東京 大法輪閣 238p 19cm 1,900(税別）円
※三重県生まれの禅僧・澤木興道の名言集。
「禅に聞
け」の続編。
(新刊全点案内 12 月 11 日）

三重県関係出版物速報

みえの本

◎松果体革命パワーブック
松久正 著 杉山明久実 著
東京 ナチュラルスピリット 187p 19cm 1,400
（税別）円
※著者の松久氏は三重県生まれ。脳内の松果体が活
性化すると起こりうることを疑似体験できる小説 4
編と対談を収録する。
(新刊全点案内 12 月 18 日）
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◎真宗教団と「家」制度 新版
森岡清美 著
京都 法藏館 691p、29p 22cm 17,000(税別）円
※著者は三重県生まれ。真宗教団の構造的特質を、
社会学の理論と方法を導入して分析する。創文社
1978 年刊を増補。
(新刊全点案内 12 月 25 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 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
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総

◎新仏教とは何であったか 近代仏教改革のゆくえ
中西直樹 著
京都 法藏館 282p、7p 21cm 2,300(税別）円
※著者は三重県生まれ。明治から大正初年にかけ活
発化した「新仏教運動」
。その興亡の軌跡と歴史的背
景を概説する。
(新刊全点案内 12 月 18 日）

◎東海寺社案内。 知れば知るほど面白い、目からウロ
コの寺社ガイド
名古屋 ぴあ株式会社中部支社 98p 26cm 680
（税別）円
※庭園、仏像、建築など目的別に東海の寺社を案内
する。データは 2018 年 11 月現在。
(新刊全点案内 12 月 25 日）

記

◎学校なぞなぞ 1 授業編 校内放送でつかえる
ながたみかこ 文 多屋光孫 絵
東京 汐文社 79p 20cm 1,600（税別）円
※文のながた氏は三重県生まれ。
「授業」をテーマに、
たくさんのなぞなぞを愉快な絵とともに収録する。
【児童書】
(新刊全点案内 12 月 11 日）

１

哲

◎ドクタードルフィンの高次元 DNA コード 覚醒への突
然変異
松久正 著
東京 ヒカルランド 146p 20cm 1,815（税別）円
※著者は三重県生まれ。高次元 DNA を突然変異覚醒
させるシークレットコードを公開する。
(新刊全点案内 12 月 25 日）

学
◎長崎の伊勢信仰 御師をめぐる伊勢と西肥前とのネッ
トワーク
久田松和則 著
長崎 長崎文献社 523p 22cm 3,800（税別）円

◎澤木興道生きる力としての Zen 新装版
澤木興道 述 櫛谷宗則 編

1

※長崎県内各地に残る記録から、お伊勢参りと御師
の働きの密接な関係性を読み解き、庶民史を跡付け
る。
(新刊全点案内 12 月 25 日）

(新刊全点案内 12 月 11 日）
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◎日本古代仏教の福祉思想と実践
宮城洋一郎 著
東京 岩田書院 203p 21cm 2,800（税別）円
※著者は皇學館大学名誉教授。古代から現代に至る
日本の福祉思想とその実践による成果を、古代仏教
に焦点を当てて考察する。
(新刊全点案内 12 月 11 日）

歴

史

◎伊勢志摩デイズ vol.1(2018WINTER) 日本のふるさ
とを感じる旅&ライフスタイルマガジン 憧れの伊勢志
摩に遊び、暮らす。
東京 東京ニュース通信社 125p 30cm 1,000（税
別）円
※伊勢志摩の旅&ライフスタイル誌。滞在してこそ味
わえる新鮮な驚きと、暮らして楽しい日常風景を伝
える。
(新刊全点案内 12 月 25 日）

◎日本人と<戦後> 書評論集・戦後思想をとらえ直す
木村倫幸 著
東京 新泉社 347p 19cm 2,400（税別）円
※著者は三重県生まれ。鶴見俊輔、司馬遼太郎など
の思索を手がかりに、近代日本の歩みと戦後史を見
つめ直す。
(新刊全点案内 12 月 18 日）

◎猪田ふるさとカルタ
伊賀 猪田地区住民自治協議会 1,000円
※伊賀市猪田地区の名所や文化、伝承などを盛り込
んだカルタ。絵札の裏に解説を添えてあり、解説書
と地区マップ付き。
(産経 12 月 9 日）
→問い合わせ：猪田地区市民センター
(電話：0595-21-3533）

◎年収 300 万円の人の悪習慣 年収 1000 万円の人の良習
慣 年収 1 億円の人のすごい習慣
金川顕教 著
東京 サンライズパブリッシング，星雲社(発売)
225p 19cm 1,500（税別）円
※著者は三重県生まれ。
「成功する人」の 45 のルー
ルを紹介する。
(新刊全点案内 12 月 25 日）

