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類別

ISBN

原書名

「小さないのち」を守
る
1 一般書9784022515803
事故、虐待、いじめ
…証言から学ぶ予防と
対策

2

9784023317710

書名中譯

著者名

暫譯：保護「小小的生
命」
朝日新聞
意外、虐待、霸淩…透
取材班
過證詞學習預防與對策

「感情の老化」を防ぐ 暫譯：預防「感情老
本
化」的書

和田 秀樹

平成家族
3

9784023317833
理想と現実の狭間で揺
れる人たち

朝日新聞
取材班

発売日

内容紹介

朝日新聞で1年半にわたり連載
され反響の大きかった「小さな
いのち」を単行本化。我が子の
命を事故予防につなげたいとい
2018/12/7
う家族の証言をもとに、誤嚥や
転落、交通事故など実例をあげ
てどうすれば防げるかを考え
る。予防・対応策の図解も。

人の老化は、感情から始まる。
何をするのも面倒くさい、面白
いことがない、いつもイライラ
・・・・・・。こうした「感情
2019/3/27 の老化」は、「前頭葉の萎縮」
と「性ホルモンの減少」が原
因。「心の若さ」を保つ考え
方、生活習慣をわかりやすく解
説する。

2020/1/7

內容介紹中譯

備考

備考中譯

精神科医。東京大学医学部卒、東京
大学附属病院精神神経科助手、アメ
リカ・カールメニンガー精神医学校
国際フェローを経て、現在、『和田
秀樹こころと体のクリニック』院
長。国際医療福祉大学大学院教授（
臨床心理学専攻）。一橋大学経済学
部非常勤講師。川崎幸病院精神科顧
問。老年精神医学、精神分析学（と
くに自己心理学）、集団精神療法学
を専門とする。

精神科醫師，畢業於東京大學醫學系。曾
擔任東京大學附屬醫院精神神經科助理，
美國卡爾梅寧格（Karl Menninger）精神
病學學校國際研究員，現為「和田秀樹身
心診所」院長。國際醫療福祉大學研究所
教授（臨床心理學）、一橋大學國際暨公
共政策學系客座教授、川崎幸醫院精神科
顧問。主要研究老年精神醫學、精神分析
學（尤其是自我心理學）、集團精神療法
學。

在朝日新聞連載一年半獲得極
大迴響的「小小的生命」的單
行本作品。以希望能藉此預防
自家孩子遭受意外事件的家族
證詞為主，並提出誤咽、墜
落、車禍等實際例子來思考該
如何避免。也附有預防對策的
圖解說明。

人類的老化從感情開始。無論
做什麼都感到麻煩、找不到有
趣的事、總是焦躁不安⋯⋯。這
般的「感情老化」是「前額葉
萎縮」和「性類固醇減少」所
導致。簡單易懂地解說保持
「心理年輕」的思考方式與生
活習慣。

〈著書〉
『テレビの大罪』 （新潮新書）
『人は「感情」から老化する―前頭
葉の若さを保つ習慣術』 （祥伝社
新書）
他、多数。

〈著作〉
《電視的大罪》（新潮新書）
《人類從「感情」開始老化——讓前額葉
保持年輕的習慣》（祥傳社新書）等多本
著作。

子の代わりに親同士がお見合い
をする「代理婚活」。「女性活
躍」の波に、取り残されている
と感じる非正規女性──。結
2019/4/19
婚、仕事、単身、子育て、食な
どをテーマに、古い制度と新た
な価値観の狭間を生きる「平成
時代の家族」の姿を追う。
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人事三國志
人事の三国志
9784022630841 変革期の人脈・人材登
渡邉義浩
變革期的人脈、人才招
用・立身出世
募、出人頭地

9784022516237

チャイナスタンダード 暫譯：中國標準—席捲 朝日新聞
世界を席巻する中国式 世界的中國式
取材班

「 唯才主義」の曹操、「情義と
志」の劉備、「地縁血縁」の孫
権。なぜ魏が勝ち、蜀は敗れ、
呉は自滅したのか？ 国のかた
2019/6/10 ち、制度、社会が大きく変わる
なかで、時に熱く、時に冷酷な
三国時代の人事。乱世を生きた
英雄たちの、変革期の「身のふ
り方」に迫る

スマホ決済、AIでのセキュリテ
ィー、ゲノム編集医療等、中国
発イノベーションが世界を騒が
せている。覇権を争う米中の図
2019/7/5
式はなぜ冷戦と異なるのか。南
米・アフリカなど各地の取材で
見えてくる、一帯一路で広がる
中国パワーの現在。

「唯才主義」的曹操、「重視
情義與志氣」的劉備、「地緣
血緣」的孫權。為何魏能獲勝
而蜀會敗北、而吳是自滅的
嗎？在國家的型態、制度、社
會都大幅變動之下，有時熱絡
有時冷酷的三國時代的人事。
剖析亂世英雄們變革期的「保
身」之道。

2020/1/7

中国史学者。東京都生まれ。1991
年、筑波大学大学院博士課程歴史・
人類学研究科修了。「後漢国家の支
配と儒教」で文学博士。北海道教育
大学講師、大東文化大学文学部助教
授・教授、早稲田大学文学学術院教
授。2018年学校法人早稲田大学理
事。
専門は中国古代史。三国志学会事務
局長。映画｢レッドクリフ｣の日本語
版を監修。
〈著書〉
『後漢国家の支配と儒教』
『魏志倭人伝の謎を解く―三国志か
ら見る邪馬台国―』 他。

中國史學者。出生於東京都。1991年修畢
筑波大學研究所博士課程歷史、人類學研
究。以「後漢國家的支配與儒家」取得文
學博士。北海道教育大學講師、大東文化
大學文學部助教＆教授、早稻田大學文學
學術院教授。2018年擔任學校法人早稻田
大學理事。專長為中國古代史。三國志學
會事務局長。擔任電影「赤壁」日文版監
修。
<著作>
「後漢國家的支配與儒家」
「解開魏志倭人傳之謎--從三國志看邪馬
台國--」等等。

手機支付、透過AI來保全、基
因組工程醫療等等，在中國出
現的創新造成世界騷動。
爭奪霸權的中美模式與冷戰有
何差異？
透過南美、非洲各地的採訪來
看，藉由一帶一路擴大的中國
勢力。
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9784023318304

時間革命 1秒もムダ
に生きるな

暫譯：時間革命——寶
貴的生命不允許浪費1 堀江 貴文
秒鐘

2020/1/7

1972年、福岡県生まれ。実業家、
著作家、投資家、タレント、
YouTuberである。愛称はホリエモ
ン。
SNS media&consulting株式会社フ
ァウンダー、インターステラテクノ
ロジズ株式会社ファウンダー、株式
日本初の民間ロケット宇宙到
会社7gogo取締役、日本ゴルフ改
達、年金デモ批判など、その言
革会議委員、Jリーグアドバイザ
＊有大書訊
動が常にニュースになるホリエ
ー、大阪府の特別である。元ライブ
モンが、最も大切にする「時間
ドア代表取締役社長CEOである。元
2019/9/20
https://www.bardonchinese.
哲学」を初めて語り尽くした！
受刑者。
com/admin/product/front/p
「バカに恵む時間は1秒もな
宇宙ロケット開発や、アプリのプロ
ress.php?id=105207
い」「報告会議は時間の集団自
デュース、予防医療普及協会に参画
殺」。人生を変える革命の書！
するなど幅広く活動を展開。

1972年生於福岡縣。企業家。SNS
media&consulting株式會社創辦人。
1991年進入東京大學就讀(後中輟)。在學
期間1996年設立有限公司オン・ザ・エッ
ヂ(之後的livedoor)。2002年從舊
livedoor取得營業權。2004年改公司名為
株式會社livedoor，任董事長。2006年1
月因違反證券交易法遭逮捕。2011年4月
，遭判監禁2年6個月確定。2013年3月假
釋。擅長並活躍於宇宙火箭開發、智慧型
手機APP的製作、付費電子雜誌配信、會
員制交流沙龍等各種經營。

<著作>
『多動力（暫譯：多動力）』（幻冬舎）
『ゼロ―――なにもない自分に小さなイチを
〈著書〉
足していく（暫譯：零--給一無所有的自
『多動力』（幻冬舎） 『ゼロ―――
己加上一）』（ダイアモンド社）『疑う
なにもない自分に小さなイチを足し
力 「常識」の99%はウソである（暫譯：
ていく』（ダイアモンド社）
懷疑力「常識」的99％都是謊言』（宝島
『疑う力 「常識」の99%はウソで
社）等多作品。
ある』（宝島社）他、多数。

7

英語の決定版
9784023318427 電話からメール、プレ
ゼンから敬語まで

マヤ・バ
ーダマン
／ ジェー
ムス・M
・バーダ
マン

語学書年間ランキング第1位（
2015年）の『英語のお手本――そ
のままマネしたい「敬語」集』
の著者による、1冊まるごと覚
えたい、ビジネス英語フレーズ
集の“決定版”。
ネイティブスピーカー20名に調
査した使用頻度の高いフレーズ
と、
実際に外資系企業で使われてい
2019/10/18
るフレーズを厳選して収録。
ビジネス上重要であるにもかか
わらず、
日本の辞書や参考書ではほどん
ど解説されていない「丁寧度の
ちがい」をフレーズごとに明
記。
全フレーズの無料音声付き。
スマートフォン無料アプリ対
応。

マヤ・バーダマン/仙台市生まれ。小中高はインターナショナル・スクールに
通い、上智大学比較文化学部を卒業。高校時代にボストン近郊のボーディング
スクールで過ごし、大学在学中にハワイ大学へ留学。帰国後は秘書業を経て、
ゴールドマン・サックスに勤務。医学英語に携わったのち、別の外資系企業に
勤務。
ジェームス・M・バーダマン/1947年アメリカ、テネシー州生まれ。プリンス
トン神学校教育専攻、修士。ハワイ大学大学院アジア研究専攻、修士。早稲田
大名誉教授。専門はアメリカ文化史、特にアメリカ南部の文化、アメリカ黒人
の文化。
「どうすれば英語が上手くなるか」「何から始めれば良いか」ー 英語学習に
関する「俗説」と「真相」をご説明し、40年以上日本人に英語を教えて来た
経験をもとに効果的な英語勉強法やヒントを紹介する活動をしている。
〈著書〉
『英語のお手本』 『英語の気配り』 共著 （朝日新聞出版） 他、多数。
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2012 年よりニューヨーク・ブルッ
クリン在住の編集者・ライター。得
意ジャンルは、食、猫、クラフト。

