
『ノンフィクションはこれを読め！ 2014』 掲載書籍リスト『ノンフィクションはこれを読め！ 2014』 掲載書籍リスト『ノンフィクションはこれを読め！ 2014』 掲載書籍リスト『ノンフィクションはこれを読め！ 2014』 掲載書籍リスト

ジャンルジャンルジャンルジャンル 書名書名書名書名 著者著者著者著者 出版社出版社出版社出版社 ISBN10ISBN10ISBN10ISBN10 ISBN13 ISBN13 ISBN13 ISBN13 

ベスト10・１位
背信の科学者たち
論文捏造はなぜ繰り返されるのか？

ウイリアム・ブロード、ニコラス・ウェイド=著
／牧野 賢治=訳

講談社 4062190958 9784062190954

ベスト10・２位
真実
新聞が警察に跪いた日

高田 昌幸=著
KADOKAWA/角川書店
角川文庫

4041013232 9784041013236

ベスト10・３位
殺人犯はそこにいる
隠蔽された北関東連続幼女誘拐殺人事件

清水 潔=著 新潮社 4104405027 9784104405022

ベスト10・4位
紙つなげ！彼らが本の紙を造っている
再生・日本製紙石巻工場

佐々 涼子=著 早川書房 4152094605 9784152094605

ベスト10・4位
ヤンキー経済
消費の主役・新保守層の正体

原田 曜平=著
幻冬舎
幻冬舎新書

434498336X 9784344983366

ベスト10・6位 仁義なきキリスト教史 架神 恭介=著 筑摩書房 448089313X 9784480893130

ベスト10・7位 教誨師 堀川 惠子=著 講談社 4062187418 9784062187411

ベスト10・7位
人間と動物の病気を一緒にみる
医療を変える汎動物学の発想

バーバラ・N・ホロウィッツ、キャスリン・バウアーズ＝著
／土屋 晶子=訳

インターシフト 4772695389 9784772695381

ベスト10・7位
名誉の殺人
母、姉妹、娘を手にかけた男たち

アイシェ・ヨナル=著
／安東 建=訳

朝日新聞出版
朝日選書

4022630078 9784022630070

ベスト10・7位 寄生虫なき病
モイセズ・ベラスケス=マノフ=著
／赤根 洋子=訳

文藝春秋 4163900357 9784163900353

日本史 〈三越〉をつくったサムライ日比翁助 林 洋海＝著 現代書館 476845707X 9784768457078

日本史
種痘伝来
日本の〈開国〉と知の国際ネットワーク

アン・ジャネッタ＝著
／廣川 和花、木曾 明子＝訳

岩波書店 4000259369 9784000259361

日本史 かつお節と日本人 宮内 泰介、藤林 泰＝著
岩波書店
岩波新書

400431450X 9784004314509

日本史
江戸学入門
江戸の理系力

洋泉社編集部=編 洋泉社 4800303737 9784800303738

日本史
戦争という見世物
日清戦争祝捷大会潜入記

木下 直之＝著
ミネルヴァ書房
叢書・知を究める

4623067874 9784623067879

日本史
 「格差」の戦後史
階級社会 日本の履歴書　増補新版

橋本 健二＝著
河出書房新社
河出ブックス

4309624669 9784309624662

世界史
シャルル・ドゴール
民主主義の中のリーダーシップへの苦闘

渡邊 啓貴＝著 慶應義塾大学出版会 4766420454 9784766420456

世界史
英国二重スパイ・システム
ノルマンディー上陸を支えた欺瞞作戦

ベン・マッキンタイアー=著
／小林 朋則=訳

中央公論新社  4120045463 9784120045462

世界史
マチュピチュ探検記
天空都市の謎を解く

マーク・アダムス＝著
／森 夏樹＝訳

青土社 4791767136 9784791767137

世界史
FBI秘録
その誕生から今日まで（上・下）

ティム・ワイナー＝著
／山田 侑平＝訳

文藝春秋
4163900179
/ 4163900187

9784163900179
/ 9784163900186

世界史
ガガーリン
世界初の宇宙飛行士、伝説の裏側で

ジェイミー・ドーラン、ピアーズ・ビゾニー＝著
／日暮 雅通＝訳

河出書房新社 4309206263 9784309206264

民俗・風俗
世界が認めたニッポンの居眠り
通勤電車のウトウトにも意味があった！

ブリギッテ・シテーガ＝著
／畔上 司＝訳

阪急コミュニケーションズ 4484131072 9784484131078

民俗・風俗
死者を弔うということ
世界の各地に葬送のかたちを訪ねる

サラ・マレー＝著
／椰野みさと＝訳

草思社 4794220596 9784794220592

民俗・風俗 実録　ドイツで決闘した日本人 菅野 瑞治也＝著
集英社
集英社新書

4087207110 9784087207118

民俗・風俗 検証・学歴の効用 濱中 淳子＝著 勁草書房 4326653817 9784326653812

民俗・風俗 キルギスの誘拐結婚 林 典子＝著 日経ナショナルジオグラフィック社 4863132816 9784863132818

民俗・風俗 流星ひとつ 沢木 耕太郎＝著 新潮社 4103275162 9784103275169

事件・事故
家族喰い
尼崎連続変死事件の真相

小野 一光＝著 太田出版 4778313828 9784778313821

事件・事故 謝るなら、いつでもおいで 川名 壮志＝著 集英社 4087815501 9784087815504

事件・事故
記者たちは海に向かった
津波と放射能と福島民友新聞