◎小津与右衛門家の歴史 小津安二郎に流れる血
井上孝榮 講演
松阪 伊勢の國・松坂十樂 60p A5 判 500(税込）
円
※松阪市在住の井上氏の講演録。松坂商人の小津家
を取り上げる。
「商家」、
「輩出した文化人」
、
「美術
品コレクション」の 3 章で構成される。
(伊勢 12 月 19 日）

◎仏教抹殺 なぜ明治維新は寺院を破壊したのか
鵜飼秀徳 著
東京 文藝春秋 251p 18cm 880（税別）円
※明治時代の廃仏毀釈について、鹿児島、伊勢など
日本各地を徹底取材し、埋もれた歴史を掘り起こす。
(新刊全点案内 12 月 25 日）

◎齋藤孝のイッキによめる!日本の偉人伝 新装版
齋藤孝 編
東京 講談社 286p 21cm 1,000（税別）円
※日本を作った偉人たちを物語と解説、コラムで紹
介する。伊賀出身の俳人・松尾芭蕉が取り上げられ
ている。
【児童書】
(新刊全点案内 12 月 11 日）

◎明治仏教研究事始め 復刻版『明治仏教』
中西直樹 編・解説
東京 不二出版 336p 22cm 18,000（税別）円
※編・解説者は三重県生まれ。明治仏教研究会が発
行した『明治仏教』第 1 巻第 1 号～第 4 巻第 2 号と、
「明治年間仏教関係新聞雑誌目録」を収録する。
(新刊全点案内 12 月 4 日）

◎人類 5000 年史 2 紀元元年～1000 年
出口治明 著
東京 筑摩書房 280p、6p 18cm 880（税別）円
※著者は三重県生まれ。文明の誕生から現代までの
人類の歩みをまとめた著者のライフワーク。2 は、
二大帝国の衰退、世界三大宗教の誕生など、紀元元
年～1000 年を収録する。
(新刊全点案内 12 月 11 日）

◎るるぶお伊勢まいり 2019
東京 JTB パブリッシング 88p 26cm 950(税別）
円
※伊勢神宮とその周辺エリアの情報を紹介する。デ
ータは 2018 年 10 月現在。
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◎清々しき人々
月尾嘉男 著
東京 遊行社 239p 19cm 1,600（税別）円
※若者に参考となる歴史上の人物 23 人の功績を紹
介する。三重県関連では宝暦治水と薩摩武士、四日
市港を建設した稲葉三右衛門が取り上げられている。
(新刊全点案内 12 月 18 日）

倉本一宏 著
東京 講談社 317p 18cm 920（税別）円
※著者は津市生まれ。古代史上のさまざまな内戦か
ら日本という国の特質を描く。
(日経 12 月 20 日,新刊全点案内 12 月 25 日）

◎日本古代の宗教と社会
矢野建一 著
東京 塙書房 370p、15p 22cm 12,000（税別）円
※1977 年～2016 年の間に発表された著者の研究業
績の中から、論文 18 本を厳選。桑名市の寺院に関連
した「
『多度神宮寺伽藍縁起并資財帳』の史料的特質」
が含まれる。
(新刊全点案内 12 月 4 日）

◎世界の歴史 3 ローマ
南川高志 監修 新井淳也 まんが
東京 小学館 175p 23cm 980（税別）円
※監修の南川氏は三重県生まれ。山川出版社の編集
協力を得て誕生した学習まんが。人間ドラマとして
世界史の流れがわかる。
【児童書】
(新刊全点案内 12 月 4 日,読売 12 月 8 日,中日 12
月 9 日）

◎日帰り温泉&スーパー銭湯 2019 東海版
名古屋 ぴあ株式会社中部支社 98p 26cm 680
（税別）円
※愛知・三重・岐阜・静岡のスーパー銭湯や日帰り
温泉 180 軒を紹介する。クーポン、Google マイマッ
プが使用できる QR コード付き。データは 2018 年 11
月現在。
(新刊全点案内 12 月 11 日）

◎大道芸人加藤みきお 鈴鹿市人物列伝
伊藤好夫 著
鈴鹿 伊藤好夫 59p A4 判 500円
※鈴鹿市在住で道化師団体を主宰する大道芸人の半
生を同市在住の郷土史家が 1 冊にまとめた。
(中日 12 月 6 日）
→問い合わせ：伊藤好夫さん(電話：059-378-1759）

◎マンガでよくわかるねこねこ日本史 3 ジュニア版
そにしけんじ 著
東京 実業之日本社 123p 21cm 880（税別）円
※日本史の重要人物を 4 コママンガで楽しく解説す
る。伊賀出身の俳人・松尾芭蕉が取り上げられてい
る。
【児童書】
(新刊全点案内 12 月 11 日）