8

9

9784023318298

9784022516565

ニューヨークの猫は、
紐約的貓為什麼都很幸
なぜしあわせなの？
福呢？75隻貓與飼主的 仁平 綾
75匹の猫と飼い主のリ
真實生活
アルな暮らし

「奴隷」になった犬、
そして猫

太田匡彦

朝日新聞のウェブサイト「＆
ｗ」で『猫と暮らすニューヨー
ク』として連載していたものか
ら、"猫の飼いかた"の部分に注
2019/11/7 目し、さまざまなアイデアや実
践法を抽出、再編集した一冊。
個性豊かで愛らしい、NYの猫た
ちの写真が満載で、猫好き必読
の書。

「 猫は照明を1日12時間以上あ
てると、年3回は産める」。ペ
ット流通の闇を暴いた『犬を殺
すのは誰か』から約10年。犬に
2019/11/20 続き、空前の猫ブームではじま
った増産態勢。「かわいい」
「いいね」の裏側で消えてゆく
命。信念の取材が暴く、人間の
愚行と、理不尽な社会。

在朝日新聞網站「＆W」上以
『和貓在紐約生活』連載時，
就因為「養貓方法」受到矚目
，將各式各樣點子與實踐方法
集結，重新編輯的一本作品。
因個性豐富而令人喜愛，滿是
紐約貓咪的照片，愛貓者必讀
之書。

〈著書〉
『ニューヨークの看板ネコ』、『紙
もの図鑑A to Z』（いずれもエクス
ナレッジ）、『ニューヨークおいし
いものだけ！朝・昼・夜 食べ歩き
ガイド』（筑摩書房）、伊藤まさこ
さん・坂田阿希子さんとの共著『ニ
ューヨークレシピブック』（誠文堂
新光社）など。

2012年幾住在紐約布魯克林的編輯者、作
家。擅長類別為飲食、貓、手工藝。
<著作>
「紐約的招牌貓」、「紙的圖鑑A to Z」
（均由Xknokledge出版）、「紐約美
食！早中晚邊走邊吃指南」（筑摩書
房）、與伊藤正子＆坂田阿希子共著「紐
約食譜」（誠文堂新光社）等等。

針對布魯克林的推薦觀光景點的自費出版
旅遊指南『BEST OF BROOKLYN』，目前
ブルックリンのおすすめスポットを
第1～3集熱賣中。
紹介する自費出版の私的ガイド本
『BEST OF BROOKLYN』は、現在
vol.01 ～ 03 を販売中。

１９７６年東京都生まれ。９８年、
東京大学文学部卒。読売新聞東京本
社を経て２００１年、朝日新聞社入
社。経済部記者として流通業界など
の取材を担当した後、ＡＥＲＡ編集
部在籍中の０８年に犬の殺処分問題
の取材を始めた。１５年、朝日新聞
のペット面「ペットとともに」（朝
刊に毎月掲載）およびペット情報発
信サイト「ｓｉｐｐｏ」の立ち上げ
に携わった。
文化くらし報道部に在籍中の１９年
４月に専門記者に登用され、同年５
月から特別報道部に配属。
〈著書〉
『犬を殺すのは誰か ペット流通の
闇』（朝日文庫）
共著に『動物のいのちを考える』（
朔北社）など。
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“裸”になって本音を
見せた
9784023318540
文豪が泊まった温泉宿
50

週刊朝日
編集部

2020/1/7

週刊朝日の人気連載（2017年
11月〜2019年5月まで）だった
「文豪の湯宿」を再編集して収
録。漱石漱石、芥川龍之介、太
宰治、森 鴎外ら文豪が宿泊した
温泉宿を、当時のエピソードと
2019/11/20 ともに見開きで紹介する。温泉
ガイドとしての情報も満載なの
でこれからの温泉シーズンにぴ
ったり。掲載順を文豪の生年月
日順に改めるので、時代を追っ
て文学史的な楽しみ方もでき
る。
フランシス・ヨシヒロ・フクヤマ（
Francis Yoshihiro Fukuyama ）。
アメリカの政治学者。

11

IDENTITY
9784022516060 尊厳の欲求と憤りの政
治

フランシ
ス・フク
ヤマ

経済格差の拡大と社会構造の急
激な変化が、ポピュリズムの台
頭と社会の分断をまねいてい
る。これらは社会から疎外され
2019/12/6 た人々による平等な「尊厳の要
求」に起因する。「人種、民
族、宗教」などを脱し「理念」
のアイデンティティーへと説く
民主主義再生への提言書。

1952年アメリカ・シカゴ生まれ。
コーネル大学で古典哲学を学んだ
後、ハーバード大学大学院で政治学
博士号を取得。ランド研究所を経
て、1980年代に米国務省政策企画
部で中東・欧州を担当。1989年11
月、ベルリンの壁崩壊直前に外交専
門誌「ナショナル・インタレスト」
に発表した論文「歴史の終わり
か？」は大きな波紋を投げかけた。
同論文は後に『歴史の終わりと最後
の人間』（1992年刊。邦題は『歴
史の終わり』）として世界的ベスト
セラーとなった。スタンフォード大
学でシニア・フェローを務める。
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精神科医がみた老いの
不安・抑うつと成熟

暫譯：精神科醫師看到
有關年老的不安、抑鬱
與成熟

12

竹中星郎

老年精神医学の第一人者によ
る、生活の視点からみた実践的
に役立つ臨床の覚書。
老いゆく心をわかっているのだ
ろうか？ 精神科医として大学
病院や精神科病院で高齢者を診
てきた著者は、1979年に認知症
をより知りたく老人医療・福祉
の現場に入った。高齢者はそれ
までは自らの精神的危機を乗り
越えてきたのに、加齢とともに
伴侶や友人を喪失、独居や同居
という住宅環境、身体的機能の
低下、孤独、社会とのつながり
の変化から、不安、葛藤、怒り
2019/12/10
に苛まれる。腰痛や風邪、人間
関係の小さなトラブルをきっか
けに、妄想や不安障害、うつ病
を患っていく。豊富な臨床例、
多田富雄、木村敏、神谷美恵
子、ボーヴォワール、映画『八
月の鯨』、ジャンケレヴィッチ
ボウルビィ等をもとに、老年期
の心理的特性を捉える。病の多
彩な症状の底流にある「老いを
生きること」の実相とは？ 大
上段の構えではない、老いの自
然な姿、成熟とは？ そして
100歳老人の愉快な奔放人生も
追う。

老年精神醫學的第一把交椅，
從生活觀點來看實踐性的臨床
指南。
你是否理解面對年老的心理？
已經神科醫師身份在大學醫院
以及精神科醫院為高齡者看診
的作者，從1979年就開始從老
人癡呆症切入關注老人醫療以
及福祉相關。到那時，高齡者
雖然跨越了自己內心的精神危
機，但隨著年齡增長，他們逐
漸失去伴侶與朋友，生活環境
（例如獨居或是同居）的改變
，身體機能下降，孤獨感，社
會關係的改變，焦慮、衝突和
憤怒。日常中常見的腰痛、感
冒、瑣碎的人際關係問題所引
發的妄想、不安障礙、憂鬱
症。藉由豐富的臨床案例，與
多田富雄、木村敏、神谷美惠
子、西蒙·德·波娃、電影『八月
之鯨』、弗拉基米爾·揚克雷維
奇（VladimirJankélévitch）等
一同捕捉老年期的心理特性。
在各種疾病之下「活出幽雅老
年」的真相又為何？沒有擺高
架子的立場，何謂幽雅老年的
自然姿態與成熟？一起追求
100歲的老年愉快奔放人生
吧！

2020/1/7

老年精神医学者。1941年東京生ま
れ。精神科医（臨床精神医学、老年
精神医学専攻）。1966年千葉大学
医学部卒業。1969年東京都立松沢
病院勤務。1975年信州大学医学部
精神医学教室講師。1979年社会福
祉法人浴風会病院副院長。1998年
大正大学教授・臨床心理学科長。放
送大学客員教授を経て、現在は浜田
クリニック。精神科福祉施設、特別
養護老人ホーム、グループホームな
どの嘱託、職員研修を務める。

老年精神科學者。1941年出生於東京，精
神科醫師（專攻臨床精神醫學、老年精神
醫學）。1966年畢業於千葉大學醫學部、
1969年任職於東京都立松澤醫院。1975
年擔任信州大學醫學部精神醫學教室講
師。1979年擔任社會福只法人浴風會醫院
副院長。1998年擔任大正大學教授、臨床
心理學科長。在擔任放送大學客座教授後
，現任職於濱田診所。也擔任精神科福祉
設施、特別養護老人院、團體家屋等單位
的職員研修工作。

〈著書〉
<著作>
『「老い」を生きるということ―精
『活出「老年」--精神病理與護理』（中
神病理とケア 』 （中央法規出版
央法規出版）、『老年的心理與臨床』（
）
Mizusu書房）等等。
『老いの心と臨床 』 （みすず書
房） 他。
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9784022950024

なぜあなたばかりつら 暫譯：為何你總是難
い目にあうのか？
過？

加藤 諦三

人，只有在下定決心要幸福時
才會幸福。
你能理解其中原因嗎？為何你
總是為了人際關係生氣？
只要瞭解自己，很多事情都可
以變順利。
這本書正是獻給為了煩惱而痛
苦的你，能夠找到最好的自己
仕事や家族の人間関係の中で、
並挖掘自己潛在能力、打開新
自分ばかりが我慢していたり苦
世界的一本書。
労していたりするように思えて
ならない。こうした感情は、な
2019/1/11
目次
ぜ生まれてくるのだろう。本書
第１章 溝通很痛苦
では、負の感情の正体を突き止
第２章 「只有我很痛苦」的
め、終わりのない被害者意識か
深層心理
ら抜け出す方法を伝授。
第３章 把你甩的團團轉的自
戀情結
第４章 將一直忍耐的自己解
放
第５章 不痛苦的「與他人的
距離感」
最終章 通往幸福的捷徑

