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『方丈記私記』

掘田善衛／ちくま文庫 （本体 700 円＋税）

個人にとって戦争とは何か
とある事情でここ数年、第二次大戦時の日本について調べています。 虐殺、
人種差別、 天皇制、 原爆、 東京裁判、 学徒出陣、 近代の超克…etc.

色々

なキーワードを軸に様々な立場で戦争が語られます。 時に感情抜きの図式
的理解が必要な場合もあります。 そんなとき私は本書の冒頭 10 頁目 「戦
争という厖大な～」 に始まる一節を思い出すようにしています。 私はこの

寡聞にして、 谷崎ほど堂々と生き抜いた小説家を知らない。 群れず、 余
後といえども決して揺らぐことはなかった。 交友、 芸能、 食事……、 生活
のすべてが文芸に帰結するといった生半可なものではない、 作家自らが
意図する文芸的生活を作り上げている。 ただただ敬服するばかり。

往来堂書店

計な事はせず、 ひたすらに己の文芸を貫き通した一生涯、 それは戦中戦

（選 ： 異儀田誠／往来堂書店）

店長

井伏鱒二／新潮文庫 （本体 430 円＋税）

鱒二で呑む

この一冊があれば肴はいらない

笈入建志

『駅前旅館』

子供の頃から大切にしている本︑今年いちばんおもし

谷崎潤一郎という生き方

ろかった本︑こないだ読んでびっくりした本︒

谷崎潤一郎 ／中公文庫 （本体 781 円＋税）

読書は一人でするものです︒でも︑一冊の本をあなた

『月と狂言師』

と私の間においておしゃべりできることの幸せ︑とい

（選 ： 菅龍典／中央公論新社 ・ 文芸局第二編集部）

うのもあると思います︒

ているように思われるのです。

本を受け取るだけではなくて︑読んだらなにかを言い

そして、 ここで示されていることは、 現代に生きる我々の生をも射程に入れ

にくる場所になることができたら︑楽しそうです︒

言葉以上に、 戦争の本質をまざまざと思い知らされる言葉を知りません。

舞台は上野。 高度成長期、 団体客に沸く駅前旅館の古株番頭によるひと
り語り。 深夜の風呂に酒に酔って乱入してきた客一行。 湯船で居眠りして
たらその中の女にいきなり腕をつねられた。 「ハグイたまであった」 女の
耳朶をきっかけに、 戦前の吉原を回想する冒頭から、 艶ある名調子にの
せて人生の悲喜こもごもが綴られます。 旅館業の裏話、 個性際立つ番頭
仲間たちとの友情、 小料理屋の女将との色恋、 男やもめの生きざまをと
おして、 戦後を脱ぎ捨て移りゆく世相を巧みに描いた傑作です。 映画でご
覧になった方もぜひ ！
（選 ： 宮地美華子／古書ほうろう）

3

3

2

『あまからカルテット』

柚木麻子／文春文庫 （本体 560 円＋税）

『挾み撃ち』

後藤明生／講談社文芸文庫 （本体 980 円＋税）

女子校版 ・ 探偵！ナイトスクープ

２代目 ・ 後藤明生のいとうせいこう氏も絶賛

ある友人とご飯を食べていた時、 本書と一緒に 「探偵！ナイトスクープ」

あの外套はいったいどこに消え失せたのだろう？——。 お茶の水橋の上で

なるテレビ番組を教えてもらいました。 西田敏行局長のもと、 お笑い芸人

たたずんでいた 〈わたし〉 は、 ある朝とつぜん、 20 年前、 東京へ出て

たちが地道に足を使い、 視聴者からの依頼に応えるというもの。 『あまか

来た際に着ていた、 旧陸軍の外套のことを思い出す……。 「小説とは、

らカルテット』 の方はというと、 私立女子中学からずっと仲良しのアラサー

あらゆるジャンルとの混血＝分裂によって自己増殖する超ジャンルである」

女子四人組が、 恋や仕事の悩みを解決すべく、 稲荷寿司、 甘食、 ハイボー

と評した小説家 ・ 後藤明生。 第 150 回 ・ 芥川賞の候補作となった、 い

ル、ラー油、おせちと数々の 「あまから」 をヒントに奔走します。 他人にとっ

とうせいこう氏の『鼻に挟み撃ち』は、本作とゴーゴリの『鼻』を下敷きにし、

ては気にならない？ でも本人にとっては一大事。 そんな事件を解決する

なんと本人は 「２代目 ・ 後藤明生」 を襲名 !?

