※著者は鳥羽市在住で鳥羽郷土史会員。伊勢志摩地
方を中心に、富士山を信仰の対象とした「浅間さん」
や「磐座」について調査し、7 年間かけて巡った約
400 カ所を 8 冊の写真集にまとめた。
(毎日 10 月 17 日）
→問い合わせ：江崎満さん(電話：080-2624-5161）

三重県関係出版物速報

みえの本
№343

◎男の価値は「行動」で決まる 思考は現実化しない
里中李生 著
東京 総合法令出版 229p 19cm 1,200(税別）円
※著者は三重県生まれ。行動できる人の考え方、利
用されない生き方等について語る。
(新刊全点案内 10 月 16 日）

2018.11.15 発行

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

◎スマホ 1 台から 1 億円稼ぐ技術 人脈なし・スキルな
し・資金 0 でも
金川顕教 著
東京 徳間書店 189p 19cm 1,600(税別）円
※著者は三重県生まれ。お金を稼ぐために自ら実践
した思考法と行動、仕事術のすべてを明かす。
(新刊全点案内 10 月 30 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 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

１

哲

◎徹底検証神社本庁 その起源から内紛、保守運動まで
藤生明 著
東京 筑摩書房 259p 18cm 860(税別）円
※伊勢神宮を本宗とし、約 8 万もの神社を束ねる巨
大宗教法人・神社本庁の起源から現在まで、徹底取
材により、その深層に迫る。
(新刊全点案内 10 月 16 日,朝日 10 月 20 日）

◎日本哲学史 The History of Japanese Philosophy
藤田正勝 著
京都 昭和堂 498p、16p 22cm 3,800(税別)円
※著者は三重県生まれ。日本近現代の西洋哲学の受
容とそこからの独自の展開について述べ、日本哲学
の全体像を明らかにする。
(新刊全点案内 10 月 23 日）

学

◎朝日文左衛門の参詣日記 二つの社と二つの渡し
大下武 著
名古屋，東京 ゆいぽおと，KTC 中央出版(発売)
174p 20cm 1,400（税別）円
※尾張藩士・朝日文左衛門の熱田神宮や津島神社へ
の参詣に着目し、2 つの神社、また熱田宿・佐屋宿
（いずれも現・愛知県）と桑名宿を結ぶ航路である
七里の渡し、三里の渡しをテーマに、朝日の著作「鸚
鵡籠中記」を読み解く。
(新刊全点案内 10 月 23 日）

◎本居宣長集 新装版
本居宣長 著 日野龍夫 校注
東京 新潮社 570p 20cm 3,300（税別）円
※松坂(現・松阪市）の国学者・本居宣長の文学論「紫
文要領」と「石上私淑言」に頭注と傍注を付して収
録する。
(新刊全点案内 10 月 2 日,朝日 10 月 6 日）
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◎伊勢・志摩の磐座[ほか]
江崎満 著
鳥羽 江崎満 8 冊各 35p 各 400円

1

歴

史

◎アイヌ人物誌 新版 松浦武四郎原著『近世蝦夷人物
誌』
松浦武四郎 著 更科源蔵[ほか] 訳 山本命 解説
東京 青土社 365p 19cm 1,800(税別）円
※伊勢国一志郡須川村(現・松阪市）出身の探検家・
松浦武四郎がアイヌ民族の姿をありのままに伝えた
「近世蝦夷人物誌」
。その現代語訳、解題、松阪市の
松浦武四郎記念館学芸員の山本氏による解説を収録
する。農山漁村文化協会 1981 年刊の新版。
(朝日 10 月 1 日,新刊全点案内 10 月 2 日）

◎京都の御大礼 即位礼・大嘗祭と宮廷文化のみやび
所功 監修 「京都の御大礼-即位礼・大嘗祭と宮廷文化
のみやび-」展実行委員会 編集
京都 「京都の御大礼-即位礼・大嘗祭と宮廷文化の
みやび-」展実行委員会,思文閣出版(発売) 256p、
11p 30cm 5,500（税別）円
※監修者は皇學館大学特別招聘教授。京都御所と宮
廷文化の精神を、貴重な史料、
絵図などで紹介する。
平成 30 年秋開催の企画展の図録。
(新刊全点案内 10 月 2 日）

◎新しい中世古文書学 総論編 アーカイブズとしての
古文書
上島有 著
大阪 清文堂出版 308p 27cm 9,500（税別）円
※著者は三重県生まれ。
「もの」としての文書・古文
書に着目し、アーカイブズ学としての中世古文書学
について述べる。
(新刊全点案内 10 月 2 日）

◎現代語訳小右記 7 後一条天皇即位
藤原実資 記 倉本一宏 編
東京 吉川弘文館 357p、20p 20cm 3,000（税別）
円
※編者は津市生まれ。摂関政治最盛期の「賢人右府」
が綴った日記を現代語訳する。
(朝日 10 月 17 日,新刊全点案内 10 月 23 日）