2020/1/7

1938年東京生まれ。社会心理学
者。作家。東京大学教擬学部教養学
科卒業、同大学院社会学研究科修士
課程修了。東京都青少年問題協議会
副会長10年歴任。09年東京都功労
者表彰。16年瑞宝中綬章受章。
現在、早稲田大学名誉教授、ハーバ
ード大学ライシャワー研究所客員研
究員、日本精神衛生学会顧問、早稲
田大学エクステンションセンター講
師。社会心理学に関する著書多数。
50年以上にわたり全国で講演会を
行う。40年以上パーソナリティを
つとめるニッポン放送系ラジオ番組
「テレフォン人生相談」に出演中。

加藤諦三（Katou Taizou）
1938年生於東京。東京大學教養學部
教養系畢業，該大學社會學研究所碩士。
曾任早稻田大學教授，目前是早稻田大學
名譽教授、哈佛大學賴世和研究所客座研
究員，並主持日本放送系列《電話人生諮
詢廣播節目》。著作有《你不必活給別人
看：覺察謬誤的價值觀，典範轉移的練
習》（世茂出版）《對每個人都擺出「好
臉色」的人》《雖然認真，卻活得辛苦的
人》（PHP新書）《自己主動察覺的心理
學》《以行動開創人生》《如何讓心休
息》《如何鎮定不安的情緒》《溫柔的
人》（以上為PHP文庫）等多數。

〈著書〉
『アメリカインディアンの教え』
（扶桑社）
〈加藤諦三網址〉
『「マディソン郡の橋」の心理学』
www.katotaizo.com/
（PHP研究所）
『自分を活かす心理学 なぜわざわ
ざ辛い人生を選ぶのか』 （PHP研
究所）他。
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9784022950208 結婚不要社会

9784022950277

暫譯：不需要婚姻的社
山田 昌弘
會

50歳からのむなさしさ 暫譯：50歲開始的虛榮
榎本博明
の心理学
心理學

結婚の“正体”を知っています
か――。
困難から不要へ。
欧米とは違うかたちで結婚不要
2019/5/14 になっている男女の実態を分析
し、
かくも矛盾に満ちた近代的結婚
を明らかにするホンネの結婚社
会学。

你曉得婚姻的「真實樣貌」
嗎——。
從難以結婚到不需要婚姻。
本書分析日本男女以和歐美不
同的形式變得不需要婚姻的實
際現況，揭露如此充滿矛盾的
近代婚姻，一本真心話婚姻社
會學。

2020/1/7

社会学者・コピーライター、中央大
学文学部教授。東京都北区出身。専
門領域は家族社会学・感情社会学な
らびにジェンダー論。東京学芸大学
の助教授だった1999年（平成11
年）、成人後や学卒後も親と同居し
続ける未婚者を「パラサイト・シン
グル」と命名し話題に。一躍その名
を知られるようになる。近年では新
書『「婚活」時代』の中で、白河桃
子と共に「婚活」という造語を考案
・提唱し、流行させた。流行語大賞
の時に授与された記念の盾は今も研
究室で大切に保管されている。
〈著書〉
『「家族」難民: 生涯未婚率25%社
会の衝撃』（朝日新聞出版）
『底辺への競争 格差放置社会ニッ
ポンの末路』 （朝日新書） 他。

心理学者。東京都生まれ。東京大学
教育学部教育心理学科卒業。東芝市
場調査課勤務の後、東京都立大学大
学院心理学専攻博士課程中退。
1994年、「自己開示に関する心理
学的研究」で、東京都立大学博士（
體力活力都逐漸低下的50世
心理学）。川村短期大学講師、大阪
気力体力が低下する50代。人生 代。當感覺走到人生尾端，被
大学人間科学部助教授等を経て、
の行く末を思うとき、不安に駆 不安追趕著導致情緒低落---。
2003年に名城大学人間学部教授、
られて落ち込みそうになる─。 對於這樣的中高年，也是有方
2011年に退職し、現在MP人間科学
そんな中高年でも活力を取り戻 法找回活力。重點是「生存的
2019/7/12
研究所代表。多くの国立・私立大で
す方法がある。ヒントは「生き 意義」。
教えた経験を活かし教育講演を行
る意味」。その具体策を心理学 由心理學者來介紹其具體對策
う。
者が紹介する。スッキリ癒やさ ，讓你感覺完全被療癒的「閱
れる「読むクスリ」。
讀藥方」。
〈著書〉
『孤独は、チャンス! 心理学でわか
る"自分の中にエネルギーがわいて
くる"7つのカギ』
(三笠書房)
『ほめると子どもはダメになる』
（新潮新書） 他、多数。

社會學家、廣告文案作家、中央大學文學
院教授。出身東京都北區。專業領域為家
庭社會學、感情社會學，以及性別論。
1999年（平成11年）擔任東京學藝大學副
教授時，將成年後、大學畢業後也持續與
父母親同居的未婚人士取名為「寄生單身
族」引起話題。一時間他的名字變得家戶
喻曉。近年在新書《「婚活」時代》中，
與白河桃子攜手思考提倡「婚活」這個新
詞彙，使之掀起流行。獲頒流行語大獎時
的紀念獎牌如今也在研究室貴重地受到保
管。
〈著作〉
《家庭難民：終生未婚率25％社會的衝
擊》（朝日新聞出版）
繁體字版書名：《失控的逐底社會：單身
很自由，自己賺自己花；但與父母同住的
賴家單身族，恐將淪為社會最底層。》（
朝日新書）等。

心理學者。出生於東京都。東京大學教育
學部教育心理學科畢業。任職於東芝市場
調查課後，東京都立大學研究所心理學專
攻博士課程中退。1994年以「有關自我開
示的心理學研究」取得東京都立學心理學
博士學位。擔任川村短期大學講師、大阪
大學人類學部助教後，2011年離職。目前
是MP人類科學研究所代表，將在許多國
立、私立大學的教學經驗活用在教育演講
活動中。
<著作>
『台灣版譯名：享受孤獨的勇氣：「孤獨
是最棒的朋友！」從這麼想的那刻開始，
你的人生將出現巨大轉變！』（三笠書
房）、『越受讚美孩子的孩子越不行』（
新潮新書）等多數作品。
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9784022950314 ルポ

教育困難校

9784022950369 銀行ゼロ時代

朝比奈 な
を

高橋 克英

教師でもある著者自身の体験を
まじえて、「教育困難校」の実
態をリアルに描く。一方、現場
が抱える問題を浮き彫りにしつ
つ、卒業生や教員、改革に努力
2019/7/12
している高校管理職、PTA関係
者他のインタビューも取り入
れ、重層性を持つ「教育困難
校」の問題を多角的・多面的に
考察する。

働く人が消え、店舗が消え、銀
行そのものが消える――。
「銀行ゼロ」の時代が目の前に
迫っている！
人口減少と低金利で従来のビジ
ネスモデルが苦戦するだけでは
ない。キャッシュレス化やフィ
ンテックの進展、業務全般のス
マホ化、デジタル化が銀行業界
に激変をもたらしている。
2019/9/13
そして、ついに「GAFA」（グ
ーグル、アップル、フェイスブ
ック、アマゾン）の金融業界進
出によって日本の銀行はトドメ
を刺されようとしている！
果たして銀行はどうなるのか？
銀行員に現実的な生き残り策は
あるのか？ 豊富な実務経験を
もとに金融コンサルタントが明
らかにしていく。

2020/1/7

教育ライター。東京都出身。筑波大
学大学院教育研究科修了。教育学修
士。首都圏の公立高校地歴・公民科
教諭として約２０年間勤務し、家族
の介護のため退職。その後、大学非
常勤講師、市教育相談員の仕事と並
行し、進路アドバイザーとして高校
生・保護者対象の講演活動、教育に
関する執筆活動と多方面から教育に
かかわる。主な研究テーマは、高校
教育、高大接続、子どもの貧困。
〈著書〉
論文に『見捨てられた高校生たち－
知られざる「教育困難校」の現実』
『高大接続の"現実"－"学力の交差
点"からのメッセージ－』 （共に
学事出版）
「教育現場で見える『貧困』」 （
『教育と医学No.727』） 他。

株式会社マリブジャパン代表取締役。1969年生まれ。1993年慶應義塾大学経
済学部卒、2000年青山学院大学大学院国際政治経済学研究科経済学修士。
日本金融学会員。三菱銀行、シティグループ証券、シティバンクなどにて四半
世紀、主に銀行クレジットアナリスト、富裕層向け資産運用アドバイザーとし
て活躍。その後独立して金融コンサルティング会社マリブジャパンを設立。専
門誌への寄稿、単行本の執筆、各種講演・メディア出演など広範に活動中。
世界60か国以上を訪問し、映画「スターウォーズ」の著名コレクターでもあ
る。
〈著書〉
『地銀大再編』 (中央経済社）
『図解入門ビジネス 最新 地方銀行の現状と取組みがよーくわかる本』（秀和
システム） 他。
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9784022950284

9784022950215

虚数はなぜ人を惑わせ 暫譯：為何虛數令人困
竹内 薫
るのか
擾？

AI兵器と未来社会
キラーロボットの正体

栗原 聡

ｉ在哪裡？世界最容易理解的
虛數教科書。「正×正＝正。
負×負＝正」我們是這樣學習
的。
但事實上，這世界上也有「相
成後變成負數」這樣奇怪數字
的存在。
而且，這是個影響電腦以及宇
虚数（i , imaginary number） 宙的魔法般數字。
とは、２乗すると−１になる奇 讓我們帶領文科的你進入虛數
妙な数。しかしこの数は、コン 的世界吧！
ピューター社会で重要な役割を
2019/8/9 果たし、ホーキングによれば、 目次
宇宙は虚数の時間からはじまっ 第１章 虛數存在在哪？
たとされるほど、重要な概念な 第２章 超越人類想像發展的
のだ。ＳＦさながらのエキサイ 數學
ティングな虚数の世界。
第３章 即使貓都能理解的虛
數性質與我們
第４章 將數學合理的重組
第５章 讀後就會迷上的函數
世界
第６章 更美麗的算式・歐拉
恆等式與虛數
第７章 霍金的想像宇宙