のが共通のほっこりポイントなのです。

（選 ： ツカダマスヒロ／編集者、 往来堂書店）

（選 ： 小田垣／文藝春秋）

『ばかもの』

絲山秋子／新潮文庫 （本体 430 円＋税）

これから書かれる小説のために

大切なものを失ったとき、 何かが損なわれたときにさらに転がり込む穴が

小説を語ることは難しい。 小説の構造とか物語レベルの話なら誰でもでき

ある。 どんなにもがいても抜け出せず、 見える世界すべてはくすんだ色に

るが、やはり小説を読むという経験によって得られる 「何か」 はそれが 「何

なった。 そんな、 沈み込んだどん底をさまよう中での邂逅。 そこから一歩

か」 と呼ばれている時点で人には伝えられない。 それでも必死になってそ

ずつ、 一歩ずつ踏み出して世界に色を塗り直していく。 決して取り戻され

の 「何か」 を伝えようとするのが小説家なのかもしれない。 小島信夫と

ることはないけれど、 共に歩むその先には違った形の生きる道がある。 人

保坂和志の往復書簡 「小説修業」 は二人の小説家の小説ガチンコバト

生はいつだってやり直せる。

ルで、 保坂和志がとにかくキレキレ。 「ヒエー、 そんなこと言っちゃってい

いつもカバンに入れて持ち歩いている僕のバイブル。 全ページが愛おしい

いのかよー」 という球をばんばん投げまくってます。 小説好きはもちろんの

です。

こと何かを作ったりしている全ての人に。

（選 ： 橋本亮二／朝日出版社 酒部）

（選 ： 湯浅圭太／往来堂書店）

原田マハ／徳間文庫 （本体 638 円＋税）

これぞ実用書！
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小島信夫 ・ 保坂和志／中公文庫 （本体 724 円＋税）

満たされることのない渇きと共に歩んでいく

『本日は、 お日柄もよく』
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『小説修業』

結婚式のスピーチに使える

『ナチュラル ・ ウーマン』

松浦理英子／河出文庫 （本体 620 円＋税）

人間の恋愛は遺伝子戦略に勝てるか？

出来過ぎた人物に、 都合のよすぎる出来事、 思い当たる世情も入って、

かつて 「好きな人にたまたま奥さんがいただけです。」 と発言した女優さ

一気に読んでしまった。 あー、やられたなぁ。 溺愛したわけではない息子の、

んがいましたが、 本書は 「好きになった人がたまたま女性だっただけ」 と

やらなくてもいい結婚式で、 いちばん避けたい親族代表の挨拶を、 この本

いう女性の物語です。 動物行動学的には恋愛は種の保存のための遺伝

に助けられた。 恩に報い、 この一冊をすすめたい。 しかし、 言葉の使い

子戦略。 でも本書を読めば、 人間の恋愛ってそんな単純なものではない

道はもっともっと広く、 モチーフとなるものはほかにあったはず……の苛立

と思えるハズ。 主人公の打算の無い純粋な生き方を、 きりっと透明感の

ちとともに読まれたし。

ある文章で体感してください。

（選 ： 山﨑範子／谷根千工房）

（選 ： 小野坂祥子／往来堂書店）
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『夜が明けたら』

小松左京／ハルキ文庫 （本体 952 円＋税）

『雪の断章』

佐々木丸美／創元推理文庫 （本体 880 円＋税）

表題作だけでも読んで！！ （短編集です）

雪のように消えた幻の作家

「小松左京」 といえば知らない人はいないでしょうけれど、 短編集となると

活動期間わずか9年。 17作の小説を残して沈黙し、 知る人ぞ知る存在と

どうでしょう？

こちらはＳＦファンとはいえない私自身が時々読み返したく

なった伝説の作家。 それが佐々木丸美である。 詩的で衒学的な文章。 迷

なるとっておきの一冊でして、 表題作 『夜が明けたら』 なんぞ、 シチュエー

宮のような構成。 日本におけるゴシックロマンを体現した希有な作風。 こ

ション自体が震災を経験した今では明日にもありそうで、 もう怖い怖い。

れほど冬が似合う作家はいない。 まずは処女作である本書を寒い夜に。

でも暴力的な怖さではないのです。 「え、 そうくる？」 というヤツ。 「見ちゃ

（選 ： 海猫沢めろん／文筆業）

ダメ」 といわれている部屋の扉ほど、 開けて中を見たくなる……なんでこ
んなことを思いつくんでしょう？ （落涙） 日下三蔵さんによって再編集され
た選り抜き作品集のひとつです。
（選 ： 足立真穂／新潮社）