◎東海温泉の達人 達人が惚れた名湯&至福の温泉案内
本
名古屋 ぴあ株式会社中部支社 98p 30cm 880
（税別）円
※東海エリアの名湯＆至福の温泉をガイドする。ク
ーポン、電子版を入手できるクーポンコード付き。
データは 2018 年 11 月現在。
(新刊全点案内 12 月 18 日）

◎三善清行の遺文集成 平成三十年(二〇一八)十二月善
相公=三善清行千百年祭記念
三善清行 著 所功 訓読解説
京都 方丈堂出版，オクターブ(発売) 222p 21cm
1,100(税別）円
※訓読解説の所氏は皇學館大学特別招聘教授。平安
時代の学者公卿・三善清行の著作として確認できる
遺文を集成し、訓読を付して収録する。
(新刊全点案内 12 月 11 日）

◎藤堂高虎
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。7 度主君を替え、
津藩 32 万石の大名となった藤堂高虎の人生をマン
ガでわかりやすく描く。
【児童書】
(新刊全点案内 12 月 25 日,読売 12 月 30 日）

◎藤堂高虎論 初期藩政史の研究
藤田達生 著
東京 塙書房 404p、14p 22cm 12,000（税別）円
※著者は三重大学教育学部大学院教育学研究科教
授・同大学院地域イノベーション学研究科教授。初
代津藩主藤堂高虎と初期藤堂藩政を中心に、藩成立
の契機とその後の藩政への影響を追及する。
(新刊全点案内 12 月 18 日）
◎内戦の日本古代史 邪馬台国から武士の誕生まで

３

社会科学

◎エビデンスに基づく学校メンタルヘルスの実践 自
殺・学級崩壊・いじめ・不登校の防止と解消に向けて
長尾圭造 著 三重県医師会学校メンタルヘルス分科会
編
東京 明石書店 139p 26cm 2,500（税別）円
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※著者の長尾氏は津市の長尾こころのクリニック院
長で三重県医師会学校メンタルヘルス分科会会長、
三重子どものこころネットワーク代表などを務める。
学校で起きている子どもの自殺、いじめなどの諸問
題をサポートする仕組みづくりをめざした「学校メ
ンタルヘルス活動」の実践を集成する。
(新刊全点案内 12 月 11 日）

※編著者の伊藤氏は三重県出身。どもる子どもとの
かかわりのあり方を示すガイドブック。
(新刊全点案内 12 月 18 日）

◎日本を支える企業力 2019 東海拠点企業特集
東京 朝日新聞出版 71p 29cm 800（税別）円
※東海拠点企業を特集する。三重県のデンソーなど
が取り上げられている。
(新刊全点案内 12 月 18 日）

◎過労死・過労自殺の現代史 働きすぎに斃れる人たち
熊沢誠 著
東京 岩波書店 434p 15cm 1,540（税別）円
※著者は四日市市生まれ。日本社会の構造が生み出
した膨大な数の過労死・過労自殺の事例を凝視し、
日本の労働史を描き出す。2010 年刊「働きすぎに斃
れて」の改題。
(新刊全点案内 12 月 25 日）

４

自然科学

◎元気なままで長生きしたければ「腸にいいこと」だけ
をやりなさい! 腸内細菌が、
体と心の健康を決めてい
る!
藤田紘一郎 著
東京 扶桑社 261p 16cm 700（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。
健康のために「腸内細菌」を味方につけて、頑張っ
て働いてもらうための 37 の方法を紹介する。毎日新
聞出版 2015 年刊「
「腸にいいこと」だけをやりなさ
い!」の改題、大幅に改訂。
(新刊全点案内 12 月 11 日,毎日 12 月 26 日）

◎関係論的アプローチによる体育学習の再検討
岡野昇 著
東京 風間書房 273p 22cm 7,000（税別）円
※著者は三重大学教育学部教授。関係論的アプロー
チに基づき、体育学習の内容と単元構成原理を明ら
かにし、具体的な学びのデザインを提案し、検証を
通して再検討を行う。
(新刊全点案内 12 月 18 日）

◎楽しみながらコミュニケーション力を育てる 10 の授
業 解説付少人数による「話し合い」のある授業を成
立させる 2 つのポイント
菊池省三 著 菊池道場 著
東京 中村堂 143p 21cm 1,800(税別）円
※著者の菊池氏は松阪市学級経営マイスター。
「主
体的・対話的で深い学び」を成立させるコミュニケ
ーション力を鍛える 10 の授業を提案し、ポイントを
解説する。
(新刊全点案内 12 月 18 日）