AIが人を殺せる日が、すぐそこ
まで来ている。人間の判断を必
要とせずに攻撃できる自律的兵
器「キラーロボット」の現状を
2019/9/13 紹介。知能と進化の水脈をたど
り、科学技術のあるべき姿を探
る。SF映画が現実となる近未来
社会に警鐘を鳴らす、必読の
書！

2020/1/7

1960年7月2日東京生まれ。東京大
学教養学部教養学科(専攻、科学史
・科学哲学)・東京大学理学部物理
学科卒業。マギル大学大学院博士課 1960年7月2日出生於東京。東京大學教養
程修了(専攻、高エネルギー物理学 學部教養學科（專攻科學史、科學哲
理論)。理学博士(Ph.D.)。
學）。東京大學理學部物理學科畢業。麥
基爾大學研究所博士課程修畢（專攻高能
大学院を修了後、サイエンス作家と 量物理學理論）。理學博士(Ph.D)。
して活動。物理学の解説書や科学評
論を中心に100冊あまりの著作物を 在研究所修畢後，以科學作家身份活動。
発刊。2006年には｢99.9％は仮説～ 著有超過100冊的物理學解說書以及科學
思い込みで判断しないための考え方 評論。2006年出版「台灣版譯名：99.9%
｣(光文社新書)を出版し、40万部を 都是假設」一書，銷量一舉突破40萬本成
越えるベストセラーとなる。物理、 為暢銷書。後續持續在物理、數學、大
数学、脳、宇宙・・・など幅広い科 腦、宇宙…等廣泛科學類別，除了發表文
学ジャンルで発信を続け、執筆だけ 章外，也活躍在電視、廣播、演講各類活
でなく、テレビ、ラジオ、講演など 動。
精力的に活動している。
因個人為貓奴，所以，著作中也時常會出
また大の猫好きでもあり、著作物の 現貓（薛丁格貓）的身影。2016年春天開
中に猫(シュレディンガーの猫)も度 始擔任小學程度的民間學校「YES
々登場する。
International」代表。
2016年春からは小学校レベルの民
間学校｢YESインターナショナル｣代
表も務める。

電気通信大学情報理工学研究科／人
工知能先端研究センター教授.。
慶應義塾大学大学院理工学研究科
卒。NTT基礎研究所、大阪大学大学
院情報科学研究科／産業科学研究所
を経て、2013年より電気通信大学
大学院情報理工学研究科教授。同大
学人工知能先端研究センターセンタ
ー長、博士（工学）。人工知能、複
雑ネットワーク科学、ユビキタスコ
ンピューティング等の研究に従事。
〈著書〉
『社会基盤としての情報通信』
(共立出版)
翻訳『群知能とデータマイニング』
『スモールワールド』 (東京電機
大学出版) 他。
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新・リーダーのための
教養講義
9784022950192
インプットとアウトプ
ットの技法

潜入中国
9784022950321 厳戒現場に迫った特派
員の2000日

佐藤 優 ／
同志
社大学新
島塾

峯村 健司

これからの不透明な世の中を渡
っていくには、「蛇のように賢
く、鳩のように素直になれ」と
いうマタイによる福音書の言葉
が役に立つ（佐藤優氏）。人口
減少時代に向け、学知は最高の
武器になる。新たな価値を生む
発想のベースは、文系の知識と
理系の知識を自在につなぐ統合
知にある。膨大な情報をどう理
解し、どうつなげて最適解を見
2019/9/13 つけるか。複雑な問題をどう解
決するか。ともに考え、議論
し、意見を述べ合い、自分なり
の学び方をつかみ取れ！ 歴史、
教養、外交、ゲノム編集、ＡＩ
をテーマに、基礎教養、論理構
成、説明力のあるリーダー養成
のためのエッセンスが満載。リ
ーダーを養成するためのプロジ
ェクト、同志社大学が総力を挙
げる「新島塾」の白熱講義がこ
の一冊で追体験できる。
超大国アメリカを猛追し、国際
秩序を塗り替えようとする中
国。その足元では何が起きてい
たのか？ 国産初の空母建造、
新型ステルス機飛行実験、世界
を脅かすサイバー攻撃の拠点、
宇宙開発、スパイ活動の最前
線、禁断の北朝鮮国境、密輸と
運び屋、中国商人の情報網…
2019/9/13
…。2007年以降、31の省、自治
区、直轄市のほぼ全てに足を運
び、中国当局に拘束・尋問され
ながらも数々の厳戒現場に潜入
した特派員が、監視の目をかい
くぐって見た軍や党の実態と
は？ もう二度と入れない「核
心の地」からの最後のリポー
ト。

2020/1/7

佐藤優：1960（昭和35）年生れ。1985年、同志社大学大学院神学研究科修了
の後、外務省入省。在英大使館、在露大使館などを経て、1995（平成7）年か
ら外務本省国際情報局分析第一課に勤務。2002年5月に背任容疑、同7月に偽
計業務妨害容疑で逮捕。2005年2月執行猶予付き有罪判決を受けた。同年、自
らの逮捕の経緯と国策捜査の裏側を綴った『国家の罠―外務省のラスプーチン
と呼ばれて』で毎日出版文化賞特別賞を受賞。以後、文筆家として精力的に執
筆を続けている。
〈著書〉
『自壊する帝国』（新潮ドキュメント賞、大宅壮一ノンフィクション賞受賞）
『獄中記』『私のマルクス』『交渉術』『読書の技法』『神学の技法』『紳士
協定―私のイギリス物語』『先生と私』『いま生きる「資本論」』『世界史の
極意』『君たちが知っておくべきこと』『十五の夏』（梅棹忠夫・山と探検文
学賞受賞）など多数。共著も多い。
同志社大学新島塾：同志社大学が、良心教育を継承しながらも、次の時代を担
う人物を養成するための新しい展開として、2018年開校。 学生の意欲と能力
を在学中に可能な限り伸ばし、社会の様々な分野で活躍する有為な人物を輩出
することを目的とし、それぞれの学問分野の専門性を身につけるだけにとどま
らず、リーダーシップとフォロアーシップを兼ね備えた人物の養成を目指す。

朝日新聞国際報道部機動特派員。1974年長野県生まれ。97年朝日新聞社入
社。大津、広島両支局、大阪本社社会部を経て、2005年から中国人民大学に
留学。07年に中国総局員に。習近平体制誕生の内幕を最前線で取材。11年に
は、優れた報道で国際理解に貢献したジャーナリストに贈られるボーン・上田
記念国際記者賞を受賞。13年6月からハーバード大学フェアバンクセンター中
国研究所客員研究員。14年8月から現職。
〈著書〉
『十三億分の一の男 中国皇帝を巡る人類最大の権力闘争』

（小学館）
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9784022950437

中国共産党と人民解放
軍

第二の地球が見つかる
9784022950468 日
太陽系外惑星への挑戦

山崎 雅弘

渡部 潤一

アジア最強の中国人民解放軍は
対外侵略のための軍隊なのか？
それとも国内治安部隊なのか？
日中戦争、国共内戦、朝鮮戦
争、文化大革命、中越紛争、尖
2019/11/13
閣諸島・南沙諸島の国境問題、
そして米中軍事対立・・・・・
・。軍事と紛争の側面から、＜
中国＞という国の本質を読み解
く。

K2-18bは、本当に第二の地球
なのか？第二の地球になるため
の条件、そして、惑星探査はど
こまで進んでいるのか？ 最先
2019/12/13
端の情報を元にして、今、最も
注目を集めている天の川銀河の
赤色矮星を中心に、宇宙の広が
りを分かりやすく解説。

2020/1/7

戦史・紛争史研究家。1967年大阪府生まれ。ゲーム開発や測量、地図製作業
務などを経て、文筆家に。99年より、雑誌『歴史群像』で戦史・紛争史の分
析記事を連載しているほか、時事問題に関する論考を新聞・雑誌・ネット媒体
などに寄稿。2015年9月に刊行された『戦前回帰「大日本病」の再発』は、内
田樹氏、島薗進氏をはじめ各界より高い評価を受ける。膨大な資料をもとに、
俯瞰的な視点から現代日本を鋭く分析する、いま、最も注目される書き手のひ
とり。
〈著書〉
『クルスク大戦車戦』 （光人社ＮＦ文庫）
『世界は太平洋戦争とどう向き合ったか』 『歴史で読み解くアメリカの戦
争』『中東戦争全史』 （学研） 他。

1960（昭和35）年福島県生まれ。国立天文台副台長、教授。総合研究大学院
大学物理科学研究科天文科学専攻教授。東京大学理学部天文学科卒。専門は太
陽系小天体（彗星、流星、小惑星、太陽系外縁天体）の観測的研究。主に可視
光・赤外線を用いた撮像分光観測によって、これらの天体の観測により、その
起源と進化を追いかける。2006年、国際天文学連合「惑星定義委員会」の委
員となり、冥王星の惑星からの除外を決定した最終メンバーの一人。
最近では、彗星の物理進化を流星群活動から解明していこうとしている。一
方、最新の天文学の成果を講演、執筆、メディア出演などで社会に伝える活動
を行いつつ、ニュースソースと報道の関係も研究しつつある。
〈著書〉
『眠れなくなるほど面白い 図解 宇宙の話』 （日本文芸社）
『星と星座 (講談社の動く図鑑MOVE)』 （講談社） 他。

株式会社インバスケット研究所

24 商業

9784023317871

気づかせる技術
部下が自分で考えて動
き出す

鳥原 隆志

著書累計70万部「インバスケッ
ト」シリーズ著者による全く新
しいマネジメント書！ 「らし
くないね」「で、どうした
2019/6/7 い？」など、相手に気づかせる
ことで自発的に行動を変え、成
長させるフレーズやコツをスト
ーリー形式でわかりやすく解
説。