『稲垣足穂』

稲垣足穂／ちくま文庫 （本体 880 円＋税）

『模倣の殺意』

中町信／創元推理文庫 （本体 740 円＋税）

世界の果てからネクタイを取替えに来たへんなおじさん

魅力的な昭和アイテムは目くらまし？

足穂を初めて読むのにちょうどいい一冊かと思う。 正直、 彼の特異な嗜

文庫本葉書 （詳しくは店員さんに） を作るために、 わたしにとって新しい

好 （A感覚とか） 全てを理解するのはむずかしいが、 イナガキタルホとい

作家の本をいつも探しています。 この本は往来堂さん経由で知った本で、

うおじさんがつい最近まで日本に生きていてくれたことは私にとってとても

読み終わったときに 2013 年の中町信ブームがはじまりました。 1970 年

心強いことだ。一生改稿し続けた『一千一秒物語』は処女作にして集大成、

代には当たり前のアイテムがいい ！

その他のものはその解説にすぎないと言っている。 書割の街、 ブリキ製の

ハイライト （煙草） ……ちょっとした言葉、さりげなくあるものにぐっときます。

お月様、 人間ですらボール紙を切り抜いた人形でしかない。 文明の行き

でも、 そんなものに気を取られていると、 第四部で突きつけられる著者か

着くところまで行った果て。 未来のことを考えて閉塞感と絶望感にやられ

らの挑戦状に大慌てすることになるのでご注意を。

そうになると、 いつもここへ逃げてくる。

（選 ： 功刀貴子／ book pick orchestra）

高級アパート、 電話交換台、 食堂車、

（選 ： ますこえり／イラストレーター）

『刺青の男』

レイ ・ ブラッドベリ

小笠原豊樹訳／ハヤカワ文庫 SF （本体 1040 円＋税）

『異形の白昼 恐怖小説集』

筒井康隆編／ちくま文庫 （本体 900 円＋税）

祝ストーンズ来日、 って実は関係ないみたいだけど。

戦慄が あとを引く

原題は 「The Illustrated Man」 で 「Tatoo You」 でないことを今回初

20年程も前に読んだのに、 今でもふとした瞬間この本の中のイメージが

めて知った。 ミック ・ ジャガーがブラッドベリ読んでたわけじゃなかったん

蘇ってくることがあります。 「くだんのはは」 「母子像」 「長い暗い冬」 に

だ……。 あ、 でも中の短編の一つ、 「ロケット ・ マン」 はエルトン ・ ジョン

共通する、 古い邸宅のひと間に悲しい “異形” がひっそり座っている……

の同名曲の元ネタみたい。 どちらもちょっと切なくなる名作。 バーニー・トー

という情景が特に旅先の宿などで思い出され、 私の肌をチリチリッとさせ

ピンとブラッドベリは、 何と無く合う気がします。

るのです。 曖昧な記憶による恐怖を払拭しようと、 昨年ちくま文庫化され

（選 ： しまけいいち／根津映画倶楽部）

た本書を再読してみたのですが、 逆効果だったかもしれません。 やっぱり、
こわい……。
（選 ： 尾仲由布子／往来堂書店）
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『TOKYOHEAD RE:MASTERED』