◎大学的和歌山ガイド こだわりの歩き方
和歌山大学観光学部 監修 神田孝治[ほか] 編
京都 昭和堂 309p、3p 21cm 2,300（税別）円
※編者の神田氏は三重県出身。和歌山県を紀北・紀
中・紀南に分け、知的関心に基づいて案内する。
(新刊全点案内 10 月 9 日,朝日 10 月 30 日）

◎かしこじまっぷ
志摩 志摩市 A3 判
※志摩市の賢島と真珠の関わりに焦点を当て、見ど
ころや歴史を紹介するイラストマップ。10 月 22 日
の「真珠祭」に合わせて製作された。裏面では特産
品や伝統行事を紹介する。
(中日 10 月 18 日）

◎津の本 別冊 Simple vol.42
月刊 Simple 編集部 編
玉城町 ゼロ 29cm 800(税込）円
※約 120 軒の飲食店情報や歴史など、津の魅力を 1
冊にまとめた。
(出版者ホームページ）

◎祇園、うっとこの話 「みの家」女将、ひとり語り
吉村薫 述 谷口桂子 聞書き
東京 平凡社 234p 20cm 1,800(税別）円
※聞書きの谷口氏は三重県生まれ。瀬戸内寂聴「京
まんだら」のモデルとなった祇園のお茶屋「みの家」。
その女将が祇園の今昔、しきたりなどを語る。
(新刊全点案内 10 月 30 日）

◎東海ウォーカー vol.4(2018 年 11 月・12 月)
TokaiWalker
東京 KADOKAWA 137p 30cm 630（税別）円
※東海エリアの全 328 スポットの観光情報を紹介す
る。クーポン付き。データは 2018 年 10 月現在。
(新刊全点案内 10 月 30 日）

◎記紀の真実 イザナギ神は下関市の小戸で禊をされた
西井健 著
大阪 清風堂書店 191p 21cm 1,800(税別）円
※著者は三重県生まれ。古事記・日本書紀の神代巻
を詳読した著者が、今まで知らされてこなかった神
や人々の原像と、古代の実態に迫る。
(新刊全点案内 10 月 30 日）

◎東海学シンポジウム 第 1 回(2013) 歴史・考古・民
俗学者が語る食の不思議
春日井，名古屋 東海学センター，風媒社(発売)
141p 26cm 1,500（税別）円
※2013 年に開催されたシンポジウムでの講演 5 本と
誌上参加として 6 本の論考を収録する。和田萃氏述
「伊勢神宮の神饌」
、三重県埋蔵文化財センター主幹
の穂積裕昌氏著「伊賀の食文化」が含まれる。
(新刊全点案内 10 月 2 日）

◎宮中五十年
坊城俊良 著
東京 講談社 148p 15cm 680（税別）円
※著者は伯爵家の四男として生まれ、50 年にわたっ
て宮中に仕えた。退官後は、東京大神宮宮司、伊勢
神宮大宮司を歴任した。宮中での半世紀の回想録。
(新刊全点案内 10 月 23 日）
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◎東海学シンポジウム 第 2 回(2014) 歴史と災害
春日井，名古屋 東海学センター，風媒社(発売)
149p 26cm 1,500（税別）円
※2014 年に開催されたシンポジウムでの講演 5 本と
誌上参加として 3 本の論考を収録する。三重県教育
委員会事務局社会教育・文化財保護課の伊藤裕偉氏
述「伊勢湾・熊野灘沿岸部の歴史地震」が含まれる。
(新刊全点案内 10 月 2 日）

(新刊全点案内 10 月 2 日）

◎三重県人物・人材情報リスト 2019
日外アソシエーツ株式会社 編集
東京 日外アソシエーツ(制作) 784p、34p 30cm
101,000 円(税別）円
※現在活躍中の人物を中心に、在日外国人や物故者
も含め、三重県関係の知名人を 50 音順に収録する。
(新刊全点案内 10 月 9 日）

◎東海学シンポジウム 第 5 回(2017) 森浩一古代学を
読み解く 1
春日井，名古屋 東海学センター，風媒社(発売)
183p 26cm 1,500（税別）円
※2017 年に開催されたシンポジウムでの講演 7 本と
誌上参加として 4 本の論考を収録する。三重県埋蔵
文化財センター主幹の穂積裕昌氏著「森先生と神仏
の考古学」が含まれる。
(新刊全点案内 10 月 2 日）

３

社会科学

◎青線 売春の記憶を刻む旅
八木澤 高明 著
東京 集英社 365p 16cm 840(税別）円
※かつて日本の各地に存在し、非合法の売春が行わ
れていた青線。10 年以上かけて現場を歩いた著者
が、日本の裏面史を描き出す。志摩市の渡鹿野島が
取り上げられている。
(新刊全点案内 10 月 30 日）