代表取締役。インバスケット・コンサルタン
ト。
大学卒業後、株式会社ダイエーに入社。販売部門や企画部門を経験し、10店
舗を統括する食品担当責任者（スーパーバイザー）として店長の指導や問題解
決業務に努める。管理職昇進試験時にインバスケットに出会い、自己啓発とし
てインバスケット・トレーニングを開始。
日本で唯一のインバスケット教材開発会社として、株式会社インバスケット研
究所を設立し代表取締役に就任。法人向けのインバスケット教材開発と導入を
サポートする、日本のインバスケット・コンサルタントの第一人者としてテレ
ビやラジオに出演し、ビジネスマンの行動分析をするなど活動中。

『インバスケット思考』

〈著書〉
ビジネス書大賞2012 書店賞受賞

他、多数。
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稼ぐＡＩ
小さな会社でも今すぐ
9784023317949 始められる「人工知
能」導入の実践ステッ
プ

工作AI
即使是小公司也能立即
中西 崇文
導入「人工智能」的實
踐步驟

人工知能（AI）は万能ではな
い。AIができるのは、あくまで
も「部分的な自動化」。では、
どんな自動化だったら、AIは対
2019/7/19 処できるのか？ AIが対処可能
な自動化を五つに分類したうえ
で、事例を交えつつ、小さな会
社などでもできるAI活用法を解
説。

人工智能（AI）不是萬能。AI
可以做得到的，說穿了也就是
「部分自動化」。那麼，怎樣
的自動化，可以由AI來處理
呢？將AI可以處理的自動化分
成五類，加上具體實例，將即
使是小公司也能用上的AI活用
法加以解說。

2020/1/7

武蔵野大学准教授、国際大学
GLOCOMの准教授・主任研究員
筑波大学大学院システム情報工学研
究科で修士（工学）の学位を取得。
情報通信研究機構（NICT）のナレ
ッジクラスタシステムの研究開発、
大規模データ分析・可視化手法に関
する研究開発などに従事。専門は、
データマイニング、ビッグデータ分
析システム、統合データベース、感
性情報処理、メディアコンテンツ分
析など。
最近では、音声認識・解析技術を利
用し、オフィス家具メーカーと共同
で、会議中の生産性を上げるための
実証実験を行うなど、民間企業と最
新テクノロジーを利用した製品開発
に携わっている。
〈著書〉
「シンギュラリティは怖くない:ち
ょっと落ちついて人工知能について
考えよう」（草思社）
「スマートデータ・イノベーショ
ン」（翔泳社）他。

26

9784022516350

マーケティングセオリ
ー（仮）

足立光／
土合朋宏

P&G、マクドナルド、ナイアン
ティックなどで活躍する著者が
実践してきた成功法則を、マー
2020/1/7 ケティングの問題別に参照でき
る「教科書」＆「実践書」。さ
まざまな事例と原則で売るため
の仕掛けを解説する。

武藏野大學副教授、國際大學GLOCOM的
副教授・主任研究員。取得筑波大學研究
所系統情報工學研究科工學碩士學位。於
情報通信研究機構（NICT）擔任知識課程
系統的研究開發、大規模數據分析・可視
化手法相關研究開發。專長為資料探勘、
大數據分析系統、統合資料庫、感性情報
處理、媒體內容分析等等。
最近則是利用聲音辨析・解析技術，與辦
公室家具製造商共同進行提高會議生產力
的實證實驗，與民間企業共同以最新科技
來開發新產品。
<著作>
「科技奇異點不可怕：冷靜思考人工智
能」（草思社）、「智能數據創新」（翔
泳社）等。

足立光：実業家、経営コンサルタント。1968年生まれ。一橋大学商学部卒
業。P&Gジャパンに入社し、コンサルタントファームであるブーズ・アレン
・ハミルトン（現 Strategy&）に入社、ローランド・ベルガーを経て、ドイ
ツのヘンケルグループに属するシュワルツコフヘンケルに転身。2005年には
同社社長に就任。赤字続きだった業績を急速に回復した実績が評価され、
2007年よりヘンケルジャパン取締役、シュワルツコフプロフェッショナル事
業本部長を兼務し、2011年からはヘンケルのコスメティック事業の北東・東
南アジア全体を統括。ワールド執行役員 国際本部長を経て、2015年から2018
年6月まで日本マクドナルド株式会社 上席執行役員 マーケティング本部長を
務めた。2016年「Web人賞」受賞。
〈著書〉
『マクドナルド、P&G、ヘンケルで学んだ 圧倒的な成果を生み出す「劇薬」
の仕事術』 （ダイヤモンド社） 他。
土合朋宏：ワーナー ブラザース ジャパン マーケティング本部統括上席執行
役員 バイスプレジデント
一橋大学大学院商学研究科卒業。外資系戦略コンサルティングを経て、日本コ
カ・コーラに入社。16年間マーケティング本部で、ファンタ、アクエリア
ス、爽健美茶など既存ブランドの立て直しや、綾鷹などの新製品開発などを指
揮。その後20世紀フォックス ホームエンターテイメントに移り、代表取締役
社長を務め、2017年ワーナー ブラザース ジャパン合同会社に入社。
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9784023318533

世界を知るための哲学 暫譯：與世界接軌的哲 岡本裕一
的思考実験
學思考實驗
朗

貧困格差・民主主義・フェイク
ニュース・人口減少など、近年
注目されるさまざまな難題に
「哲学」という武器で挑む思考
2019/12/20 実験。「人工知能によって、人
間の職が奪われるのは正当か」
などの具体的な問いから、予測
不能な世界を理解し、思考の幅
を広げる一冊。

貧困差距、民主主義、偽新
聞、人口減少等等，近年受到
注目的難題以「哲學」這個武
器的思考實驗。
透過諸如「人工智能會奪走人
類的工作是真的嗎」之類具體
問題，理解無法預測的世界，
進而廣泛思考。

2020/1/7

玉川大学文学部名誉教授。1954年
福岡県生まれ。九州大学大学院文学
研究科哲学・倫理学専攻修了。博士
（文学）。九州大学助手、玉川大学
文学部教授を経て、2019年より現
職。西洋の近現代哲学を専門とする
が興味関心は幅広く、哲学とテクノ
ロジーの領域横断的な研究をしてい
る。著書『いま世界の哲学者が考え
ていること』は、21世紀に至る現
代の哲学者の思考をまとめあげベス
トセラーとなった。
〈著書〉
『フランス現代思想史』 （中公新
書） 『12歳からの現代思想』
（ちくま新書）
『モノ・サピエンス』 （光文社新
書） 『ヘーゲルと現代思想の臨
界』 （ナカニシヤ出版） 他多
数。

一般社団法人日本傾聴能力開発協会
代表理事。1973年東京都生まれ。 東
海大学経済学部卒業。話しがちゃん
と聴けない人は共通点として「感情
より思考を優先している（＝相手の
ためではなく、自己満足のために聞
いて）」ということに気づき、C.ロジ
ャーズの理論に基づく「傾聴法」
「心理学」・「脳科学」をに従って
聴きにくくなる原因・欲求・訓練法
無法培育部下、商品賣不掉等
を明らかにし、深く、そして楽に聴
部下が育たない、商品が売れな
等，商業上的問題、煩惱，都
ける傾聴法を指導。
いなど、ビジネス上の問題・悩
能透過改變聆聽方法來解決。
2005年から展開する、傾聴の基本を
みのほとんどは、聴き方を変え
曾經指導過超過4千人以上的傾 １日で効率よく学べる傾聴１日講座
その聴き方では、部下 暫譯：那樣的聆聽方法
れば解決する。4000人以上を指
9784023318502
2019/12/20（仮）
岩松正史
聽專家，以商業現場孕育傾聽 Ⓡの受講者は、単独募集のみで4000
は動きません。
，無法打動部下。
導してきた傾聴のプロが、ビジ
能力的方法加以解說。
名を超える。（企業研修など除いた
ネスの現場で傾聴力を生かす方
以「3、2、1的法則」讓一切 人数）
法を解説。「３、２、１の法
順利！
経営者でもあり、「気持ちを聴くだ
則」でうまくいく！
けの傾聴は、ビジネスでは使えな
い」という常識を覆して、傾聴力を
フル活用した手法で、傾聴教育ビジ
ネスを１４年間事業を継続、発展し
ている。
〈著書〉
『「ねえ、私の話聞いてる?」と言わ
れない「聴く力」の強化書』 （自
由国民社）

一般社團法人日本傾聽能力嗨發協會代表
理事。1973年出生於東京都。東海大學經
濟學部畢業。作者意識到不能好好聽他人
說話的人其共通點就是--「比起情緒更在
意思考（＝不是為了對方，只是為了滿足
自己所以才聽）」，以C.羅傑斯的理論為
基礎，依照「傾聽法」「心理學」「腦科
學」來指導難以傾聽他人的原因，並找出
引發興趣及訓練法，更進一步樂在傾聽的
方法。
從2005年開始展開只要學習一天傾聽的基
本就能有更好學習的一日講座，其受講者
人數在個人報名時就超過4,000人報名（
不包含企業研修人數）。
因為作者也是經營者，顛覆「只是傾聽情
緒的話，對工作沒有幫助」既有常識，將
傾聽力完全活用的手法，在傾聽教育、傾
聽事業上，堅持14年並持續發展。
<著作>
『不讓對方說出「欸，你有在聽我說話
嗎？」的傾聽力強化書』（自由國民社）
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文芸・文庫

9784022645951

ブランケット・キャッ
暫譯：出租毛毯貓
ツ

重松清

馴染んだ毛布とともに、２泊３
日だけ我が家に「ブランケット
・キャット」がやって来る。リ
ストラされた父親が家族のため
に借りたロシアンブルー、子ど
ものできない夫婦が迎えた三
2011/2/4 毛、いじめに直面した息子が選
んだマンクス、老人ホームに入
るおばあちゃんのために探した
アメリカンショートヘア――。
「明日」が揺らいだ人たちに、
猫が贈った温もりと小さな光を
描く７編。