大塚ギチ／ bootleg! Books （本体 1429 円＋税）

『新美南吉童話集』

新美南吉 ／ハルキ文庫 （本体 680 円＋税）

「ゲームに熱狂したあの頃」 を描く名著、 ついに復刻 ！

「失われたものへの悼み」 に心を揺さぶられる

1993年にゲームセンターに登場した３Ｄ対戦格闘ゲーム 『バーチャファイ

昨年生誕 100 年を迎えた新美南吉の童話を、この歳になって初めて読み、

ター』 は、 ユーザーからの熱狂的支持を受け、 数多くのスタープレイヤー

強く心を揺さぶられた。 南吉は、 大きくなること、 新しくなることの正しさ

を生み出した。 本書はそんな「ゲームが生み出した熱狂」の時代を、スピー

を認めながらも、 それにより消えてしまう何ものかをいつくしんだ。 『おじい

ド感溢れる筆致で描き出したノンフィクション。1995 年に単行本発売以降、

さんのランプ』 でたたき割られるランプ、 『花をうめる』 で地中に隠された

絶版となっていたが、 2013年１月、 インディーズで加筆のうえ復刻を果た

花のように、 失われたものはなんとはかなく、 美しく見えるのだろう。 病身

した。 元ゲーム ・ キッズの私が読んで胸を熱くした一冊。 ぜひご一読を ！

だった南吉は、 29歳という若さで亡くなることを予感していたのかもしれ

（選 ： 梶原治樹／千駄木在住、 出版社勤務）

ない。 南吉が暮らした愛知県の半田という町を、いつか訪れてみたいと思っ
ている。
（選 ： 南陀楼綾繁／ライター、 編集者）

『ねにもつタイプ』

岸本佐知子／ちくま文庫 （本体 600 円＋税）

『山之口貘詩文集』

山之口獏／講談社文芸文庫 （本体 1200 円＋税）

外で読んではいけません

よれよれで力強くて、 まっすぐでどっか変

翻訳家による散文集。 現実と妄想を行ったり来たり。 振れ幅は激しいのに

獏さん。 どうしても 「さん」 付けで呼びたくなる詩人です。 なんでしょう？

分析は冷静、 そこがすごく可笑しい。 何度目でも吹き出さずにはいられな

この親近感。 仲の良い叔父さんみたい。 獏さんに 「詩」 があって本当に

い。 クラフト・エヴィング商會の挿絵も秀逸。 我慢すると変な声が出るから、

良かった。 なかったら、 この人どうなっちゃってたんだろ （笑）。 懸命に生

特に電車の中は危険よ。 人ごととは思えぬ 「あるある」 が多くて、 私は

きて、 懸命に書かれた獏さんの言葉たちは、 切実なのにとことん愛嬌が

脳内で勝手に著者と意気投合している。また、気取らず小気味良い文章は、

ある。 幸せな人。 読む者を幸せな気分にしてくれる人。

言葉を生業にする人ならでは。 岸本さんには、 いつか長編小説を書いて

（選 ： 花本武／ブックス ・ ルーエ）

ほしい ！
（選 ： 坂崎紀子／喫茶橙灯 ・ 菓子製造業小匙）

『ナンセンスの絵本』

エドワード ・ リア

柳瀬尚紀訳／ちくま文庫 （本体 777 円＋税）

『夜のミッキー ・ マウス』

谷川俊太郎／新潮文庫 （本体 324 円＋税）

めくるめくナンセンスのオリンピック ！

「どうして今、 わざわざ詩を読むか？」

「外は木枯し／お茶は出がらし／冬の夜の基本／ 『ナンセンスの絵本』

「夜のミッキー ・ マウスは 昼間より難解だ むしろおずおずとトーストを

／ 絵 も 詩 も 愛 ら し」 ーー リ メ リ ッ ク と 呼 ば れ る イ ギ リ ス の 戯 歌 は

かじり

「a-a-b-b-a」 と脚韻を踏む五行詩。 その世界は超現実的且つスリリング、

どうして今、 わざわざ詩を読むのか？

なにやらナンセンスを競うオリンピックに紛れ込んだ気分です。 そして本書

のミッキーマウスになります。

一番の魅力はリア本人の愛嬌のあるイラスト。 毛皮を着た人は毛玉の中

（選 ： 内山グリ／ C.A.G）

地下の水脈を散策する」
と、 この本を読んでいる自分が夜

から顔を出しているし、 走る馬はどう見てもネズミで、 例えるなら熱が出て
いるときの夢のなかみたい。 それにしてもリア自身、 23 人兄弟の 20 番
目だなんてちょっと出来過ぎじゃありませんか。
（選 ： 平山亜佐子／挿話蒐集家、 デザイナー、 音楽家）
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『いまなんつった？』

宮藤官九郎／文春文庫 （本体 695 円＋税）

『作詞入門』

阿久悠／岩波現代文庫 （本体 920 円＋税）

ツァラトゥストラはいまなんつった

全部架空、 全部本心

ドラマにせよ舞台にせよ 「芝居」 の面白さとは、 そこで展開されている他

去年は女性誌などで歌謡曲特集が何度か組まれていて、 関心を寄せた方

人の生活を覗き見る楽しさではないのかな、 と思います。 生活とはできれ

も多いのでは？

ば退屈しないものであった方がいいけれど、 突拍子もない言動でクドく演

業界の事情は本書が初刊行された40年程前とは様変わりしていますが、

出されるよりは、 何気ない会話の中にある 「ん？」 という程度の引っ掛か

いかにして売ろうか、 いかにして共感を得ようかと考え抜き、 質の高いコ

りの方が、 日常に限りなく近い非日常として共感もしやすいのでしょうね。

ンテンツを生み出し続けた人間の仕事法が本書では明らかになっていま

他人の生活を描く名手クドカンが、 自分が聞いた言葉のみならず、 自分

す。 作詞に限らず広く創作活動に関わる方々にとって一読の価値があるは

が発した、 発するよう指示した言葉も含め、 そんな 「いまなんつった？」

ず。

と引っ掛かった言葉の森羅万象を語ります。

（選 ： 鈴木／往来堂書店）

こちらは稀代のヒットメーカー • 阿久悠の作詞論。 音楽

（選 ： サトミ／ JNS）

『アイデン＆ティティ２４歳／２７歳』

みうらじゅん／角川文庫 （本体 743 円＋税）

『名人芸の黄金時代』

山本益博／中公文庫 （本体 819 円＋税）

つまらない大人にならないための処方箋

落語と食事は似ている？

青臭くて、 不器用で、 だらしなくて、 どうしようもなくて、 失敗だらけ。 でも、

寄席で落語を聞くのが楽しくて、 この人はやっぱり最高だなとか、 この人

自分の内面にあるものを体当たりで探していく。 何をしている自分が、 自

は前のときよりもいいなとか、 その場でいろいろ思うのだけど、 でもなぜか、

分に嘘をついていないんだろうかと。 そんなださくて純粋な生き方を突き

何でそう思ったのかを後で思い返して、言葉にすることが難しい。 この本は、

つけられるショック療法が歳をとっても効きました。 ロックがテーマなので、

落語がなぜ面白いのか、 落語家は何をやっているのか、 をとても丹念に

好きな方なら笑えるコネタだらけ。 でも敢えて、 ロック？と引いてしまう方

追っている。 舞台袖からの出方や、 場面転換のやり方、 普段の食事の取

にもチャレンジしていただきたいです。 みうらじゅんさんセレクトのボブ・ディ

り方など、 目を見開かされることたくさんで、 とても面白い。 料理評論家

ランの歌詞に背中を押されますよ。 “やれることをやるだけさ、 だからうま

の著者の、 学生時代の卒論とのこと。 料理の文章もぜひ読みたくなった。

くいくんだよ”