◎東海信州北陸のおいしい道の駅&SA・PA
東京 JTB パブリッシング 95p 30cm 900（税別）
円
※三重を含む東海・信州・北陸の道の駅や SA・PA
の情報を紹介する。電子書籍＆クーポン用コード付
き。データは 2018 年 8 月現在。
(新刊全点案内 10 月 16 日）

◎「アラブの春」とは一体何であったのか 大使のチュ
ジニア革命回顧録
多賀敏行 著
京都 臨川書店 226p 19cm 1,900(税別）円
※著者は三重県生まれ。著者が大使として経験した
チュニジア革命の臨場感あふれる記録。
(新刊全点案内 10 月 9 日）

◎日記で読む日本史 4 「ためし」から読む更級日記
倉本一宏 監修 石川久美子 著
京都 臨川書店 211p 20cm 3,000（税別）円
※監修者は津市生まれ。
「更級日記」を取り上げ、漢
文日記の「先例主義」と日記文学の「ためし」の共
通性・相違性を明らかにしつつ、読解の視点を提示
する。
(新刊全点案内 10 月 30 日）

◎いつの間にか稼いでくれるすごいチーム Unexpected
earn money,great team
金川顕教 著
東京 KADOKAWA 204p 19cm 1,300（税別）円
※著者は三重県生まれ。若き実業家の著者が自ら考
案した、稼ぐための仕組み「チーム」の作り方と運
営法を紹介する。
(新刊全点案内 10 月 2 日）

◎久居のお殿さま
津 久居城下案内人の会 107p B5 判 700（税込）
円
※出版者は津市久居地区のボランティアガイド団体。
久居藩の歴代藩主の功績をわかりやすく紹介する。
久居藩の立藩 350 年に合わせて出版された。
(伊勢 10 月 10 日,三重ふるさと 10 月 25 日）
→問い合わせ：森下隆史代表(電話：080-1556-4559）

◎会計の世界史 イタリア、イギリス、アメリカ-500 年
の物語
田中靖浩 著
東京 日本経済新聞出版社 423p 21cm 2,200(税
別）円
※著者は三重県出身。帳簿と会社の誕生からの会計
の世界史を物語として綴っている。簿記、会計、フ
ァイナンスの全体がわかる 1 冊。
(新刊全点案内 10 月 2 日）

◎文明の精神 「森の民」と「家畜の民」
安田喜憲 著
東京 古今書院 200p 20cm 3,800(税別）円
※著者は三重県生まれ。欧米文明をつくった「家畜
の民」と稲作漁労文明をつくった「森の民」の比較
文明論。
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◎教室でできる気になる子への認知行動療法 「認知の
歪み」から起こる行動を変える 13 の技法
松浦直己 著
東京 中央法規出版 158p 26cm 2,000(税別）円
※著者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。いわゆる不適応状態の子どもたち
を認知行動療法を活用して理解し、支援する方法を
紹介する。
(新刊全点案内 10 月 16 日）

授。また他の編著者 7 名のうち 4 名が三重大学に所
属。PBL 教育における対話型事例シナリオ教育の理
論を解説し、具体的な内容と方法を提示する。
(新刊全点案内 10 月 9 日）

◎防災×医療タウンページ
名古屋 NTT タウンページ中部営業本部 B5 判
※三重県内各地域の避難所や応急手当法、災害用伝
言ダイヤルの使い方などをまとめたもの。
「いなべ
市・東員町・菰野町版」
、
「津市版」など 15 エリアに
分けて作成されており、約 20～24 ページ。
(産経 10 月 30 日）

◎健康を科学する実践研究 読めばできる!養護教諭の
研究ガイド
大野泰子 編著 川又俊則 編著
岡山 大学教育出版 220p 21cm 2,000(税別）円
※編著者の川又氏は鈴鹿大学短期大学部学科長。養
護教諭が実践研究を進めるための指針となるように、
健康問題・教育問題の現在をわかりやすく紹介する。
(新刊全点案内 10 月 9 日）

◎松阪市議会のトリセツ
松阪市議会議会改革特別委員会作業部会 編集
松阪 松阪市議会 32p A5 判
※身近で開かれた議会を目指す松阪市の議会改革の
一環として作成された手引書。小学 6 年生が主人公
の物語で日常生活と議会の関わりを示し、税や選挙、
議員の仕事などをわかりやすく説明する。
(伊勢 10 月 24 日,夕刊三重 10 月 31 日）

◎生涯現役じぃじぃは考える つれづれ経済散歩
井ノ口輔胖 著
津 伊藤印刷出版部 1,000(税別）円
※著者は元三重県商工会議所連合会専務理事。朝日
新聞三重版で 2012 年から連載されたコラムの記事
59 本を収録する。
(朝日 10 月 26 日）
→問い合わせ：伊藤印刷出版部(電話：059-226-2545）