◎詩人のための宇宙授業 金子みすゞの詩をめぐる夜想
的逍遙
佐治晴夫 著
東京 JULA 出版局 109p 26cm 2,000（税別）円
※著者は鈴鹿短期大学(現・鈴鹿大学短期大学部）名
誉学長。最新科学のまなざしを通して、金子みすゞ
の詩から壮大な宇宙観と人生観を読み解く。
(新刊全点案内 12 月 11 日）

◎図解体の中からよみがえる!病気にならない!「腸」健
康法
藤田紘一郎 著
東京 PHP 研究所 111p 21ｃm 680（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。
腸の働きを解説し、
「腸」健康法 10 カ条を紹介する。
(新刊全点案内 12 月 25 日）

◎東海エリアデータブック 2019
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、静岡各県のマーケットデータ
とプロジェクト動向をまとめる。
(新刊全点案内 12 月 25 日,中日 12 月 27 日）

◎図解大事典未確認生物 UMA 141 大集合
ながたみかこ 監修・執筆
東京 新星出版社 239p 21cm 1,300（税別）円
※監修・執筆者は三重県生まれ。UMA（未確認生物）
141 体を目撃された場所ごとに、データとイラスト
で紹介する。
(新刊全点案内 12 月 4 日）

◎どもる子どもとの対話 ナラティヴ・アプローチがひ
きだす物語る力
伊藤伸二 編著 国重浩一 編著
東京 金子書房 234p 19cm 2,200（税別）円
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◎腸で寿命を延ばす人、縮める人 腸をダメにする習慣、
鍛える習慣 2
藤田紘一郎 著
東京 ワニ・プラス，ワニブックス(発売) 190p
18cm 880（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。
腸を鍛える食べ方・食べ物、生活習慣を紹介する。
(新刊全点案内 12 月 11 日,読売 12 月 12 日,朝日 12
月 14 日）

◎開発者のための市場分析技術 顧客を洞察するための
分析アプローチ
丸山一彦 編著 杉浦正明 著
東京 日科技連出版社 244p 21cm 3,600（税別）
円
※編著者の丸山氏は三重県生まれ。市場分析に役立
つ実践としての統計学の使い方を解説する。
(新刊全点案内 12 月 25 日）

◎こだわりマップ
松阪 松阪市観光協会 A1 判
※観光客向けに松阪市内の飲食店や宿泊施設を PR
するマップ。毎年作り替え、今回は 210 店舗を掲載
する。
(伊勢 12 月 11 日）

◎天然アスタキサンチン 予防医療の進化へ希望をつな
ぐ
西田光徳 著 幹渉 監修
東京 幻冬舎メディアコンサルティング，幻冬舎(発
売) 193p 19cm 1,400（税別）円
※監修の幹氏は三重大学名誉教授。生体防御物質・
アスタキサンチンの基本的な知識から研究の歴史や
成果、未来の可能性まで徹底解説する。
(新刊全点案内 12 月 11 日）

◎東海の町中華
名古屋 ぴあ株式会社中部支社 98p 26cm 880
（税別）円
※名古屋、岐阜、三重などの中華料理店を紹介する。
データは 2018 年 10 月現在。
(新刊全点案内 12 月 4 日）

◎奈良 鹿ものがたり
中村文人 文 川上悠介 写真
佼成出版社 95p 22cm 1,300（税別）円
※文の中村氏は三重県生まれ。奈良公園の鹿につい
て、歴史や生態、
「奈良の鹿愛護会」の活動などを紹
介する。
【児童書】
(新刊全点案内 12 月 4 日）

◎東海モーニング大図鑑 愛知・岐阜・三重のおすすめ
モーニング 112 軒
名古屋 ぴあ株式会社中部支社 98p 26cm 880
（税別）円
※名古屋の喫茶店文化を象徴する「モーニング」
。愛
知・岐阜・三重各エリアの計 112 軒を紹介する。デ
ータは 2018 年 12 月現在。
(新刊全点案内 12 月 25 日）

◎ボケてる暇はありません!! 認知症を予防する簡単な
脳トレーニングとは…
渡辺正樹 著
東京 ワールドプランニング 122p 21cm 1,400
（税別）円
※著者は四日市市生まれ。認知症が進んでいく３つ
の段階について解説し、それぞれに応じた脳トレー
ニングを紹介する。
(新刊全点案内 12 月 11 日）

５

工

◎懐かしの昭和グルメ 東海版
名古屋 ぴあ株式会社中部支社 98p 30cm 890
（税別）円
※誰もが愛する東海の昭和グルメの店を紹介する。
電子版ダウンロード用クーポンコード付き。データ
は 2018 年 11 月現在。
(新刊全点案内 12 月 25 日）