（選 ： yotarotakashima）

（選 ： ムラタタカコ／往来堂書店）

『歌舞伎町のミッドナイト ・ フットボール』

菊地成孔／小学館文庫 （本体 695 円＋税）

『忍ばずの女』

高峰秀子／中公文庫 （本体 553 円＋税）

子どもにはわからない、 これが大人の楽しみ

かあちゃんは、 跳んでいる 「忍ばない女」

“菊地成孔” の存在を書籍流通の世界にまで浸透させた、 エッセイ ・ 評

五歳で養女にだされて叔母が 「母」 になった。 子役になり、 お金を稼ぐ

論集。 さまざまな媒体に掲載した文章を自ら解説する、 という形式です。

ようになったら 「母」 は豹変し金欲の鬼と化した。 そんな 「母」 をかあちゃ

スマートさの裏のカオスがいい具合にミックスされたスピード感ある文章

んとは呼べなかった。 「母」 の仕打ちからいつも助けてくれたのはかあちゃ

は、 クラブで踊ってる時のような高揚感を覚えます （弱ってる時はおすす

んだった。 女として生きる道をつっ走ったかあちゃんは明治生まれの跳ん

めできません）。 美しさゆえの毒が、 各所に散りばめられていて、 それを

でいる 「忍ばない女」。 高峰秀子が書いた唯一のシナリオは、 かあちゃん

刺激的で心地よいと感じるかどうかは読み手次第です。

の半生記。

まぁとにかく、 おしゃれでぐちゃぐちゃ感のある本です。

（選 ： 吉井孝博／やまがら文庫）

（選 ： 高柳／講談社）

11

11

10

10

『ブンブン堂のグレちゃん』

グレゴリ青山／ちくま文庫 （本体 660 円＋税）

『からくり民主主義』

高橋秀実／新潮文庫 （本体 590 円＋税）

「古本屋マンガ」 の最高峰 （だと思う）

「全部マスコミが作ったんですよ」

大阪は阪急梅田駅の近くに 「阪急古書のまち」 という古書店街がある。

普天間基地の名護市辺野古への移設に反対する稲嶺市長が再選されまし

そこに、 かつて、 加藤京文堂というお店があった。 文芸全般に強く、 なか

た。 しかし危険な米軍基地を押し付けられている （７５％も！） シマンチュと、

でも探偵小説や幻想文学の充実で、 その手のジャンルの愛好家にはよく

その負担を見て見ぬふりをするヤマトンチュといった単純な構図は沖縄に

知られた店だった。 このお店で、 いったいどれだけ散財したことか。 この

はありません。 そもそも基地は沖縄の人にとって負担であると同時に、 財

本は、 著者が同店でアルバイトをしていたころのことをエッセイマンガにま

産であり、 特権でもある。 私たちが生きていて直面するのはそのような割

とめたもの。 何度も何度も読み返しては、 今はない 「ブンブン堂」 を脳

り切れない問題ばかりで、 それをスパッと割り切れるように表現してしまう

内散策している。

マスコミへの耐性を養うのに役立つ貴重な本といえます。 原発が争点化し

（選 ： 空犬太郎／編集者、 本屋図鑑編集部）

てきた都知事選の有権者も必読。
（選 ： 笈入建志／往来堂書店）

『本と怠け者』

萩原魚雷／ちくま文庫 （本体 950 円＋税）

きかせてあなたのものがたり

古書好きのエッセイかと軽い気持ちで読み始めたら嬉しい裏切り。 本やそ

何かしら心に問題を抱えた人は、 自分自身の物語をうまく作れない、 とこ
の本の中で河合隼雄さんは小川洋子さんに語っていた （と思う）。 話すこ
とは大事だ。 自分自身の物語を大事につむいであげて、 それを小さい声
でいいから誰かに話すこと。 作家はその一人ひとりの物語が作られるとき
の、 植木鉢にさす栄養剤みたいな役割なんだろうな、 と思う。 生きている
とときどきびっくりするようなことがあるけど、 偶然が助けてくれるというこ
ともこの本が教えてくれた。 同社から出ている 「村上春樹、 河合隼雄に
会いにいく」 と兄弟 （姉妹？） のような本だと思っているのでぜひ一緒に
読んでみてください。
（選 ： ボンヌ／ hi→、 tonton など）

には結論が出なかったりします。 なのにモヤモヤしないのは著者がひたむ
きに自分の頭で考え自分のことばで表現しているからでしょうか。 一人一
編で作家を紹介する短くまとめられた前半も良いのですが、 後半小林秀
雄を扱った長めの 「批評のこと」 は敢えて最短距離を急がない良さが光っ
ています。
（選 ： 橋爪史芳／中央公論新社）
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小川洋子 ・ 河合隼雄／新潮文庫 （本体 370 円＋税）

見た目は怠け者、 頭の中はフル回転 ！
の書き手について、 とにかく徹底的に考えて、 考えすぎて脇道にそれ、 時

『マンガの描き方』

『生きるとは、 自分の物語をつくること』

手塚治虫／光文社知恵の森文庫 （本体 476 円＋税）

『ぼくは閃きを味方に生きてきた』

横尾忠則／光文社知恵の森文庫 （本体 438 円＋税）

マンガの描き方で知るマンガの本当の面白さ

この本と目があったら買い

マンガの神様によるマンガ作りの心得と技法入門。 Maker ムーヴメント以

横尾忠則は普通の人ではないだろう。 とは、 思っていたけど、 想像を遥

それも直感

来 DIY に注目が集まっているが、 遥かに以前からそれを体現してきたの

かに超えていた。 UFO の夢に始まり、 UFO や宇宙人との遭遇、 アストラ

がマンガであり、 コミケだった。 消費だけでなく、 自ら物作りをする＝マン

ル手術、 チャネリング……と驚愕体験のオンパレードだ。 当然 「ホントな

ガを描くことでよりディープに創作（物）を楽しむという文化は、コミュニケー

の？」 などと、 疑ったら終わり。 一種のエンターテイメントとしてニヤニヤ

ションを生み、 マンガ家の分厚い層を生み、 海を越えて愛される作品を生

しながら読み進めるのがいい。 併せて書かれているのが、 精神世界とリン

んだ。 「マンガは落書きから始まる」 という手塚の言葉は、 Maker ／ DIY

クした横尾なりの芸術論や人生哲学。 直感に従うというスタイルには、 肩

への動線として今こそ参照されるべきだろう。 マンガ 「ブラック ・ ジャック

の力を抜けと言われているようでハっとさせられる。 直感を信じて買って間

創作秘話」 との併読もおススメ。

違いのない一冊だ。

（選 ： 永井幸輔／弁護士、 Arts and Law、 マンガナイト）

（選 ： トノタイプ／ NOKKEL、 tonotype.com）
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『自省録』