４

自然科学

◎医療・福祉介護者も知っておきたい食と薬の相互作用
改訂第 2 版
山本勝彦 著 山中克己[ほか] 著
東京 幸書房 228p 26cm 2,700(税別）円
※著者の山中氏は三重県生まれ。高齢者の健康にと
って重要な食と薬の相互作用についてわかりやすく
体系的に解説する。
(新刊全点案内 10 月 9 日）

◎長寿企業の秘密 西日本編 時代を超えて「暖簾を守
る」極意あり! 69 社
日本商工会議所 編
東京 日本商工会議所 303p 21cm 1,800（税別）
円
※地域に根ざす長寿企業を紹介する。三重県からは
太白永餅、おぼろタオル、総本家貝新新七商店が取
り上げられている。
(新刊全点案内 10 月 23 日）

◎数って不思議!!…∞ 1+1=2?で始まる数学の世界
蟹江幸博 著
東京 近代科学社 222p 21cm 2,500(税別）円
※著者は三重大学名誉教授。Dr.K と友人の小森、そ
の孫との会話を通して集合や数、自然数について解
説する。
(新刊全点案内 10 月 30 日）

◎東商信用録 平成 30 年版 中部版
名古屋 東京商工リサーチ名古屋支社 2011p、196p
31cm 88,000(税別）円
※TSR データベース企業情報ファイルから有力企
業・新興企業を精選し、最新データを収録。中部地
区 5 県の約 32000 社の企業情報を掲載する。
(新刊全点案内 10 月 30 日）

◎図解見えない体 病者の体に触れ、皮膚を通してケア
するための解剖学・生理学入門
菱沼典子 執筆
横浜 ライフサポート社 177p 21cm 2,000 円
(税別）円
※執筆者は三重県立看護大学長。体についての知識
をイラストとともに解説する。看護職の学び直しに
役立つテキスト。

◎PBL 事例シナリオ教育で教師を育てる 教育的事象の
深い理解をめざした対話的教育方法
山田康彦 編著 森脇健夫[ほか] 編著
名古屋 三恵社 206p 30cm 2,200(税別）円
※編著者の山田氏と森脇氏は三重大学教育学部教
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(新刊全点案内 10 月 9 日）

※三重自然史の会設立 30 周年を記念して出版され
た。目録と索引を収録しており、どの種が、いつ、
どこで、誰によって確認されたかがわかる。予約販
売限定を予定している。
(伊勢 10 月 11 日,中日 10 月 24 日,出版者ホームペ
ージ）
→問い合わせ：清水善吉事務局長
（電話：090-9262-4665）

◎頼れる病院・クリニック 2018-2019 東海版
名古屋 ゲイン 82p 30cm 463（税別）円
※「東海の病院・クリニックガイド」を掲載するほ
か、
「三大疾病の今」として最新治療などの情報を掲
載する。
(新刊全点案内 10 月 2 日）

◎みえ生物誌 昆虫Ⅰ 甲虫
松阪 三重自然史の会 821p A4 判 8,000円
※三重自然史の会設立 30 周年を記念して出版され
た。目録と索引を収録しており、どの種が、いつ、
どこで、誰によって確認されたかがわかる。予約販
売限定を予定している。
(伊勢 10 月 11 日,中日 10 月 24 日,出版者ホームペ
ージ）
→問い合わせ：清水善吉事務局長
（電話：090-9262-4665）

◎腸活×菌活レシピ 100 決定版
田和璃佳 執筆 藤田紘一郎 監修
東京 徳間書店 111p 26cm 1,200(税別）円
※監修者は三重県立宇治山田高等学校を卒業した医
学博士。腸内環境を整えるレシピを紹介する。
(新刊全点案内 10 月 16 日）

◎デブ菌撃退!つくりおきレシピ 2 週間でおデブ体質
からヤセ体質に変わる!
藤田紘一郎 監修
東京 扶桑社 63p 26cm 900（税別）円
※著者は三重県立宇治山田高等学校を卒業した医学
博士。腸内の「デブ菌」の正体を解説し、
「デブ菌」
を減らして「ヤセ菌」を増やすつくりおきレシピを
紹介する。
(読売 10 月 7 日,新刊全点案内 10 月 16 日）

◎みえ生物誌 昆虫Ⅱ トンボ,チョウ
松阪 三重自然史の会 229p A4 判 2,500円
※三重自然史の会設立 30 周年を記念して出版され
た。目録と索引を収録しており、どの種が、いつ、
どこで、誰によって確認されたかがわかる。予約販
売限定を予定している。
(伊勢 10 月 11 日,中日 10 月 24 日,出版者ホームペ
ージ）
→問い合わせ：清水善吉事務局長
（電話：090-9262-4665）

