
ラストアイヌ
反骨のアイヌ歌人森竹竹市の肖像

川嶋 康男 著

1,500円

私の中の三島由紀夫
山本 光伸 著

山本 光伸 著

山本 光伸 著

1,500円

Ｒ・チャンドラーの
「長いお別れ」をいかに
楽しむか
清水俊二vs村上春樹vs山本光伸

山本 光伸 著 1,400円

誤訳も芸のうち

1,200円

太宰ノオト

905円

1,600円

1,300円

1,800円

1,500円

1,400円

1,400円

1,400円

1,700円

1,600円

1,600円

2,286円

1,400円

1,600円

1,800円

1,800円

1,700円

1,400円

1,300円

1,600円

1,600円

1,524円

「キリマンジャロの雪」
を夢見て

1,500円

1,400円

1,300円

1,700円

ノンフィクション

和人に虐げられ、民族の誇
りをなくした“最後のアイヌ”
と自らを呼ぶ、誇り高き反
骨のアイヌ歌人、森竹竹市。
激動の時代にアイヌを生き
たその生涯を、彼の詩と、
掛川源一郎氏の写真から
紐解くノンフィクション。

海わたる聲
悲劇の樺太引揚げ船「泰東丸」
命奪われた一七〇八名の叫び
中尾 則幸 著

「留萌沖三船殉難事件」
終戦後に二千名近くの日本
人引揚者はなぜ死ななけ
ればならなかったのか―
生存者の貴重な証言をも
とに描かれる感動のドキュ
メンタリーノベル

ANA857便を奪還せよ
函館空港ハイジャック事件
15時間の攻防
相原 秀起 著

ほっかいどう先人探訪
北の歴史を彩った53人

読売新聞北海道支社編集部 編

日本中に激震が走るなか、
警視庁特殊部隊SAT支援の
下、北海道警察機動隊と刑
事が突入を敢行した―。
四半世紀の時を経て、平成
の事件史に残る“函館空港
ハイジャック事件”の全貌を
明らかにする。

現場検証　平成の事件簿
合田 一道 著

宮崎勤、酒鬼薔薇聖斗、地下
鉄サリン事件、毒入りカレー
事件、世田谷一家殺人事件、
相模原障害者施設殺傷事件、
東日本大震災。
事件記者を務めた著者が、25
の重大事件現場を訪ね、混沌
の平成30年史を紐解く。

ムツゴロウの東京物語
畑 正憲 著

自筆イラスト82点！
「産経新聞」で好評連載の
エッセイ82編を集めた第一
弾。
動物はもちろんのこと、政
治・芸能・食・スポーツまで、
ムツゴロウさん独自の切り
口で語り尽くす。

ムツゴロウのニッポン物語
畑 正憲 著

産経新聞連載分に書下ろし
を加えた、『ムツゴロウの東
京物語』に続く痛快エッセ
イ集第２弾。
テレビでは知りえない、ム
ツゴロウさん。
森羅万象への愛情と好奇
心に限界はなし！

北海道命名150年。
北海道に、こんなすごい人
がいたのか！
歴史上の人物から人気作家
にスポーツ選手、知られざ
る偉人までその人物像だけ
でなく、現代とのかかわりを
第一線の新聞記者が取材。

満州  奇跡の脱出
170万同胞を救うべく
立ち上がった3人の男たち
ポール・邦昭・マルヤマ 著／髙作 自子 訳
ＮＨＫドラマ
「どこにもない国」原案本
終戦時、帰国の途を断たれ
た170万人の日本人を救お
うと立ち上がった3人の知ら
れざる英雄たちの活躍をヴ
ィヴィッドに描いた感動の
ノンフィクション。

