されてい
る。
(朝日 11 月 6 日,中日 11 月 8 日）

加

※前号（No.343）の「2 歴史」、
「6 産業」に各 1 点を
追加いたします。

◎ジオとグラフィーの旅 4 衣食住の旅
外山秀一 著
東京 古今書院 120p 26cm 2,800（税別）円
※著者は皇學館大学文学部教授。20 歳の男女の会話
形式で地理学の世界を案内するシリーズ。
(新刊全点案内 10 月 23 日）

◎NAGI 75 号 冬号
伊勢 月兎舎 103p 26cm 700（税込）円
※特集は「松阪、伊賀 名牛の味わい」
。
「美熊野牛」
を販売する熊野市の岡田精肉店など、三重県内での
肉牛飼育農家や食事処を取り上げている。
(南紀新報 11 月 29 日）

◎日本の百貨店史 地方、女子店員、高齢化
谷内正往 著 加藤諭 著
東京 日本経済評論社 238p 22cm 4,600（税別）
円
※戦前日本で唯一の大型小売店であった百貨店は社
会においてどのような存在であったのか。第 2 章で
戦前、津市にあった大門百貨店が取り上げられてい
る。
(新刊全点案内 10 月 23 日）

◎文宴 130 号
津 松嶋節 142p 21cm
※文芸同人誌。藤原伸久氏の作品「空あり」は熊野
の山を舞台にしている。
(朝日 11 月 28 日）

視聴覚資料
◎sooogood！
sooogood！ 楽曲
CD 2,300(税別）円
※津市出身・三重県立津高等学校卒業のシミズコウ
ヘイさんによるソロプロジェクトの初のアルバム。9
曲を収録する。
(三重ふるさと 11 月 15 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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