◎みえ生物誌 維管束植物
松阪 三重自然史の会 749p A4 判 8,000円
※三重自然史の会設立 30 周年を記念して出版され
た。目録と索引を収録しており、どの種が、いつ、
どこで、誰によって確認されたかがわかる。予約販
売限定を予定している。
(伊勢 10 月 11 日,中日 10 月 24 日,出版者ホームペ
ージ）
→問い合わせ：清水善吉事務局長
（電話：090-9262-4665）

◎みえ生物誌 昆虫Ⅲ バッタ,カメムシ他
松阪 三重自然史の会 370p A4 判 3,500円
※三重自然史の会設立 30 周年を記念して出版され
た。目録と索引を収録しており、どの種が、いつ、
どこで、誰によって確認されたかがわかる。予約販
売限定を予定している。
(伊勢 10 月 11 日,中日 10 月 24 日,出版者ホームペ
ージ）
→問い合わせ：清水善吉事務局長
（電話：090-9262-4665）

◎みえ生物誌 貝類
松阪 三重自然史の会 205p A4 判 2,000円
※三重自然史の会設立 30 周年を記念して出版され
た。目録と索引を収録しており、どの種が、いつ、
どこで、誰によって確認されたかがわかる。予約販
売限定を予定している。
(伊勢 10 月 11 日,中日 10 月 24 日,出版者ホームペ
ージ）
→問い合わせ：清水善吉事務局長
（電話：090-9262-4665）

◎みえ生物誌 クモ類
松阪 三重自然史の会

294p A4 判

◎みえ生物誌 哺乳類・爬虫類・両生類・鳥類
松阪 三重自然史の会 174p A4 判 2,000円
※三重自然史の会設立 30 周年を記念して出版され
た。目録と索引を収録しており、どの種が、いつ、
どこで、誰によって確認されたかがわかる。予約販
売限定を予定している。
(伊勢 10 月 11 日,中日 10 月 24 日,出版者ホームペ
ージ）
→問い合わせ：清水善吉事務局長
（電話：090-9262-4665）

3,000円
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流に迫る。
(新刊全点案内 10 月 16 日）

５

工

業
◎東海ペットと行こう! おでかけスポットから毎日の
暮らしまで犬&猫と楽しむ情報満載!
名古屋 ぴあ株式会社中部支社 98p 26cm 880
（税別）円
※東海地方の、ペットと行けるレジャーや暮らしの
情報を紹介する。鳥羽への日帰り旅行プランが提案
されている。データは 2018 年 8 月現在。
(新刊全点案内 10 月 9 日）

◎建築学生ワークショップ伊勢 2018 全国の大学生を
中心とした合宿による地域滞在型ワークショップ全収
録
大阪 アートアンドアーキテクトフェスタ 87p
30cm 1,852(税別）円
※伊勢で行われた建築学生ワークショップのドキュ
メント。各班の作品紹介、総評などを収録する。取
り外せる冊子「プロセス(実施制作に向けた経緯)」
付き。
(新刊全点案内 10 月 9 日）

７

◎最高のパンとカフェ 東海エリアの“本当に良い店”
を完全網羅
名古屋 ゲイン 129p 30cm 815（税別）円
※東海エリアの本当に良いパン屋＆カフェを紹介す
る。データは 2018 年 9 月現在。
(新刊全点案内 10 月 30 日）

産

術

◎うらさだ
さだまさしとゆかいな仲間たち 著
東京 小学館 222p 18cm 1,200(税別）円
※“さだまさしの素顔”を知る人たちから話を聞き、
その存在を解き明かす。亀山市生まれのナオト・イ
ンティライミ氏が語っている。
(新刊全点案内 10 月 2 日）

◎ひとり小鍋 食べたいものを、好きな味で、好きなだ
け。自分のための、とびきりおいしい、土鍋のレシピ。
福森道歩 著
東京 東京書籍 111p 21cm 1,500（税別）円
※著者は伊賀市丸柱にある窯元「土楽」の 8 代目。
年中使える優秀な調理道具として土鍋を使い、楽し
くおいしい土鍋レシピを紹介する。
(新刊全点案内 10 月 30 日）

６

芸

◎ねこいろえんぴつ はじめてさんも!うちのコを写真
そっくりに描いてみよう
なかむらけんたろう 著
東京 日貿出版社 95p 26cm 1,600(税別）円
※著者は三重県在住。初心者でもリアルな猫の絵が
描けるように、ポーズごとに作品と描き方を紹介す
る。
(新刊全点案内 10 月 16 日）

業

◎萬古物語
朝日町 朝日町歴史博物館 14p A5 判
※萬古焼の歴史や現存する窯跡などを紹介する中学
生向けの小冊子。萬古焼の始祖・沼波弄山の生誕 300
年を記念して作成された。
(伊勢 10 月 12 日）