2020/1/7

出版社勤務を経て執筆活動に入る。
1991（平成3）年『ビフォア・ラ
ン』でデビュー。1999年『ナイ
フ』で坪田譲治文学賞、同年『エイ
ジ』で山本周五郎賞を受賞。2001
年『ビタミンＦ』で直木賞、2010
年『十字架』で吉川英治文学賞、
2014年『ゼツメツ少年』で毎日出
版文化賞を受賞。現代の家族を描く
ことを大きなテーマとし、話題作を
次々に発表している。

「出租毛毯貓」包覆在慣用
的毛毯中，來到我家住三天
兩夜。被裁員的父親，為了
家人租來俄羅斯藍貓；無法
生子的夫妻迎接三色貓；遭
受霸凌的兒子選擇曼島貓；
為了即將入住養老院的奶奶
尋找美國短毛貓——。描繪
由貓咪贈與的溫暖與微小的
光芒，獻給「明天」搖搖欲
〈著書〉
墜的人們的七個短篇。

〈著作〉
《青春失格》（朝日新聞出版）
『エイジ』（朝日新聞出版） 『ビ
《維他命Ｆ》（新潮社）
タミンF』（新潮社）
《十字架》（講談社）等。
『十字架』（講談社）

30

9784022514745 星の子

暫譯；星之子

今村夏子

曾任職於出版社，隨後從事寫作活動。
1991年（平成3年）以《Before Run》
出道，1999年以《刀》獲得坪田讓治
文學獎，同年以《青春失格》獲得山本
周五郎獎。2001年以《維他命Ｆ》奪
得直木獎，2010年以《十字架》獲得
吉川英治文學獎，2014年憑《絕種少
年》摘下每日出版文化獎。將描寫現代
家庭作為重大主題，連續發表引發話題
之作。

他。

今村夏子（IMAMURA Natsuko）
1980年出生。從大阪的大學畢業後，沒有
從事正職，做過好幾份打工。29歲時職場
的人告訴她「你明天休假吧」，回家的路
上，突然開始想寫小說。一瞬之間的念頭
下，所寫出的小說〈新的孩子（あたらし
＊有大書訊
1980年広島県生まれ。2010年「あ い子）〉於2010年獲得第26屆太宰治獎，
たらしい娘」で太宰治賞を受賞。 就此踏入文壇。之後將此短篇改名為〈這
https://www.bardonchinese. 「こちらあみ子」と改題、同作と新 裡是亞實子（こちらあみ子）〉，和中篇
林ちひろは中学3年生。病弱だ com/admin/product/front/p 作中短編「ピクニック」を収めた 新作〈野餐（ピクニック）〉集結成冊的
った娘を救いたい一心で、両親 ress.php?id=103743
『こちらあみ子』で2011年に三島 單行本《這裡是亞實子（こちらあみ
は「あやしい宗教」にのめり込
由紀夫賞受賞。2017年『あひる』 子）》於2011年奪得第24屆三島由紀夫
み、その信仰が家族の形をゆが
で河合隼雄物語賞受賞、第155回芥 獎。2014年《這裡是亞實子（こちらあみ
2017/6/7 めていく。野間文芸新人賞を受
川賞候補となる。
子）》在出版文庫本之際又收錄新作品
賞し本屋大賞にもノミネートさ
〈千鶴小姐（チズさん）〉，但除此之外
れた、芥川賞作家のもうひとつ ＊中文簡體版已經授權！
『星の子』は2017年に野間文芸新 沒有發表任何新作，呈現半隱退狀態。
の代表作。
＊本書確定改編為電影，由天 人賞を受賞したほか、芥川賞候補、
《巻末対談・小川洋子》
才童星成為學霸少女的蘆田愛 2018年には本屋大賞第7位。
時隔兩年，2016年她於書肆侃侃房新創刊
菜(15)主演！「日日是好日」 3度目の芥川賞候補作となった「む 的文藝雜誌《吃飯吃很慢》發表短篇作品
大森立嗣導演。https://hoshi- らさきのスカートの女」で第161回 〈家鴨（あひる）〉，入圍第155屆芥川
no-ko.jp/
芥川賞受賞！！
龍之介獎。收錄此作的短篇集《家鴨（あ
ひる）》摘下第5屆河合隼雄故事獎。
2017年以〈星之子（星の子）〉入圍第
157屆芥川獎，後獲得第39屆野間文藝新
人獎。2019年憑《身穿紫色裙子的女人》
入圍第161回芥川獎。
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32

9784022619358 増補版

9784022649201

子どもと貧困

暫譯：增補版 孩子的
貧困

ニワトリは一度だけ飛
暫譯：雞只飛一次
べる

朝日新聞
取材班

重松 清

風呂に入れずシラミがわいた姉
妹、菓子パンを万引きする保育
園児……。７人に１人とされる
子どもの貧困の実態を浮き彫り
2018/7/6
にし、支援策や制度、専門家の
提言など解決を探る。文庫化に
あたり、高校中退・学校給食・
特別養子縁組を増補。

2020/1/7

沒辦法洗澡，身上長出蝨子的
姐妹、偷糖果麵包的托兒所小
孩⋯⋯。每七個人當中就有一個
孩子處於貧困，刻畫這般真實
情況，探尋支援對策、制度、
專家建言等解決之道。發行文
庫本之際，內容增加高中輟
學、學校營養午餐、兒童特殊
收養制度。

出版社勤務を経て執筆活動に入る。
1991（平成3）年『ビフォア・ラ
ン』でデビュー。1999年『ナイ
フ』で坪田譲治文学賞、同年『エイ
ジ』で山本周五郎賞を受賞。2001
被降職至「innovation
左遷部署「イノベーション・ル
年『ビタミンＦ』で直木賞、2010
room」的酒井裕介，收到了一
ーム」に異動となった酒井のも
年『十字架』で吉川英治文学賞、
封名為「雞只飛一次」的謎樣
とに、「ニワトリは一度だけ飛
2014年『ゼツメツ少年』で毎日出
郵件。
べる」という題名の謎のメール
版文化賞を受賞。現代の家族を描く
發送者是自喻為「綠野仙蹤」
2019/3/7 が届く。送り主は、いったいど
ことを大きなテーマとし、話題作を
登場人物的人，似乎想傳達某
んなメッセージを伝えようとし
次々に発表している。
種訊息…。
ているのか・・・・・・。笑っ
山本周五郎賞、講談社ノンフィクシ
令人又笑又哭的重松清火力全
て泣ける重松節全開の作品が、
ョン賞選考委員。 2017年より早稲
開的作品。
いきなり文庫化。
田大学文化構想学部客員教授。

重松清［Kiyoshi SHIGEMATSU］
1963年出生於岡山縣，曾經任職出版社，
之後投入創作。
1991年，以「ビフォア・ラン《Before
Run》」在文壇嶄露頭角。
1999年，以「ナイフ《刀》」一書獲得坪
田讓治文學獎，『エイジ《青春失格》』
獲得山本周五郎獎。
2001年，以『ビタミンＦ《維他命F》』
獲得直木獎。
2010年，以『十字架《十字架》』獲得吉
川英治文學獎。
2014年，以『ゼツメツ少年《滅絕少
年》』獲得每日文化出版文化賞。
〈著書〉
除了小說之外，也有散文、紀實文學等多
『エイジ』（朝日新聞出版） 『ビ 類作品。
タミンF』（新潮社）『十字架』（
講談社） 他。
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9784022649232

道然寺さんの双子探偵
揺れる少年

岡崎 琢磨

福岡の夕筑市にある寺院・道然
寺で暮らす中学3年生のランと
レン。人の善意を信じるランと
悪意を敏感にかぎ取るレン、正
2019/5/13 反対の視点を持つ双子が活躍す
るシリーズ第２弾。熊本地震か
ら逃れ、転校してきた少年の秘
めた思いが引き起こした事件の
謎を解き明かす。

2020/1/7

福岡出身。京都大学法学部卒。高校
時代はミュージシャンを志していた
が、小説家の方が向いていると確信
し小説を書き続ける。2011年、
『珈琲店タレーランの事件簿 また
会えたなら、あなたの淹れた珈琲
を』が第10回『このミステリーが
すごい!』大賞の最終選考に残る。
受賞には至らなかったが、原稿を手
直しした上で、いわゆる“隠し玉”
として出版されたところ、わずか数
か月で40万部を超えるベストセラ
ーとなった。2013年、『珈琲店タ
レーランの事件簿 また会えたな
ら、あなたの淹れた珈琲を』で第1
回京都本大賞を受賞。
〈著書〉
『珈琲店タレーランの事件簿 1～
5』 （宝島社文庫）
『新米ベルガールの事件録 チェッ
クインは謎のにおい』（幻冬舎文
庫） 他。

34

9784022619860

心配でたまらない」が
消える心理学

根本 橘夫

たとえば「人と会わなければな
らない」ことに対して感じる心
配。殴られるわけでもないの
に、なぜ怖いのだろう？ その
2019/9/6 不安の正体は、「自分が低く評
価されるのではないか」という
感情なのだ。根拠のない不安の
正体をつかみ楽になれる方法を
伝授。

1947年、千葉県生まれ。東京教育
大学心理学科卒業。同大学院博 士
課程中退。千葉大学教授、東京家政
学院大学教授を歴任。東京 家政学
院大学名誉教授。専攻は教育心理
学、性格心理学。
〈著書〉
『「つらい人間関係」がぐっと楽に
なるヒント』（PHP文庫）
『「自分には価値がない」の心理
学』朝日新書 他。
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36

37

38

9784022619914

実用
書

9784023332621

9784023332645

本当はブラックな江戸
時代

夏糸で編む 小さなバ
ッグとポーチ

フラックスで編む
夏の編み物

はじめてママへ
やさしく作れる
9784023332829
ゃん小もの

春

赤ち

永井 義男

江戸は本当に人情味にあふれ、
清潔で安全だったのか？ 遊郭
はユートピアだったのか？ 当
時の資料を元に、江戸時代がい
2019/10/7
かに“ブラック”な時代だった
かを徹底検証していく。江戸時
代を無邪気に礼賛する風潮に一
石を投じる一冊。