三島由紀夫は日本に何を
残し何を伝えたかったのか。
三島の内面を鋭く分析した
問題の書。

「嫌中」時代の中国論
藤野 彰 著

「嫌中」時代の今だからこそ
知っておくべき「中国の真の
姿」がここにある。

４４２ ＊
矢野 徹 著

米・欧で今なお英雄として
讃えられる日本人部隊。
『442連隊戦闘団』の復刻版。

廃校のうた
菅谷 誠 著

北海道の4つの廃校に残さ
れたそれぞれの物語。73枚
の写真と共に、当時の人々
の喜びと苦労がよみがえる。

出日本のすすめ
ダニエル・フィールディング 著

マスメディア界では知る人
ぞ知る日本研究家が、愛を
込めて日本を斬る！

三浦綾子論
「愛」と「生きること」の意味
増補版
黒古 一夫 著
今なお燦然と輝く三浦綾子
文学、その全てを紐解く本
格評論。

夜明けの海鳴り
北の幕末維新
合田 一道 著

北海道150年。
幕末の志士たちと北海道開
拓をめぐる22の物語。

北の墓
歴史と人物を訪ねて  上
合田 一道 著

北海道の黎明期から維新
期、大正まで、同地に関わ
る人物100人（基）を掲載。

北の墓
歴史と人物を訪ねて  下
合田 一道 著

北海道の昭和期から平成
の現在まで、同地に関わる
人物100人（基）を掲載。

死刑囚
永山則夫の花嫁
「奇跡」を生んだ461通の往復書簡
嵯峨仁朗・柏艪舎 編
永山の処刑から20年。
いま、初めて公開される二
人の愛の往復書簡。

足は十三文半、
雲つくような大男
米軍占領下札幌の光と影
パトリック・オルスキー 文・写真
松澤 時弘 文／柏艪舎 編
日・米両サイドから、米軍占
領下札幌の光と影を描く。

誰も独りでは
生きられない
公募『あなたが最も影響を受けた
人は誰ですか？』入選作品集
柏艪舎 編
64名の人生を変え、支え続
けた出会いと絆。

海と陸からの恵み
水産学博士の参議院議員が
切り拓く日本の食の最前線！
横山 信一 著
議員自らが食の現場、政治の
現場の生の声を伝える。
高校生にもオススメの一冊。