◎関西の国鉄アルバム 続 1970 年代～80 年代
野口昭雄 写真 牧野和人 文
東京 アルファベータブックス 159p 26cm
2,500(税別）円
※文の牧野氏は三重県生まれ。国鉄吹田工場に永年
勤務した野口氏が撮り続けた関西の鉄道風景を収録
する。
(新刊全点案内 10 月 30 日）

８

言

語

◎英語は「英語で学ぶ」とうまくいく 英語で考える力
をつける 14 段階式英語学習法
西ジェームス 著
東京 日本能率協会マネジメントセンター 253p
19cm 1,400（税別）円
※著者は三重県立津高等学校を卒業。英語を母国語
のように使いこなすための、成長段階にあわせた学

◎鯨塚からみえてくる日本人の心 6 鯨の記憶をたど
って北勢四日市・鈴鹿、ならびに南勢伊勢志摩へ
細川隆雄 著
東京 農林統計出版 239p 20cm 2,800(税別）円
※四日市市や鈴鹿市の鯨船まつり、伊勢志摩の鯨塚
について述べ、
「日本人のこころ」と「鯨文化」の源
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習プログラムを紹介する。
(新刊全点案内 10 月 30 日）

東京 二見書房 296p 15cm 648(税別）円
※著者は上野市(現・伊賀市）生まれ。旅籠付きの小
料理屋・のどか屋を舞台にした時代小説シリーズ第
24 弾。
(新刊全点案内 10 月 30 日）

◎対訳フランス語で読む「カルメン」 Carmen
PROSPER MÉRIMÉE 原著 柏木隆雄 編著
東京 白水社 143p 19cm 2,300（税別）円
※編著者の柏木氏は松阪市生まれ。メリメの小説「カ
ルメン」を仏日対訳で収録する。朗読 CD 付き。
(新刊全点案内 10 月 30 日）

９

文

◎神様たちのお伊勢参り 4 生け贄の姫の想い人
竹村優希 著
東京 双葉社 239p 15cm 593（税別）円
※伊勢神宮の内宮の裏山にある神様御用達の宿「や
およろず」を舞台にしたシリーズ第 4 弾。
(朝日・中日・読売 10 月 14 日,新刊全点案内 10 月
16 日）

学

◎裏・町奉行闇仕置 黒州裁き
倉阪鬼一郎 著
東京 コスミック出版 282p 15cm 630(税別）円
※著者は上野市（現・伊賀市）生まれ。南町奉行を
兄に持つ藤三郎は、親友とその妹の仇討ちのため、
「裏」町奉行となることを決意する。ベスト時代文
庫 2012 年刊を大幅に加筆訂正。
(新刊全点案内 10 月 16 日）

◎近代俳句の諸相 正岡子規、高浜虚子、山口誓子など
青木亮人 著
松山 創風社出版 350p 19cm 2,500(税別）円
※「写生」を提唱した正岡子規、それを発展させた
高浜虚子、その純度を高めた山口誓子（三重ゆかり
の俳人）を柱として他の俳人にも言及し、近代俳句
の多彩な魅力を論じる。
(新刊全点案内 10 月 9 日）

◎ウラミズモ奴隷選挙
笙野頼子 著
東京 河出書房新社 279p 20cm 2,100（税別）円
※著者は三重県生まれ。男尊国にっほんから女尊国
ウラミズモに移民した房代は男性保護牧場を任され
るが…。
(新刊全点案内 10 月 30 日）

◎幻影城市
柳広司 著
東京 講談社 365p 15cm 760(税別）円
※著者は三重県生まれ。満州の人工都市・新京を舞
台に、映画づくりに情熱を傾ける若者たちの群像。
2013 年刊「楽園の蝶」の改題、改稿。
(朝日・中日 10 月 22 日,新刊全点案内 10 月 23 日）

◎江戸を造った男
伊東潤 著
東京 朝日新聞出版 542p 15cm 800（税別）円
※江戸の都市計画・日本大改造の指揮をとった伊勢
国度会郡東宮村(現・南伊勢町）生まれの河村瑞賢の
生涯を描く。2016 年刊を文庫化。
(新刊全点案内 10 月 16 日,中日 10 月 28 日）

◎歳華片々 古典俳句評釈
矢島渚男 著
調布 ふらんす堂 196p 20cm 2,700(税別）円
※貞門派・談林派から伊賀出身の芭蕉、さらに蕪村、
一茶へと俳諧の流れをたどり、近世俳人たちを読み
解く。
(新刊全点案内 10 月 16 日）

◎影男
江戸川乱歩 著
東京 春陽堂書店 325p 15cm 900(税別）円
※著者は名張市出身。複数の名前を持つ犯罪小説家
の佐川春泥は、
「影男」として裏の世界で動いていた。
佐川に対し、
「殺人請負会社」
が顧問になることを提
案してきて…。
(新刊全点案内 10 月 9 日）