マルクス ・ アウレーリウス

神谷美恵子訳／岩波文庫 （本体 840 円＋税）

永井良和 ・ 橋爪紳也／河出文庫 （本体 950 円＋税）

霜凍る夜、 心の冬を堪え忍ぶ

勝っても負けても、 球場に行こう

永きに亘る沈痾の不眠、 百夜の夢を乱し、 逐えども去らぬ千歳の愁い、

「あん時ゃ強かったね」 なんて、 ほんとうは言いたくないんだ。

我が臥し処のやすらいを奪う。 窓の外には霜凍り、 身には疾、 胸に歎き

タイガースファンとは別種の野球ファンたちが、 かつて大阪にいた。 現在

の募り募って眠られぬ夜、 かの隠れなき賢帝が遺筆、 独り読むともなく手

は 「ソフトバンクホークス」 と名乗るチームの、 創設からの 80 年近い歴

繰るほどに、 アラッ、 不思議！

千々に乱れた我が心、 漸次にして深き内

史をつぶさにたどる一冊。 町工場に落ちていた鉄パイプの切れ端を木槌

省のうちに鎮まり、 固く結ぼれたその想いも、 やがて円かなる灯の下に解

で叩きつつ声援を送った昔から、 ご贔屓の選手の背番号があしらわれた

ける。 「何年も後に死のうと明日死のうとたいした問題でないと考えるがよ

レプリカのユニフォームをまとったファンが集う今まで、 スタンドにおける応

い」 ……仄聞するところ、かつてミシェル・フーコーもこれを枕頭の書となし、

援スタイルの変遷について割かれたページは必読だ。 たしかにこの本は

以て思索の糧とした由、 宜なるかな。

「ファンの文化史」 である。

（選 ： 羽毛田顕吾／ブックス＆カフェ ・ ブーザンゴ）

（選 ： 木村衣有子／文筆家）

『日本人とキリスト教』

井上章一／角川ソフィア文庫 （本体 840 円＋税）

『空白の五マイル』

角幡唯介／集英社文庫 （本体 630 円＋税）

青森にキリストのお墓がある？

人跡未踏の秘境で、 生が輝く

青森県旧戸来 （へらい） 村にキリストのお墓があるのをご存じでしたか。

チベットの奥地ツアンポー峡谷に残された秘境 「空白の五マイル」。 長年、
多くの先達の探検心をくすぐってきたが、 その険しさから、 いまだに全貌
が明らかにされていなかった。 この五マイルを踏破した若き探検家 ・ 角幡
唯介さんによる奮闘記が本書だ。 「人跡未踏」 という言葉に惹かれ、 「そ
こに行ってみたい」 という気持ちはよくわかる。 ただ、 そうした場所の多く
は死が身近にあるから、 強烈な探検心がなければ実行しようとは思わな
い。 だからこそ、 彼の地を探検する角幡さんの文章からは、 「生の輝き」
が伝わってくる。 いやぁ、 しびれた。
（選 ： 山崎貴之／KADOKAWA角川学芸出版ブランドカンパニー書籍編
集部）

初めて子どもが外出するとき額に墨で十字を書いたり、 ダビデの星が家紋
の家があったり……。 この村はミステリースポットとして注目されているそ
うです。 う～ん、これってキリスト教信仰なの？

『日本人とキリスト教』 は、

どのように日本人がキリスト教を受け入れたのか、 信仰面だけではなく知
的好奇心からも探っていきます。 旧戸来村でおこなわれる 「キリスト祭」
は今年で50回を迎え大盛況だとか。 私も一度はキリストのお墓のまわり
で踊ってみたい！
（選 ： 竹内祐子／角川学芸出版 ・ 書籍編集部）

『歴史の夜咄』

『南海ホークスがあったころ』

司馬遼太郎 ・ 林屋辰三郎／小学館文庫 （本体 552 円＋税）

『ネルソンさん、 あなたは人を殺しましたか？』

アレン ・ ネルソン／講談社文庫 （本体 419 円＋税）

歴史はひとつではない

戦場は人を殺したり、 人から殺されたりするところです

歴史はいくつもある。 見る角度や見る人によって別の映り方をする。 この

戦争の記憶がどんどん薄れていってしまい、 日本がアメリカと戦争をしたこ

二人にあるのはその時代の地点に立ってそこから現代を見つめる目。 ゆえ

とさえ知らない若者がいると聞きました。 アメリカは戦争を続けないとまと

に話は新鮮な知識に溢れていて、 とてもリアルで、 いくつもの歴史が立ち

まらない国です。 ですからいつもどこかで戦争をしています。 ネルソンさん

上がる。 そのときどきの時代に留学していたのではないかとすら思えてくる

は高校を中退して、 １８歳になったときに軍隊に入ることで輝く自分を見つ

ほどディープだ。 古代から江戸時代まで縦横無尽な語りに圧倒されてほし

けました。 そして家族からも国からも捨てられました。 この本をあるラジオ

い。

番組で紹介したときに私は泣いてしまいました。 一人でも多くの方に読ん

（選 ： 榎本／青土社）

でいただきたいと願っています。
（選 ： 大倉眞一郎／フリーランスでいろいろ）
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『養生訓』