朝日新聞
出版

ハマナカ㈱から発売の麻糸「コ
マコマ」と「亜麻糸リネン」と
「エコアンダリヤ」の糸を使っ
た軽い仕上がりの小さなバッグ
とポーチの作品集。初心者にも
2019/2/7 編みやすいこま編みで編む作品
を中心に、クラッチバッグ、カ
クテルバッグ、グラニーバッ
グ、マルシェバッグ、バケツ形
バッグなどデザインも豊富に紹
介。

朝日新聞
出版

リネンとコットンをブレンドし
た糸「フラックス」を使ったウ
ェアと小物の作品集。ウェアは
ベスト、カーディガン、プルオ
ーバーなどを中心に、形でシン
プルなものを充実させていま
2019/2/20
す。模様はスッキリしたものや
増減のない四角い形、真新しさ
を感じる全体模様など。作り方
は読者が悩みそうなところに写
真解説を入れ、初心者でも安心
して挑戦できる一冊。

朝日新聞
出版

赤ちゃんのかわいい小物を手作
りする作品集。布で作る赤ちゃ
ん小物を30〜35点掲載。
2019/5/20 肌着やかぼちゃパンツなど、簡
単に作れる洋服も。人気のスタ
イは、いろいろなデザイン
で多めに掲載。

2020/1/7

小説家、江戸文化評論家。1949年福岡市生まれ。 福岡県立修猷館高等学校を
経て、東京外国語大学外国語学部インド・パキスタン語学科を卒業する。 福
武書店編集部勤務、国際協力機構広報課勤務を経てフリーとなり、中国古典の
翻訳や著述、コピーライター、エフエムジャパンのニュース・エディターなど
を務める。 1997年、『算学奇人伝』で開高健賞を受賞し作家となる。 時代小
説のほか、江戸時代に関する評論の類も多い。
〈著書〉
『江戸の糞尿学』（作品社）、図説吉原事典、江戸の性語辞典（朝日新聞出
版） 他。
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40

41

家庭でつくる和食教本
9784023332775 いつもの料理が感動の
おいしさに

アラフォーから体を変
えた料理家の
9784023332836
筋肉をつくる最強メソ
ッド

9784023332911

たのしい、おいしい、
とうふの本。

西芝一幸

３年待ちの和食料理教室「いた
だきます」の講師、西芝先生に
よる初の著書。家庭でつくる和
2019/6/20 食を徹底的に親切丁寧に教えま
す。この本のとおり作れば、家
のごはんがプロの味に！ 100
レシピ掲載。

牛尾理恵
／監修

筋トレは最強のアンチエイジン
グ！ 何歳からでもやれば変わ
る！ 40歳から始めたダイエッ
トがきっかけで、今ではマッチ
2019/6/20
ョな料理家になってしまった牛
尾さん。そのたんぱく質中心の
食事など、レシピとメソッドを
大公開。

ダンノマ
リコ

ヘルシーで美容効果も注目され
ている豆腐を、徹底的にかわい
く、たのしく、おいしいレシピ
でお届けします！ 定番の豆腐
レシピから、世界の豆腐料理、
2019/7/19
豆腐のスナックやシリアル、ス
イーツまで展開。今まで知らな
かった豆腐の可能性を知れる、
豆腐ファン必読の豆腐レシピの
本

2020/1/7

東京都渋谷区にある日本料理専門教室“いただきます”主宰。１９７７年和歌
山県生まれ。大阪辻調理師専門学校卒業後、南紀白浜のホテルを皮切りに日本
料理の修業を始める。石川県勤務。その後、韓国・ソウルでの海外勤務。帰国
後上京する。
以前より人に何かを伝える事が好きだったために講師になることを決意し料理
学校に転職する。その後様々なシェフとレシピ開発や調理場研修など得難い経
験を積み独立。料理のモットーは「繊細かつ大胆に!」

料理研究家・フードコーディネーター・栄養士。短大の栄養学科を卒業後、病
院の栄養士、料理家のアシスタント、料理専門の制作会社等を経て独立。おい
しくて作りやすい家庭料理が人気で、健康を考えたヘルシーなレシピにも定評
がある。圧力鍋料理、糖質オフメニュー、作りおきやダイエットレシピ等、著
書も多数。
〈著書〉
『おかずカタログ100』、『冷凍作りおきでやせる！ダイエットレシピ100』
『作りおきで朝ラク！きほんのお弁当』（朝日新聞出版）
『30分で３品完成！作りおき糖質オフおかず210』（西東社）
『もっと簡単に、ずーっとキレイ！楽してつづく、家事テク 』（朝日新聞出
版）他多数。

フードコーディネーターのアシスタントを6年間務めた後、独立。栄養士の資
格も持ち、本や雑誌などでスタイリングだけでなく、料理も担当。
『保存びんに、季節とおいしさ詰め込んで』『持ちよりゴハン』など自身で料
理を担当する著者も多数。『馬路村農協のゆずレシピ』ではレシピ担当。
自宅近くでこどもたちを集めて一緒の料理を作る会を開催するなど、家庭での
ごはんを大切に、日々食に携わっている。
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43

9784023332805

9784022782922

マンガで実用
禅

まち歩き地図
んぽ 2020

まち歩き地図
んぽ 2020

使える

京都さ

東京さ

44

9784022782915

45

今、行きたい！
9784023339712 日本の絶景大事典
1000

枡野 俊明
監修 ／
朝日新
聞出版 編
著

世界に知られた名僧による
「禅」の入門書。開祖・達磨が
企業に現れる漫画とともに、座
禅、人生・仕事・人間関係に効
2019/9/6
く禅語、「十牛図」に学ぶ人生
のモチベーション、日常で禅を
生かす術などを指南。日々のモ
ヤモヤを禅の考え方で解決！

朝日新聞
出版

持ち歩きに便利な詳細地図と豊
富なカラー写真がうれしいまち
歩き散歩ムックの決定版。
新名所がわかるNEWS&TOPICS
2019/9/11
と、令和に巡りたい皇室ゆかり
のスポットの巻頭特集は必見。
取り外せる大判の京都市街図＆
バス路線図の付録付き。

朝日新聞
出版

持ち歩きに便利な詳細地図と豊
富なカラー写真がうれしいまち
歩き散歩ムックの決定版。
2020年の開幕が待ち遠しいオリ
2019/9/11 ンピックの大特集や、豊洲市場
や渋谷ストリームなどの新名所
を絡めたNEWコースも提案！取
り外せる大判の都内広域MAP&
交通ガイドの付録付き。

朝日新聞
出版

これぞ“絶景”大辞典！ 世界遺
産から最旬のインスタスポット
2019/10/7 まで、日本全国、47全都道府
県、1000の絶景を網羅した絶景
スポット完全版！

2020/1/7

枡野 俊明：1953年、神奈川県横浜市生まれ。曹洞宗徳雄山建功寺18世住職。
禅の思想と日本の伝統文化に根ざした「禅の庭」の創作活動で国内外から高い
評価を獲得。日本造園設計の代表を務めるほか、多摩美術大学環境デザイン学
科教授やブリティッシュコロンビア大学特別教授も兼任している。2003年に
カナダ政府よりカナダ総督褒章、2006年にドイツ連邦共和国功労勲章功労十
字小綬章を受賞。『ニューズウィーク』日本版にて「世界が尊敬する日本人
100人」にも選出された。
〈著書〉
『心配事の9割は起こらない』 （三笠書房）
『何を言われても「平気な
人」になれる禅思考』 （扶桑社）
『『 禅の庭 3 』 枡野俊明作品集 2010-2017』 （毎日新聞社） 他。
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46

47

48

児童
書

ママとパパのはじめて
9784023333086 の妊娠・出産事典（
仮）

「もしかして妊娠？」から新生
児のお世話まで、ママとパパを
藤井知行
しっかりサポートする一冊。月
／鮫島浩
齢ごとのおなかの赤ちゃんとマ
2019/12/20（仮）
二
監
マの体の様子、安産のためのレ
修
シピ、妊娠・出産にかかるお金
についてなどを紹介。パパにで
きることアドバイスつき。

今、行きたい！
9784023339767 世界の絶景大事典
1000（仮）

『今、行きたい！日本の絶景大
辞典1000』に続く、待望の世界
編が登場！アジア、中東、ヨー
朝日新聞
ロッパ、アフリカ、北米、南
2019/12/20（仮）
出版
米、オセアニアに分けた世界の
絶景は、まさにワールドクラス
の迫力と奇想天外な景色にあふ
れていた……！

9784023332751

暫譯：鐵路大發
さがしてみよう！鉄道
ヤマグチ
現！——看看鐵道上有
のおしごと
アキラ
些什麼工作？

子どもに人気の絵さがしシリー
ズ。ひとりで、親子で、家族
で、楽しみながら集中力と観察
力が養える一冊。「電車のおし
2019/4/19 ごと」をテーマに、遊びながら
仕事の内容や現場に興味と関心
を持てる。車両や駅舎の緻密な
イラストは子どもだけでなく大
人も楽しめる。

2020/1/7

藤井知行：1957年東京都生まれ。医学博士。東京大学医学部附属病院女性診
療科・産科科長、総合周産期母子医療センター長。82年、東京大学医学部医
学科卒業。東京大学医学部附属病院産科婦人科研修医、米国フレッドハッチン
ソン癌研究所ヒト免疫遺伝学部門への留学を経て、東大医学部に戻り、産婦人
科講師、大学院医学系研究科産婦人科学講座助教授などを経て現在に至る。
『週数別妊婦健診マニュアル』『流産の医学』等、著書多数。
鮫島浩二：1981年東京医大卒。中山産婦人科クリニック副院長などを経て、
2006年さめじまボンディングクリニック（埼玉県熊谷市）開業。日本アロマ
セラピー学会理事、国際ボンディング協会理事長。
13年「あんしん母と子の産婦人科連絡協議会」を設立し理事長を務める。著
書にロングセラー「わたしがあなたを選びました」の他、『星になったぼくの
弟』（アスペクト）等。