◎栞子さんの本棚 2 ビブリア古書堂セレクトブック
江戸川乱歩 著 小林信彦[ほか] 著
東京 KADOKAWA 317p 15cm 640（税別）円
※「ビブリア古書堂の事件手帖」シリーズで紹介さ
れた古今東西の名作を厳選収録する。
「孤島の鬼」、
「二銭銅貨」など名張市出身の江戸川乱歩の複数の
作品が取り上げられている。
(新刊全点案内 10 月 30 日）

◎風は西から 書き下ろし長編時代小説
倉阪鬼一郎 著

◎少年ミステリー倶楽部 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
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東京 光文社 410p 16cm 880（税別）円
※美しくも危険な少年たちの光と闇をテーマにした
ミステリーを集めたアンソロジー。名張市生まれの
江戸川乱歩による「槐多「二少年図」
」を収録する。
(朝日 10 月 14 日,新刊全点案内 10 月 16 日）

いに暮らす人々と出会う山の宿屋を舞台にした表題
作など、全 4 編を収録する民俗伝奇小説集。
(新刊全点案内 10 月 23 日）

◎芭蕉と其角 四人の革命児たち
北村純一 著
名古屋 風媒社 309p 20cm 1,700(税別）円
※著者は名張市在住。2 編の小説を収録する。その
うち伊勢新聞で連載した「兄ィと呼んだ芭蕉」では
伊賀出身の俳人・松尾芭蕉と弟子の其角を描く。
(朝日 10 月 17 日,新刊全点案内・中日 10 月 23 日,
産経 10 月 29 日）

◎漱石先生の事件簿 猫の巻
柳広司 作 Akito 絵
東京 KADOKAWA 263p 18cm 720（税別）円
※作者は三重県生まれ。漱石の物語世界がよみがえ
る、連作ミステリー短編集。角川文庫 2010 年刊の改
訂。
【児童書】
(新刊全点案内 10 月 16 日）

◎ハレとケ 詩集
たかふじのりこ 著
東京 幻冬舎メディアコンサルティング，幻冬舎(発
売) 143p 15cm 600（税別）円
※著者は三重県生まれ。生命のしなやかな強さを見
つめ、エールを送る詩集。
(新刊全点案内 10 月 23 日）

◎七転びダッシュ! 2 あたらしい仲間
村上しいこ 作 木乃ひのき 絵
東京 講談社 233p 18cm 650（税別）円
※作者は三重県生まれ・在住。動画に映っていた街
中を猛スピードで走る少年が隣のクラスの男子と知
った跳は、
「陸上部でいっしょに走らない?」と誘っ
てみるのだが…。
【児童書】
(新刊全点案内 10 月 16 日）

◎犯罪乱歩幻想
三津田信三 著
東京 KADOKAWA 293p 20cm 1,600(税別）円
※名張市出身の江戸川乱歩作品のトリビュート「魔
鏡と旅する男」などの 5 編とその他 2 編を収録した
珠玉のミステリ集。
(新刊全点案内 10 月 2 日）

◎贋作桜の森の満開の下
野田秀樹 著
東京 新潮社 264p 20cm 1,800(税別）円
※鈴鹿の山中を舞台にした坂口安吾の小説を下敷き
に作られた表題作など、戯曲 2 編を収録する。
(新刊全点案内 10 月 2 日,朝日 10 月 6 日）

◎半島論 文学とアートによる叛乱の地勢学
金子遊[ほか] 編 浅野麗[ほか] 著
札幌 響文社 392p 19cm 2,200(税別）円
※日本列島上の半島を起点にして文学、アート、歴
史を論じる。
「過剰なる変幻のトポス」として中上健
次の『紀州 木の国・根の国物語』などを通して紀伊
半島について語られている。
(新刊全点案内 10 月 2 日）

◎日本の文学 マンガで楽しむ名作
鈴木啓子 監修
東京 ナツメ社 239p 21cm 1,300（税別）円
※日本の近代小説の名作のあらすじや名場面をマン
ガで紹介する。鈴鹿峠が舞台の坂口安吾「桜の森の
満開の下」が取り上げられている。
(新刊全点案内 10 月 16 日）

◎にゃんこ天国 猫のエッセイアンソロジー
稲葉真弓[ほか] 著
東京 河出書房新社 237p 19cm 1,650（税別）円
※猫がもっと好きになる、猫エッセイアンソロジー。
33 人のエッセイを収録する。三重ゆかりの稲葉真弓、
梶井基次郎、佐藤春夫の 3 氏の作品が含まれる。
(新刊全点案内 10 月 23 日）