貝原益軒

『今日もていねいに』

『日曜日の住居学』
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『食い意地クン』

松田道雄訳／中公文庫 （本体 571 円＋税）

久住昌之／新潮文庫 （本体 460 円＋税）

今なおきらめく 301 年前の健康指南

当たり前の味、 おなじみの食体験の向こう側

3世紀以上前の江戸前期に八十すぎまで生きた偉人、 貝原益軒によって

自分は食にこだわりがない。 SNSでみずみずしい食材、 手の込んだ料理

書かれた健康論。 こんなことまで！と思う細かな指南には、 たまに頓珍漢

写真を見ても、 あまり心を動かされない。 コストをかけて名店を巡る人の

なこともあるけれど、 それもご愛嬌。 冷静に考えれば、 301年前のご老人

気持ちが理解できない……。 一方で、 個人的な食体験の話を聞くのが好

の書いた書物にここまで居住まいを正されることにこそ驚かされる。 後記

きで、 その人だけの食べる順番の決まり事や、 単に嫌いな食べ物など、

に至り 「右に書いたのは、古人のいったことをやさしくし、古人の意をうけて、

理由もなく面白い。 この本は、 そんな超個人的な食への思い入れがベー

おしひろめたものである。」 という言葉を読むころには、 古きものの価値の

スになっている。 冷静に読むと共感できない内容もあるのに、 独特の文体

尊さと、 それを今に継承する姿勢にしみじみと感銘を受ける。 年の初めに

と流れで 「あるある」 を作ってしまえる筆力がすごい。 つい 「いいね！」

こそ手にしたい一冊。

を押したくなってしまう。

（選 ： 川上洋平／ book pick orchestra）

（選 ： 本多正徳／マンガナイト）

『たべるしゃべる』

松浦弥太郎／ PHP 文庫 （本体 629 円＋税）

高山なおみ／文春文庫 （本体 790 円＋税）

腕を組まずに人の話をきいてみる

誰かのために作るから、 楽しくておいしい

「日々丁寧に」 という言葉を抱負に掲げた２年前そんな言葉が呼び寄せ出

料理家 ・ 高山なおみさんがさまざまな友人の家を訪ね、 そこで料理をし、

会った一冊。 日々の生活の中で、 ふと当たり前のようにやり過ごしていた

一緒に食べる様子をまとめた一冊。 すごく忙しくしているから。 これが好き

事、 ふるまっていた事、 気にもとめていなかった事を、 立ち止まって改め

だと言っていたから。 相手のことをじっくり考えて決めた献立は、 その人を

て考えてみる。 日々の生活の中のささやかな事にも楽しみを見いだし、 丁

喜ばせたい、 おいしいものを食べてほしいという気持ちがすみずみまで満

寧に、 大切に向き合う事で、 毎日が豊かになる。 そんなヒントを与えてく

ちていて、 まるでプレゼントのようです。 特別変わったことをしていないよう

れる一冊です。 朝、 目が覚めたら心で一言 「今日もていねいに」。

に見えるのに、 できあがった料理はいつもすごくおいしくて驚かされる高山

（選 ： 葉山万里子／こどものためのアート情報誌 tonton プロデューサー

さんのレシピもたくさん載っていますよ。

（http://tonton-art.jp）、 往来堂書道部顧問）

（選 ： 小関祥子／イラストレーター）

『体の贈り物』

宮脇檀／河出文庫 （本体 660 円＋税）

レベッカ ・ ブラウン

柴田元幸訳／新潮文庫 （本体 520 円＋税）

生活の視点から住まいを考えてみましょうよ

「物語」 を排した豊かな物語

住まいは重要である。 個人の日常生活や人生において大きな位置を占め

訳者も書いている通り、 あらすじを知ったところで本書の魅力はわからな

るのみならず、 都市、 ひいては社会のあり方にまで関連しているのである。

い。 ホームケア ・ ワーカーの目を通して、 ケアの現場が描かれる。 言って

なのに、 皆さんどうしてかくも 「無関心」 なのか ！

建築家の著者は、

しまえばそれだけだ。 ケアを受ける人たち、 あるいは 「私」 についてすら

本書で住まいのあれこれについて論じつつ訴える。 リビングルーム、 シス

ほとんど説明されず、読者はただ現場を傍観するしかない。 それでも好物、

テムキッチン、 nDK、 一戸建て……、 メディアや国策が押し付けてくるイメー

部屋のインテリア、 そこに集う友人、 恋人、 家族の姿や会話の端々から、

ジから自由になって、 多様な生き方と住まいのかたちを想像しましょうよ、

彼らの人となりが浮びあがり、 来し方に思いがむかう。 そうして別れ際に、

と。 取り上げられる設備や様式は古びても、 生活から住まいを考えるとい

何かとても大切なものを渡されたような気持ちになる。 その時にはもう、

う 「新 ・ 住居学」 のテーマは決して古びない。

彼らは私たちの友人になっている。

（選 ： 石井／不忍ブックストリート青秋部）

（選 ： 中村／不忍ブックストリート青秋部）
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『トーべ ・ ヤンソン短篇集』