口癖の心理学
言葉の裏を読み、
本音を見抜くコツ
千石 涼太郎 著
相手の本音を口癖からさぐ
る！ 言葉の裏側に「隠れて
いる意味」がわかる本。

治る患者学
賢い患者になるための
闘病生活ハンドブック
千石 涼太郎 著
医師も看護師も教えてくれ
ない闘病の心得とは？
著者の体験的教訓。

変えよう！  日本の学校
カナダ人英語教師が提唱する
“エンパワーメント”教育
ピーター・ハウレット著／
ハヌル・ハウレット　監修・訳

自分の頭で考え、行動する
人間を育てる教育を提唱！

三途の川を
走って渡ろう
中高年のためのランニング指南
山西 哲郎 著
日本ランニング界のレジェ
ンドがその人生経験のすべ
てを伝授する。

のりゆきの痛快放談
本音DEトーク
佐藤 のりゆき 著
東国原英夫、笹本恒子、小
沢遼子、大西雅之、荻田泰
永―著者と各界で活躍す
る5名がここまで語った！

地方が輝くために
創造と革新に向けての
地域戦略15章

春をつかむ
北星学園余市高等学校
送・答辞集

小磯 修二 著
疲弊が進む「地方」の活性化
に向けて活動してきた著者
が、地域戦略を提言。

スペイン紀行
今村 楯夫 著

ヘミングウェイ研究の第一
人者による紀行文。ヘミング
ウェイはなぜ、そこまで強く
スペインに魅かれたのか。

秘めてこそ力
鈴木 邦男 著

40年間、新右翼活動をして
きた鈴木邦男が、右傾化し
た日本に警鐘を鳴らす。

日本の品格
鈴木 邦男 著

新右翼運動に40年間身を投
じた鈴木邦男が、左右の対
立する枠組みを超えて「日本
の品格」を問い直す。

仏教とお金
松岡 幹夫 著

お金が好きな方、必読の書！
仏教を生きる著者が、お金
から仏教の生命観・社会観
を解き明かす。

今村 楯夫 著
日本ヘミングウェイ協会顧
問の著者がヘミングウェイ
の愛したアフリカを辿る。

これからどこへ
向かうのか
鈴木 邦男 著
左翼の提灯持ち、と揶揄さ
れる著者が積年の真情を
吐露する。

お金が好きな人の
ための聖書入門
古賀 清敬 著
お金の話題が多い聖書か
ら、お金との向き合い方を
学ぶ。

食道がん診断専門の
医者が食道がんになった。
山本 勇 著
食道がん診断の権威の著
者が、自ら食道がんになっ
た体験を綴るエッセイ。

英語の寄り道
こぼれ道
池上 公介 著
英語教育第一人者が綴る、
英語おもしろ四方山話。楽
しみながら英語を学ぶ！

文とおじいちゃんの
歴史の旅
合田文／合田一道 著
ノンフィクション作家の著
者と歴史の謎に迫った孫
の8年間の成長記録。

ご主人、『立ち会う』なんて、
そんな生やさしい
ものじゃありませんよ。
横松 心平 著
『自宅出産・助産所出産』を
経験した夫が綴る、出産ド
キュメント。

続   札幌はなぜ、日本人が
住みたい街 No.1なのか
札幌夢追い10人衆
林 心平 著
シリーズ第2弾！ 北の大地
で活躍する10人が、〈札幌
人〉の魅力を熱く語る。
札幌はなぜ、
日本人が住みたい街
No.1なのか ＊
林 心平 著
なぜ札幌は日本人をひき
つけるのか？  その理由を
さぐる！

ほっかいどうの宝物
STVラジオ「TONちゃんの
ほっかいどう大好き」
橋本 登代子 著
“世界”を見つめる29人の北
海道人が元STVのアナウン
サーの著者と熱く語る。