◎見返り検校
乾緑郎 著
東京 新潮社 516p 19cm 2,600(税別）円
※伊勢国(現・津市）出身と言われる江戸時代の検
校・杉山和一は仇敵として狙われて東海道を逃れ続
け、江の島弁天に辿り着く。自らも鍼灸医である著
者が、そのスキルをふんだんに盛込んで描く時代小
説。
(新刊全点案内 10 月 30 日）

◎呪い釘
宇江敏勝 著
東京 新宿書房 279p 20cm 2,200(税別）円
※著者は尾鷲市生まれ。熊野三山の巡拝者が古道沿

◎みぎわの留別
南川隆雄 著
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東京 思潮社 94p 22cm 2,400（税別）円
※著者は四日市市生まれ。40 篇を収録した詩集。
(新刊全点案内 10 月 2 日）

中で三重県生まれの出口治明氏が本を紹介している。
(朝日 10 月 30 日）

◎小説すばる 11 月号
東京 集英社 920(税込）円
※上野市(現・伊賀市）出身の麻耶雄嵩氏の連載を掲
載している。
(朝日 10 月 17 日）

◎幽霊塔
江戸川乱歩 著
東京 春陽堂書店 405p 15cm 970(税別）円
※著者は名張市出身。主人公・北川光雄の叔父が大
きな時計台を持つ洋館を購入することになり、彼は
その検分に訪れる。
(新刊全点案内 10 月 9 日）

◎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の
「日々わくわく 「ムスビ」という愛」を掲載する。
(毎日 10 月 15 日,中日 10 月 18 日,朝日 10 月 21 日）

◎連鶴
梶よう子 著
東京 祥伝社 491p 16cm 840(税別）円
※幕末の動乱期、親藩桑名藩士として生きる兄は、
商家の婿養子になり「藩を捨ててくれ」と言い残し
て失踪した弟を思い連鶴を折る。2015 年刊を文庫
化。
(新刊全点案内 10 月 16 日,朝日 10 月 25 日）

絵

◎短歌 11 月号
東京 角川文化振興財団,KADOKAWA(発売）
880(税別）円
※第 64 回角川短歌賞を発表する。三重県生まれの歌
人・岡野弘彦氏の特別作品を掲載する。
(朝日 10 月 25 日）

本
◎文藝春秋 11 月号
東京 文藝春秋 880（税込）円
※特集記事「激論 亡国の「移民政策」
」に三重県生
まれの出口治明氏が参加している。
(中日・日経・読売 10 月 10 日）

◎ねむたいねむたい
やぎゅうげんいちろう さく
東京 福音館書店 20p 20×20cm 800(税別）円
※作者は三重県生まれ。子守歌のような文章が赤ち
ゃんを眠りに誘う絵本。
(新刊全点案内 10 月 9 日）

視聴覚資料

逐次刊行物

◎My Endless Melody
竹田 NINJA 京右 演奏
D-GO CD 1,852円
※演奏の竹田氏は名張市在住のギタリストで名張市
観光大使。8 曲を収録するメジャーデビューアルバ
ム。
(伊勢 10 月 22 日）

◎群像 11 月号
東京 講談社 980(税込）円
※三重県生まれの三浦佑之氏の連載を掲載している。
(朝日 10 月 7 日）

◎財界 2018 年 10 月 23 日号
東京 財界研究所 630(税込）円
※レポート記事で「三重・四日市で久方ぶりの 1 兆
円投資」として東芝メモリが取り上げられている。
(毎日・読売 10 月 10 日）

◎ラジオ体操第一 松阪版
三重県立松阪高等学校放送部 制作
松阪 松阪市 CD
※松阪弁の方言や祭りの掛け声などが入った「ご当
地ラジオ体操」の CD。三重県内の自治体では初めて
制作された。
(夕刊三重 10 月 18 日,伊勢 10 月 19 日）

◎週刊朝日 11 月 9 日増大号
東京 朝日新聞出版 420(税込）円
※10 月 30 日発売の週刊誌。
「人生を変えた一冊」の

追
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加

※前号（No.342）の「4 自然科学」
、
「7 芸術」に各 1
点を追加いたします。

◎脳血管内治療学 完全版
滝和郎 監修 宮地茂[ほか] 編集
大阪 メディカ出版 511p 26cm 25,000(税別）円
※監修者は三重大学名誉教授。体系的な学問として
周辺を含む全容を網羅した脳血管治療学テキスト。
(新刊全点案内 9 月 25 日）

◎山登りはこんなにも面白い 静かなる私の名山を求め
て
窪田晋二 著 檀上俊雄 著
京都 ナカニシヤ出版 159p 21cm 1,800（税別）
円
※永年登山を楽しんできた 5 人の登山家が、実際の
山行を通して山登りの魅力を綴る。三重県の鈴鹿山
脈や台高山脈などが取り上げられている。
(新刊全点案内 9 月 18 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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