業

◎四日市公害百題+10
澤井余志郎 原案 四日市再生『公害市民塾』 追補
四日市 四日市再生『公害市民塾』 64p B5 判
500（税別）円
※3 年前に亡くなった「四日市公害の語り部」
・沢井
余四郎氏の原稿をもとに編集したガイドブックの完
成版。公害に関する約 100 項目の解説に加え、公害
患者の実態など 10 項目を補完している。
(毎日 12 月 8 日,中日 12 月 15 日）
→問い合わせ：伊藤三男さん(電話：090-3151-8971)

◎甘っぷ
松阪 松阪商工会議所,松阪市観光協会 B2 判
※松阪市内の和洋菓子店など 33 店舗で販売されて
いる商品を紹介するマップ。発行に合わせてスタン
プラリーも開催された。
(読売 12 月 2 日）
→問い合わせ：松阪商工会議所振興課
（電話：0598-51-7811）
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６

産

◎木で彫る根付入門 新装版 匠に学ぶ粋とぬくもり
中川忠峰 著
東京 日貿出版社 125p 26cm 3,500(税別）円
※著者は三重県生まれで国際根付彫刻会伊勢支部
長、伊勢まちかど博物館会長。
「伊勢根付」の第一人
者である著者が、根付の制作方法を解説する。
(新刊全点案内 12 月 25 日）

業

◎消費行動 新版
武居奈緒子 著
京都 晃洋書房 218p 22cm 2,800（税別）円
※マーケティング論の立場から見た消費行動を分析
する。松坂（現・松阪市）発祥の三井越後屋のマー
ケティングを中心に加筆した新版。
(新刊全点案内 12 月 4 日）

◎チンタラ村
原一郎 作・画
名古屋 三恵社 1 冊(ページ付なし) 21×21cm
2,000（税別）円
※著者は三重県生まれの画家で 2013 年死去。未公開
作品をまとめた詩画集。
(新刊全点案内 12 月 25 日）

◎その子(ペット)はあなたに出会うためにやってきた。
愛犬や愛猫がいちばん伝えたかったこと
大河内りこ 著
東京 青春出版社 236p 20cm 1,400（税別）円
※著者は三重県生まれ。アニマルコミュニケーター
である著者が、大切なペットと幸せに暮らすヒント
を動物たちの声から紐解く。
(新刊全点案内 12 月 25 日）

◎俳句の風景 Photographs of Imagined HAIKU
Landscapes
日本風景写真協会会員 写真
京都 光村推古書院 125p 25cm 2,200（税別）円
※伊賀出身の俳人・松尾芭蕉を始め、与謝蕪村など
の俳句に読まれた心象風景を、日本風景写真協会の
会員たちが切り取った風景写真集。英文併記。
(新刊全点案内 12 月 11 日）

◎東北本線 1960～90 年代の思い出アルバム
牧野和人 著 安田就視 写真
東京 アルファベータブックス 159p 26cm
2,500（税別）円
※著者の牧野氏は三重県生まれ。活気に満ちていた
1960 年代～1990 年代の東北本線を写真で紹介する。
(新刊全点案内 12 月 4 日,朝日 12 月 8 日）

◎「プロレス」という文化 興行・メディア・社会現象
岡村正史 著
京都 ミネルヴァ書房 305p、13p 20cm 3,500(税
別）円
※著者は三重県生まれ。スポーツ社会学、ロラン・
バルトのテキストなど様々な方法論でプロレスの現
状を読み解き、その深奥に迫る。
(新刊全点案内 12 月 11 日,朝日 12 月 13 日）

◎俳句ねこ
沖昌之 著 倉阪鬼一郎 著
東京 ホーム社，集英社(発売) 94p 17cm 1,400
（税別）円
※著者の倉阪氏は上野市（現・伊賀市）生まれ。四
季折々のねこたちの表情を写し撮った写真に俳句を
添えた写真集。
(新刊全点案内 12 月 25 日）

◎まろやかな狂気 2 夢眠ねむ遺言集
夢眠ねむ 著
東京 マーキー・インコーポレイティド，星雲社(発
売) 159p 19cm 1,500(税別）円
※著者は伊賀市出身。音楽雑誌『MARQUEE』編集長と
対談する連載、ソロアルバム全曲歌詞解説などを紹
介する。
(新刊全点案内 12 月 25 日）

◎宮崎牛家族
浅田政志 写真
東京 CCC メディアハウス 1 冊(ページ付なし)
16×16cm 1,750（税別）円
※津市生まれの写真家が宮崎牛肥育農家を数カ月に
渡り撮影。宮崎全域でとらえた 12 の家族と高校生の
写真に、思いを綴った文章を添える。
(新刊全点案内 12 月 11 日）