トーべ ・ ヤンソン

冨原真弓訳／ちくま文庫 （本体 880 円＋税）

『山の仕事、 山の暮らし』

高桑信一／ヤマケイ文庫 （本体 950 円＋税）

懐かないリスのように

滅びゆく、 山で生きる人びとの記録

書店の棚に並ぶヤンソンの著作を、 端から一冊ずつ買っていって、 処方さ

山菜採りや炭焼き。 労力のわりに見返りの少ない仕事だ。 山の中の暮ら

れた薬をのむように読み進めるという時期があった。 リクルートスーツを着

しはあまりにも不便。 趣味でするなら楽しいけれど、 それを日常のなりわ

た夏休みのことだった。 ヤンソンは北欧に暮らしたひと。 厳寒のなか暮ら

いにと言われれば躊躇せず拒否するだろう。 だからこんな山の仕事や暮ら

すことは孤独を肯定するのだろうか。 いや、孤独はただそこにあるのだろう。

しは消えゆくだろうし読む価値がないと捨ててしまってもいい。 でも、 どう

くうきが冷えるたび、 肌はりんかくを際立たせ、 他とわたしは分離される。

してもそう言い切れない。 登場した人たちがとても魅力的だからかもしれ

特に 「リス」 という短編が好きだ。 孤島でひとり暮らす女とリスの話。 愛

ないが、 それだけでもないような気がする。 便利さと引き換えに真っ先に

玩にむかないリスというケモノが存在するということを、 折に触れきちんと

捨ててしまった物の中に、 実は大切な何かが埋まっていたのではないだろ

思い出したい。

うか。 そんな気がする。

（選 ： 楢山惠都／俳句系 zine 「hi→」）

（選 ： 糸日谷智／羽鳥書店）

『動物はすべてを知っている』

J ・ アレン ・ ブーン 上野圭一訳／ SB 文庫 （本体 638 円＋税）

わたしたちは

『食う寝る坐る

ひとつらなりのいのち

永平寺修行記』

野々村馨／新潮文庫 （本体 629 円＋税）

なんて理不尽な !?

その果てに会得したものとは？

人はほかの生きものたちと対話できる。 イヌと、 ハエと、 スカンクと、 アリ

出家をしたら、日々静かに坐禅を組んで、深い思索にふけるのだろうか——。

の大群と…… 「いま」 「ここ」 に生きることに専念し 「沈黙のことば」 を

そんな想像を見事に裏切る本です。 のっけから先輩 ・ 雲水に怒鳴られ、

使う異種間コミュニケーションの、 豊穣な報告の数々。 その扉は誰にでも

殴られ、 蹴とばされる。 朝から晩まで、 トイレから食事まで、 すべてに厳格

開かれている。 そう考えると、 世界が輝いて見えてきます。

な作法が決まっている （刑務所よりずっときつそう……）。 それを自分も追

（選 ： 丹治史彦／信陽堂編集室）

体験している気にさせられて、 ハラハラドキドキしっぱなしです。 修行の果
てに、 著者は何を会得したのか？
修行のあり方を考えたのか？

そして、 なぜ鎌倉時代に道元はこんな

シャバの暮らしに居心地の悪さを覚えた時

に、 私はふとページをめくっています。
（選 ： 川治豊成／講談社現代新書出版部）

『羆撃ち』

久保俊治／小学館文庫 （本体 638 円＋税）

卓越した筆力

冬に読みたくなる一冊

読み始めは日曜ハンターの存在が理解できなかったり、 人間の嗜好品と
なるべく、 そういう趣味を持つ人の欲求を満たすためにプロハンターは存
在するのか？とやや反発心を抱きながら読み進めたが、 著者が一人で山
に入り、 野生の生き物と対峙していく、 五感が覚醒していく部分からぐい
ぐい引っぱられていった。 自分が知っている北海道の景色に描写を重ね合
わせて広がる光景は本当に美しく、 相棒の北海道犬フチが登場してから
は、 ますます想像力が刺激され、 まるで物語を読む面白さ。 ノンフィクショ
ンであることを忘れてしまうほどだった。
（選 ： 広瀬薫／京阪神エルマガジン社 ［東京］）
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●D 坂文庫グッズ

差し上げます！

帯に付いている江戸川乱歩さんを３人集めたら
「D 坂文庫特製ポストカード」がもらえるよ（ ' jj ' ）
ミロコマチコさんのゴリラがいい感じ。やったね！

＊応募方法＊
帯の乱歩さんをレジまでお持ちください。
「D 坂文庫特製ポストカード」と交換いたします。
同時に３冊以上お買い上げの方へはその場で差し上げます。
レジにてお申し付けくださいませ。
＊なくなり次第、終了とさせていただきます。
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よろしければ、感想をお聞かせください
・この本を買ったよ

MEMO

・こんなところを面白く読んで、こう思ったよ
・この人の紹介文／セレクトがいいね

などなど……。

先着でＤ坂文庫オリジナルポストカードを差し上げます！
ペンネーム（本名でも可）をご記入の上、このページをスタッフにお渡しいただくか、
maido@ohraido.com までお寄せください。なお、頂いた感想はすべて店頭に掲示させてい
ただきます。
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往来堂書店
113-0022 東京都文京区千駄木 2-47-11
www.ohraido.com maido@ohraido.com
10am -11pm Tel&Fax : 03-5685-0807

絵・題字
デザイン

ミロコマチコ
日比藍子
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