無論是小朋友一個人，還是親
子一起，都能讓小朋友享受其
中，培養小朋友的集中力和觀
察力！
本書以“地鐵、高鐵的工作”
為主題，讓小朋友一邊遊戲，
一邊瞭解鐵道的工作內容與現
場情況。
車輛與月臺的詳細插畫讓大朋
友也能享受其中！

1971年生まれ。イラストレータ
ー。.武蔵野美術大学短大グラフィ
ックデザイン卒。株式会社セガ・エ
ンタープライゼス（現・株式会社セ
ガゲームス）勤務を経てフリーイラ
ストレーターに。広告・出版・アニ
メ・ゲーム・フィギュア等、様々な
ジャンルで活動。

1971年出生。插畫家。畢業於武蔵野美術
大學短大圖像設計。在任職於株式會社
SEGA Games Co., Ltd.（現株式會社
SEGA Games）後，成為自由插畫家。活
躍於廣告、出版、動畫、電玩、人偶等各
業界。

『トムとジェリーわかったシリー 作品有「暫譯：瞭解湯姆與傑利系列」（
ズ』 （河出書房新社） 表紙＆本 河出書房新社）的封面與插圖。
文イラスト 他。
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49

暫譯：動物園·水族館大
さがしてみよう！動物 發現！——看看動物園· 牧野 タカ
9784023332768
園・水族館のおしごと 水族館裏有些什麼工
シ
作？

50

科学まんがシリーズ（
5）
バトル・ブレイブス
9784023318151
ＶＳ．恐怖のサメ軍団
空と海の
動物編

もとじろ
う

51

ワクワク知育BOOK
9784023318274 恐竜バトル！ まちが
いさがし

朝日新聞
出版

鹿児島県出身（奄美大島生まれ、鹿
児島育ち）。幼少期は奄美の自然と
海に育まれ、青年期は雄大な桜島を
超人氣“大發現”系列！
無論是小朋友一個人，還是親 望みつつ、イラストや漫画を描く仕
子どもに人気の絵さがしシリー 子一起，都能讓小朋友享受其 事に憧れる。
ズ。ひとりで、親子で、家族
中，培養小朋友的集中力和觀 上京後、セツ・モードセミナー（美
術学校）在学中の20歳の頃に「集
で、楽しみながら集中力と観察 察力！
力が養える一冊。「動物園・水 本書以“動物園·水族館的工作 英社ヤングジャンプ金の熊賞」グラ
2019/4/19 族館のおしごと」をテーマに、 ”為主題，讓小朋友一邊遊戲 ンプリ、翌年MVPを受賞。以降、
遊びながら大人の仕事を学べ
，一邊瞭解動物園·水族館的工 イラストレーターとして活動を開
始。
る。カラフルで緻密な動物や魚 作內容與現場情況。
たちのイラストは、子どもだけ 色彩豐富且畫風細膩的各種動
でなく大人も楽しめる。
物與各種魚類的詳細插畫讓大 雑誌、書籍、学習参考書、宝くじ、
TV番組、広告パンフレット、広告
朋友也能享受其中！
ポスター等のイラストや、漫画、パ
ズル絵本の制作等、幅広く活躍。

2020/1/7

鹿兒島出身（在奄美大島出生、在鹿兒島
長大）。幼年時期因在奄美的自然與大海
中成長，青年期憧憬雄大的櫻島，而嚮往
從事繪製插畫與漫畫的工作。
赴京後，在美術學校「Setsu Mode
Seminar」就學中，即以20歲之齡獲得
「集英社YOUNG JUMP 金之熊賞」，隔
年獲得MVP。之後，開始以插畫家身份開
始活動。
目前除了雜誌、書籍、學習參考書、彩
券、電視節目、廣告冊子、廣告海報等的
插圖外，也參與漫畫、猜謎繪本的製作等
廣泛活動。

バトル・ブレイブス第5弾！
今回の相手は凶暴なサメたち。
謎の敵Ｚによって、島根県の松
江城のお堀や宍道湖に送り込ま
れたアオザメ、シュモクザメた
ち。観光客や宍道湖の漁師たち
に襲いかかる。捕獲に乗り出す
バトル・ブレイブスだったが、
2019/8/7
するどい歯や泳ぐスピードの速
さに大苦戦。しかも、このほか
にも恐ろしいサメが送り込まれ
ているようで・・・・・・。果
たしてバトル・ブレイブスは無
事にサメたちを捕獲し、湖に平
穏を取り戻すことができるのだ
ろうか。
男の子向き知育系まちがい探し
シリーズの第1弾で、迫力満点
の恐竜たちが登場！ トーナメ
ント形式でバトルをしたり、小
2019/10/18 学校や遊園地などの現実世界で
大騒ぎしたりなど、楽しい仕掛
けがいっぱい。恐竜データも盛
り込み、遊びながら恐竜の知識
が身につく一冊。
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53

トキメキ知育BOOK
9784023318281 まちがいさがし 世界
のおしゃれ

9784023333079

親子で遊べる
の知育ぶっく

のりも

朝日新聞
出版

小賀野 実
監修

2020/1/7

女の子向き知育系まちがい探し
シリーズの第1弾で、キュート
な女の子たちが世界を旅する。
かわいくアレンジした民族衣装
2019/10/18 やキラキラのアクセサリーでお
しゃれをしながら、食べ物、お
祭り、世界遺産などを楽しむ。
遊びながら世界を知ることがで
きる一冊。

親子で楽しめる、一冊まるごと
乗り物ワールドの知育ブック。
鉄道、自動車、飛行機、船など
の乗り物図鑑解説に加えて、間
2019/11/7 違い探し、迷路、しりとり、ひ
らがな＆アルファベットなど遊
びながら学べる工夫がいっぱ
い。乗り物が大好きな3〜5歳対
象です。

1958年12月、群馬県生まれ。大阪芸術大学芸術学部写真学科卒業（ドキュメ
ンタリー専攻）。社員カメラマンを経てフリー。鉄道・働く自動車・飛行機・
船、テーマパークの乗り物を広く取材。図鑑絵本や児童図書、旅行誌の撮影執
筆、ＴＶ番組の制作監修など、多岐に活動する。1990～2011年にかけ『ＪＴ
Ｂ時刻表』のグラビアページを長期連載。1990年代後半デジタル合成の作品
作り“デジグラフ”に没頭、時刻表への連載や写真展『天気色の図鑑』（
1999年）で注目を集めた。
〈著書〉
『新幹線・特急大図鑑2011』 （JTBパブリッシング） 『大解説！のりもの
図鑑DX』 『350のりものしゃしんえほん』シリーズ全巻 （ポプラ社）
『面白いほどよくわかる新幹線』 （日本文芸社） 他多数。

＊2020年2月以降刊行予定
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1 一般書 9784022516602

人工知能 vs. 民主主義
（仮）

「相互理解」を深めて
2 ビジネス9784023318618 成果を生み出す
エンゲージメント入門

高度化する人工知能は、専門家
の職を奪うほどの判断力を備え
つつあり、様々な導入事例が登
暫譯：人工智能vs.民主
場し始めた。しかし、AIを導入
主義 「AI統治」能打造 小林啓倫2020/2/20(仮）
した機関で、思いもよらぬ影響
自由平等的世界嗎？
が出始めている。AIは神か悪魔
か。最新事例をベースに、AI統
治の未来を考える。

社員の主体的な創造性を引き出
し、成果に直結する働きがいを
生み出すマネジメント手法、今
注目の「エンゲージメント」が
黒田天兵2020/2/20(仮） ストーリーでわかる！組織改革
を任せられた営業課長の今居
は、高校の恩師で著名な経営コ
ンサルタントでもある灰出に教
えを乞うが――。

高度化的人工智能具備了有可
能奪走專家們的工作的判斷力
，也開始陸續有導入的實際案
例。
但是，導入了AI的機關，也開
始產生意料外的影響。AI是神
還是惡魔？
以最新事例為基礎，來思考AI
統治的未來。

2020/1/7

経営コンサルタント。1973年東京
都生まれ、獨協大学外国語学部卒、
筑波大学大学院修士課程修了。シス
テムエンジニアとしてキャリアを積
んだ後、米バブソン大学にてMBA
を取得。その後外資系コンサルティ
ングファーム、国内ベンチャー企業
などで活動。個人ブログ「POLAR
BEAR BLOG」は2011年度のアルフ
ァブロガー・アワードを受賞してい
る。
〈著書〉
『FinTechが変える！金融×テクノ
ロジーが生み出す新たなビジネス』
『IoTビジネスモデル革命』（朝日
新聞出版）、
訳書に『ソーシャル物理学』（アレ
ックス・ペントランド著、草思
社）、『シンギュラリティ大学が教
える 飛躍する方法』（サリム・イ
スマイル著、日経BP）など多数。

經營顧問。一九七三年生於東京，獨協大
學畢業，筑波大學碩士班結業。初入社會
時，先是擔任系統工程師累積工作經驗，
後赴美巴布森學院（Babson College）取
得MBA學位。之後以外商諮詢公司、國內
企業創業等身份活動。個人網站「北極熊
部落格」獲得2011年度Alpha Blogger
Award獎項。
<著作>
『以FinTwch改變！ 從金融*科技演伸出
的新商機』『台灣版書名：物聯網教戰守
則』（朝日新聞出版）
另有多本翻譯作品。

株式会社揚羽 インナーブランディング研究室 室長。日本ナレッジ・マネジメ
ント学会会員。1985年、神奈川県生まれ。青山学院大学国際政治経済学部
卒。
インナーブランディングにおいて500社以上の研究実績があり、日本において
「従業員エンゲージメント」の数少ない専門家として、多くの企業の理念浸透
・意識改革に携わる。2017年には電通総研と協業し、インナーブランディン
グの実績・ノウハウをまとめた「インナーに効く打ち手100」を制作。従業員
エンゲージメントに特化したオウンドメディア「BraBo!」編集長。
その他受賞歴に、2013年日本BtoB広告賞、2016年映文連優秀企画賞がある。
業界専門誌『BtoBコミュニケーション』（日本BtoB広告協会）へ寄稿実績あ
り。
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