７

芸

◎MediBang Paint 公式ガイドブック タブレット編
シュウ・ナツオカ 著 モレシャン イラスト
東京 ボーンデジタル 143p 26cm 1,680（税別）
円
※無料のペイントソフト「MediBang Paint」の全機
能と、イラストとマンガの制作手順を解説する。
(新刊全点案内 12 月 4 日）

術
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(新刊全点案内 12 月 4 日）

８

言

語

◎桑名空襲 20 人の証言 桑名空襲体験記
桑名 劇団すがお 114p A4 判 1,000円
※1945 年 7 月の桑名空襲を体験した 20 人の証言を
集めた冊子。
「くわな空襲を語り継ぐ会」メンバーの
西羽晃さんが協力し、桑名市のアマチュア劇団の代
表である加藤武夫氏と劇団員の 3 人で編集した。
(伊勢 12 月 12 日,読売 12 月 25 日）
→問い合わせ：加藤武夫代表(電話：090-8159-4497）

◎漢字源 改訂第 6 版 上級漢和辞典
藤堂明保 編 松本昭[ほか] 編
東京 学研プラス 2281p、293p 19cm 3,000（税
別）円
※編者の藤堂氏は三重県生まれ。文章・漢字を引き
やすい工夫が満載の漢和辞典。学研教育出版 2011
年刊の改訂。
(新刊全点案内 12 月 18 日）

９

文

◎後宮の烏 2
白川紺子 著
東京 集英社 325p 15cm 620（税別）円
※著者は三重県生まれ。夜伽をすることのない、
「烏
妃」と呼ばれる特別な妃を描くシリーズ第 2 弾。
(新刊全点案内 12 月 25 日）

学

◎裏・町奉行闇仕置 2 死闘一点流
倉阪鬼一郎 著
東京 コスミック出版 276p 15cm 630（税別）円
※著者は上野市(現・伊賀市）生まれ。
「表」の法で
裁けない悪を人知れず始末する「裏」町奉行となっ
た旗本三男坊の活躍を描く。2012 年刊「裏町奉行闇
仕置大名斬り」の改題、大幅に加筆訂正。
(新刊全点案内 12 月 11 日）

◎コレクション日本歌人選 071 佐藤佐太郎
大辻隆弘 著
東京 笠間書院 116p 19cm 1,300（税別）円
※著者は松阪市生まれ、在住。アララギ派の「写生」
を超え、新境地を拓いた佐藤佐太郎の歌を取り上げ、
解説する。
(新刊全点案内 12 月 25 日）

◎江戸萬古の瑞雲 多田文治郎推理帖 3
鳴神響一 著
東京 幻冬舎 233p 16cm 540(税別）円
※四日市市の地場産業である萬古焼の始祖・沼波弄
山が主催する茶会は趣向を凝らした宴席へと続いた
が、厠へ立った客が殺され、文治郎の名推理が始ま
る。時代ミステリ第 3 弾。
(朝日 12 月 6 日,新刊全点案内 12 月 11 日）

◎残日庵日常
伊藤伸司 著
四日市 バク書房
※著者は鈴鹿市在住。がんで長女を亡くすまでの
日々などを描いた日記文学。
(中日（夕）12 月 1 日）
→問い合わせ：バク書房
（住所：四日市市八千代台 1-1-139）

◎淡海乃海 水面が揺れる時 4 三英傑に嫌われた不運
な男、朽木基綱の逆襲
イスラーフィール 著 碧風羽 絵
東京 TO ブックス 341p 19cm 1,296(税別）円
※朽木の当主・基綱は伊勢へと向かう。狙いは畿内、
四国の奪取。海賊大名・九鬼とともに完成した南蛮
船を使い、陸でも海でも天下を目指していく。
(新刊全点案内 12 月 11 日）

◎死美人
フォルチュネ・デュ・ボアゴベー 著 江戸川乱歩 訳
東京 河出書房新社 422p 20cm 2,000（税別）円
※巨匠ボアゴベーの名作を黒岩涙香が翻案し、それ
をさらに名張市生まれの作家・江戸川乱歩が現代語
訳した。初単行本時に欠落していた部分を復活して
刊行。
(新刊全点案内 12 月 4 日）

◎落ち穂ひろいと兵隊送り 戦時下の子どもたち
清水武 編著
東京 文芸社 159p 19cm 1,000（税別）円
※編著者は四日市市生まれで同市の冠山水沢茶業設
立者。同市水沢国民学校の元同級生たちが、自身の
体験した過酷な戦時教育の記憶を綴る。

◎十字路
江戸川乱歩 著
東京 春陽堂書店 263p 15cm 900（税別）円
※著者は名張市生まれ。1955 年に書き下ろした作品。
妻を殺してしまった主人公は、車のトランクに死体
を隠すが、トラックに追突され…。
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(新刊全点案内 12 月 18 日）