縄文人の日本史
縄文人からアイヌへ
澤田 健一 著
縄文時代から連綿と続く日
本の歴史。現在の歴史観に
一石を投じる渾身の書。

日本料理力
健康長寿の秘密
栗本 併治 著
『ホテル龍名館』の総料理長
の栗本併治氏が、和食の力
を解き明かす。

我こそは借金王
借金は怖いものだと
思っているあなたへ
飯田 滉一 著
弁護士も一本取られた。
どん底債務者のお助け本！

女の駅
駅を彩るスクリーンの女神たち
臼井 幸彦 著
80人の女優の人生を切り取っ
た、駅にまつわるエッセイ集。
流政之氏による装丁・装画！

行ったぞ鉄道
列島がたごと日誌
伊東 徹秀 著
今すぐ列車に乗りたくなる、
大好評エッセイ！
「乗ってけ鉄道」の続編。

乗ってけ鉄道
列島なりゆき日誌
伊東 徹秀 著
四季折々、地方によって様々
に姿を変える日本を、列車
の窓から抒情豊かに送る。

駅と映画の
雑学ノート
臼井 幸彦 著
駅にまつわる映画のエッセン
スをおすそわけ。駅と映画の
関係をエッセイで映し出す。

根岸の里と
子規と律
柏艪舎 編
これぞ江戸下町の人間模
様―同時代を生きた生き
証人たちがここに蘇らせる。

犬の、ちょっといい話
柏艪舎 編

愛犬との心温まるエピソ
ード集、第2弾！  日本全国
から寄せられた犬たちと
の感動エピソード全54話。

柏艪舎 編
数々の苦難を乗りこえて卒
業を手に入れた生徒たち
と、彼らの恩師たちの声。

６４の犬物語
柏艪舎 編

64人の心に秘められた、と
っておきの物語。全国公募
『犬の、ちょっといい話』入
選作品集。

ぼく、学級会の
議長になった。
三神 英彦 監修・著／
沢田石 誠 著

大人になっても使える
話し合いの奥義が満載！

翻訳家を目指す方必読の書！
40年以上、第一線で活躍して
きた翻訳家山本光伸が、翻訳
界に一石を投じる。

太宰ファン待望の書。
太宰とともに生きてきた著
者が、若い読者へ贈る、太
宰文学への「案内書」

川嶋 康男 著
凍れるいのち

衝撃のノンフィクション！
山岳史上最大級の惨事、45
年の歳月を経ていま全貌
が明かされる。

原子 禅 著／亀畑 清隆 写真

旭山動物園のつくり方
『伝えるのは命』
最北の動物園からのメッセージ

人間も動物もイキイキ、の
ヒミツ教えます！
密着取材60日間のルポ。

鈴木 亜繪美 著／田村 司 監修

火群のゆくへ ＊
元楯の会会員たちの心の軌跡

三島由紀夫の死後、元楯の
会会員たちはどのように生
きてきたのか？

鈴木邦男／山口二郎／藤野彰

「日本の分」に
ついて考える  2
鈴木邦男シンポジウム3・4

日本人として日本の分、
日本のあり様を模索する。

鈴木邦男／鈴木宗男／中島岳志

「日本の分」に
ついて考える  1
鈴木邦男シンポジウム1・2

日本人として日本の分、
日本のあり様を模索する。

杉村 悦郎・杉村 和紀 編著

新選組 永倉新八の
ひ孫がつくった本

浅田次郎、立川談志ら著名
人、隊士の子孫、研究家が
永倉新八を熱く語る。

椎名 誠 著

ごんごんと風に
ころがる雲をみた。

モンゴル、チベット、アマゾ
ン…旅する作家、椎名誠の
フォトエッセイ集。

宮脇 淳子 著

教科書で教えたい
真実の中国近現代史

右派的論調を封印し、近現
代における日中間のしがら
みを冷静に分析する。

エッセイ

1,800円 2,300円 1,295円

1,800円

1,400円

1.204円

1,500円

1,200円

1,333円

1,429円

1,619円

1,800円

1,500円

1,300円

1,400円

1,300円

1,200円

1,400円

1,524円

1,524円

1,500円

1,500円

1,500円

1,500円

1,300円

おネエさまの秘め事
蜂谷 涼 著

1,400円

1,300円

1,800円

1,300円

1,600円

改訂新版  手渡そう
子どもに生きる力
水谷 惠信 著

1,400円

古武道現代
用語事典
鬼子 毅彦 著

1,500円

1,300円

1,600円

1,300円

1,300円

1,700円

1,200円

1,524円

1,600円

1,429円

1,500円

1,500円

1,500円

1,500円

今の日本に喝っ！！
蜂谷涼が恋愛・スポーツ・
政治・人生の〈喜怒恥楽〉を
ぶちまける！

なまら
内村鑑三なわたし
二つの文化のはざまで
ミシェル・ラフェイ 著
内村を研究対象としたアメ
リカ人女性によるエッセイ。

小さな詩、大きな力
ユーモア詩とエッセー
増田 修治 著
おかしくてかわいい〈ユー
モア詩〉と心温まる子育て
エッセイ。

老人よ、
ジャージを捨てよう
鈴木亜繪美／柏艪舎 著
外見と内面のおしゃれ、心
の“老い”について、作家・精
神科医らが鋭く問いかける。

豆腐と縄文人と
轡田 隆史 著
テレビ朝日系列『スーパーJ
チャンネル』コメンテータ
ーが綴る軽妙洒脱なエッセ
イ集！

にほん語お福分け
藤谷 栄也 著
NHKアナウンサー歴34年、
日本語の“達人”が語る言葉
の奥深い味わい。『ことば
徒然草』が一冊の本に！

さしつさされつ
中田 耀子／土倉 裕之 著
北海道新聞おふたいむに
連載のリレーエッセイ『さ
しつさされつ』が一冊の本
に！ 面白お酒エッセー。

らくらく風水トラベル
北海道パワースポット探訪
大谷 修一 著

有名風水師である著者のユ
ーモラスな語り口で、パワ
ースポットの魅力を紹介。

男に、残念ながら、
子育てはできません
７男３女のパパのホンネ
岸 英治 著
『ズームイン!! SUPER』でお
なじみの岸さん一家のパ
パが語る子育てエッセイ。

町長室日記 ＊
逢坂 誠二の眼

地方自治の雄と謳われる逢
坂誠二氏の原点。ニセコ町長
時代7年間にわたる日記。

旅のハジはヤミツキ
北海道、秘湯放浪食三昧始末記
川嶋 康男 著

なまらためになる穴場的北
海道の旅。JR北海道車内誌他
にて連載。

「信仰と教育」にかかわる
著者の話をまとめた講演集。
最新の講演も所収。

天才武道家が現代人に提
示する、後世に伝えるべき
古の技と心。

祭
感動！！  北海道の祭り大事典
中尾 則幸 著

総力取材8年！ 
感動の「北海道の祭り」63
を一挙掲載！！（DVD付き） 1,800円

1,500円

1,800円

誰も独りでは生き
られない  漫画版
しいや みつのり 作画
柏艪舎 編

1,190円
感動の実話エッセイ集が
漫画になって蘇る！

1,300円

週末温泉で開運！
らくらく風水トラベル
北海道編
大谷 修一 著
人気の風水研究家が贈る
お手軽で楽しい開運術！！

、