◎拝啓彼方からあなたへ
谷瑞恵 著
東京 集英社 323p 15cm 620（税別）円
※著者は三重県生まれ。
「自分が死んだらこの手紙
を投函してほしい」と中学時代の親友に託された詩
穂。やがて彼女の死を知った詩穂は…。
(新刊全点案内 12 月 25 日）

◎真説・松尾芭蕉
阿部功 著
宇都宮 随想舎 255p 22cm 3,000（税別）円
※伊賀出身の俳人・松尾芭蕉の神格化されていない
生身の姿を、その作品と芭蕉自身が影響を受けた作
品群から読み解く。
(新刊全点案内 12 月 4 日）

◎白髪鬼
江戸川乱歩 著
東京 春陽堂書店 261p 15cm 900（税別）円
※著者は名張市生まれ。妻と友人と一緒に溪谷に出
かけた敏清は断崖から落下してしまう。蘇生し、二
人が寄り添う姿を見た敏清は発見した海賊の財宝を
使って復讐を始める。
(新刊全点案内 12 月 18 日）

◎スペイン語で旅するおくのほそ道 SENDAS DE OKU
松尾芭蕉 著 伊藤昌輝 訳・注
神戸 大盛堂書房 239p 19cm 1,800(税別）円
※伊賀出身の俳人・松尾芭蕉の紀行文「おくのほそ
道」をスペイン語と日本語の 2 カ国語で収録する。
(新刊全点案内 12 月 11 日）

◎精選折口信夫 3 短歌史論・迢空短歌編
折口信夫 著 岡野弘彦 編
東京 慶應義塾大学出版会 301p 20cm 2,800（税
別）円
※編者の岡野氏は三重県生まれ。折口信夫がいのち
の言葉のしらべを追求した短歌の本質論と、迢空短
歌にみる心の秘奥をとらえる。
(読売 12 月 4 日,新刊全点案内 12 月 18 日）

◎芭蕉句碑で巡る安芸・備後
宇野久光 著
広島 渓水社 142p、図版 6 枚 20cm 1,800(税別）
円
※伊賀出身の俳人・松尾芭蕉の死後、蕉風俳諧は弟
子たちによって広島にもたらされた。広島の芭蕉句
碑を巡り、交通経済発展に伴う庶民文化活動の歴史
をたどる。
(新刊全点案内 12 月 11 日）

◎大切なことは小さな字で書いてある
谷郁雄 著
東京 ポエムピース 173p 17cm 1,400（税別）円
※著者は三重県生まれ。2016 年秋から 2018 年春ま
での作品を収録する詩集。
(新刊全点案内 12 月 25 日）

◎松尾芭蕉のマーケティング
高橋定孝 著
東京 文芸社 1,300（税別）円
※伊賀出身の俳人・松尾芭蕉について、マーケティ
ング論からアプローチする。
(毎日 12 月 4 日）

◎南京城外にて 秘話・日中戦争
伊藤桂一 著
東京 潮書房光人新社 241p 16cm 800（税別）円
※著者は三重県生まれ。戦場の底辺で戦った名もな
き将兵たち活写した衝撃の実録兵隊戦記。全 4 編を
収載する。
(新刊全点案内 12 月 25 日）

絵

本

◎お正月
桂文我 ぶん 国松エリカ え
神戸 BL 出版 24p 27cm 1,300（税別）円
※文の桂氏は三重県生まれ。元日に一年の幸せを願
って縁起をかつぐだんなさん。でも、でっちのさだ
きちはヘマばかりで…。楽しい落語の絵本。
(新刊全点案内 12 月 18 日）

◎猫まみれの日々 猫小説アンソロジー
前田珠子 著 秋杜フユ[ほか] 著
東京 集英社 258p 15cm 590（税別）円
※人気作家が猫と誰かの日々を描くアンソロジー第
2 弾。三重県出身の秋杜フユ氏の作品「Cafe トラ猫
のマスターは猫を愛しすぎている」を収録する。
(新刊全点案内 12 月 25 日）

逐次刊行物
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◎尾呂志地区活性化プランだより
御浜町 尾呂志地区活性化プラン推進委員会
※尾呂志地区の地場産業の活性化や移住交流の促進
などを柱として活動する委員会により、年 2 回発行
されている。
(吉野熊野 12 月 9 日）

◎小説推理 2 月特大号
東京 双葉社 910(税込）円
※四日市市出身の水生大海氏の読切「監督不行き届
き」を掲載する。
(朝日・読売 12 月 28 日）

◎亀山文化 第 3 号
亀山 八木淳夫 317p A4 判
※亀山在住の発行者による個人誌。亀山藩士をたた
えた碑文や明治期の恋文などの翻刻、郷土史研究家
の論文などを掲載する。
(中日（夕）12 月 1 日）
→問い合わせ：八木淳夫さん
（住所：亀山市江ケ室 1-3-34）

◎小説すばる 1 月号
東京 集英社 920（税込）円
※上野市（現・伊賀市）生まれの麻耶雄嵩氏の連載
を掲載している。
(朝日 12 月 17 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 ちょうどよい暮らし」を掲載する。
(中日 12 月 18 日,朝日 12 月 25 日）

◎火涼 77 号
鈴鹿 衣斐弘行 59p 21cm
※鈴鹿市在住で昨年死去した文芸評論家・清水信氏
を特集する。
(中日（夕）12 月 1 日）

◎Simple 1 月号
玉城町 ゼロ 430円
※特集は「おいしい魚が食べたい」
。三重県内の海鮮
丼やすしなどの飲食店を多数掲載する。
(中日 12 月 7 日）
→問い合わせ：ゼロ(電話：0596-65-6680）

◎群像 1 月号
東京 講談社 980（税込）円
※三重県生まれの笙野頼子氏の短篇「返信を、待っ
ていた」と三浦佑之氏の連載を掲載する。
(朝日 12 月 7 日）

◎すばる 1 月号
東京 集英社 950(税込）円
※特集「本を読む」に三重県生まれの出口治明氏が
執筆している。
(朝日 12 月 7 日）

◎コウノタヨリ 0 号
熊野 コウノイエ・プロジェクト
※発行者は多田正治アトリエと近畿大学建築学部佐
野研究所で構成。地域活動や研究の成果を発信する。
「壁新聞版」と神川町の一部地域に配布される「冊
子版」がある。今後月 1 回発行される。
(南紀新報 12 月 19 日）

◎正論 1 月号
東京 産経新聞社 840（税込）円
※シンポ「徹底討論!日本人は皇室を守れるのか」に
皇學館大学特別招聘教授の所功氏が参加している。
(産経 12 月 1 日）

◎猿新聞 12 月号
山村準 著
名張 名張鳥獣害問題連絡会 2p A3 判 無料
※著者は名張市在住。獣害の実態や対策を発信する
月刊の情報紙で、通算 150 号を迎えた。
(朝日 12 月 3 日）

◎短歌 12 月号
東京 角川文化振興財団 990円
※2004 年に他界した春日井建氏の特集に、松阪市生
まれ・在住の大辻隆弘氏が執筆している。
(中日(夕）12 月 8 日）

◎三友新聞 12 月 13 日号
東京 三友新聞社
※三井グループの広報紙。同グループの祖・三井高
利の長女家である松阪家が紹介されている。松阪市
内の三井家発祥地や「松阪家邸跡」について述べて
いる。
(夕刊三重 12 月 15 日）

◎肺がん患者会『ワンステップしゃちほこ』 創刊号
に学び共に生きる
中日本呼吸器臨床研究機構 監修
ワンステップしゃちほこ 24p A4 判
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※東海 4 県の肺がん患者でつくる患者会の会報。患
者や家族の体験記、抗がん剤の商品名と一般名を併
記した一覧表などを掲載する。
(読売 12 月 6 日）

◎365 歌集
浅野良一 著
118p 無料
※著者は生前伊勢市在住で元中部短歌会伊勢支部
長。1977 年に刊行された歌集を電子書籍として復
刻。キンドルストアからダウンロードが可能。
(中日(夕）12 月 8 日）

◎P. 18 号
四日市 麦畑洋一 52p 21cm
※斎藤緑雨文化賞を受賞した故・石岡繁雄氏の特
集。
(中日（夕）12 月 1 日）

◎焼き牡蠣小屋 鳥羽浦村牡蠣の国
クリストファー・ダグラス 製作
鳥羽 鳥羽商工会議所
※製作者は鳥羽市職員。鳥羽市浦村町内の焼き牡蠣
食べ放題店と 1 個から購入できる店を紹介するマッ
プ。発行者ホームページからダウンロードできる。
(毎日 12 月 19 日）

視聴覚資料
◎BIRTH
マキタマシロ 歌
CD
※伊勢市出身で三重県立宇治山田高等学校卒業のシ
ンガーソングライターによるファーストアルバム。
(伊勢 12 月 30 日）

◎吉田類の酒場放浪記スペシャル 奥の細道・芭蕉と呑
む!
DVD 3,888円
※BS-TBS の番組を DVD 化。伊賀出身の俳人・松尾芭
蕉の紀行文「おくのほそ道」の足跡を辿り、7 県を
巡ってその土地の酒場を飲み歩く番組。
(中日 12 月 20 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。

電子資料
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