門田 隆将＝著 KADOKAWA/角川書店 4041107342 9784041107348

事件・事故
ルポ虐待
大阪二児置き去り死事件

杉山 春＝著
筑摩書房
ちくま新書

4480067353 9784480067357

事件・事故
誘蛾灯
鳥取連続不審死事件

青木 理＝著 講談社 406218673X 9784062186735

事件・事故 血盟団事件 中島 岳志＝著 文藝春秋 4163765506 9784163765501

ビジネス 申し訳ない、御社をつぶしたのは私です。
カレン・フェラン＝著
／神崎 朗子＝訳

大和書房 4479794336 9784479794332

ビジネス
第五の権力
Googleには見えている未来

エリック・シュミット、ジャレッド・コーエン＝著
／櫻井 祐子＝訳

ダイヤモンド社 4478017883 9784478017883

ビジネス
嫌われる勇気
自己啓発の源流「アドラー」の教え

岸見 一郎、古賀 史健＝著 ダイヤモンド社 4478025819 9784478025819

ビジネス キレイゴトぬきの農業論 久松 達央＝著
新潮社
新潮新書

4106105381 9784106105388

ビジネス
LEAN IN(リーン・イン)
女性、仕事、リーダーへの意欲

シェリル・サンドバーグ＝著
／村井章子＝訳

日本経済新聞出版社 4532318971 9784532318970

ビジネス
イーロン・マスクの野望
未来を変える天才経営者

竹内 一正＝著 朝日新聞出版 4023312541 9784023312548

ビジネス
HIGH LINE
アート、市民、ボランティアが立ち上がるニューヨーク流都市再生の物語

ジョシュア・デイヴィッド、ロバート・ハモンド＝著
／和田 美樹＝訳

アメリカン・ブック＆シネマ 4903825094 9784903825090

ビジネス
ゼロ
なにもない自分に小さなイチを足していく

堀江 貴文＝著 ダイヤモンド社 4478025800 9784478025802

ビジネス
史上最大の決断
「ノルマンディー上陸作戦」を成功に導いた賢慮のリーダーシップ

野中郁次郎、荻野進介＝著 ダイヤモンド社 447802345X 9784478023457

社会
暴露
スノーデンが私に託したファイル

グレン・グリーンウォルド＝著
／田口 俊樹、濱野 大道、武藤 陽生＝訳

新潮社 4105066919 9784105066918

社会
悪い奴ほど合理的
―腐敗・暴力・貧困の経済学

レイモンド・フィスマン、エドワード・ミゲル＝著
／田村 勝省＝訳／溝口 哲郎＝解説

NTT出版 4757123280 9784757123281

社会 アルビノを生きる 川名 紀美＝著 河出書房新社 4309021913 9784309021911

社会
生理用品の社会史
タブーから一大ビジネスへ

田中 ひかる＝著 ミネルヴァ書房 4623066916 9784623066919

社会
国家はなぜ衰退するのか
権力・繁栄・貧困の起源（上、下）

ダロン・アセモグル、 ジェイムズ・A・ロビンソン＝著
／鬼澤 忍＝訳／稲葉 振一郎＝解説

早川書房
4152093846
/ 4152093854

9784152093844
/ 9784152093851

社会
年収は「住むところ」で決まる
雇用とイノベーションの都市経済学

エンリコ・モレッティ＝著
／池村 千秋＝訳／安田 洋祐＝解説

プレジデント社 4833420821 9784833420822

社会
ロングウォーク
爆発物処理班のイラク戦争とその後

ブライアン・キャストナー＝著
／安原 和見＝訳

河出書房新社 4309206360 9784309206363

社会 犯罪は予測できる 小宮 信夫＝著
新潮社
新潮新書

4106105373 9784106105371

社会
排泄物と文明
フンコロガシから有機農業、香水の発明、パンデミックまで

デイビッド・ウォルトナー=テーブズ＝著
／片岡 夏実＝訳

築地書館 4806714763 9784806714767

社会
ハンナ・アーレント
「戦争の世紀」を生きた政治哲学者

矢野 久美子=著
中央公論新社
中公新書

4121022572 9784121022578

社会
生き心地の良い町
この自殺率の低さには理由(わけ)がある

岡 檀＝著 講談社 4062179970 9784062179973

社会
レックス
戦場をかける犬

マイク・ダウリング＝著
／加藤 喬＝訳

並木書房 489063309X 9784890633098
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アート・スポーツ
野口哲哉ノ作品集
侍達ノ居ル処。

野口 哲哉＝著 青幻舎 4861524296 9784861524295

アート・スポーツ 戦場に散った野球人たち 早坂 隆＝著 文藝春秋 4163900756 9784163900759

アート・スポーツ チームラボって、何者？ 猪子 寿之＝監修 マガジンハウス 4838726317 9784838726318

アート・スポーツ
藤森照信×山口晃
日本建築集中講義

藤森 照信、山口 晃＝著 淡交社 4473038858 9784473038852

アート・スポーツ はみだす力 スプツニ子!＝著 宝島社 480021792X 9784800217929

アート・スポーツ
世界でいちばん貧しくて美しいオーケストラ
エル・システマの奇跡

トリシア・タンストール＝著
／原賀 真紀子＝訳

東洋経済新報社 4492443991 9784492443996

アート・スポーツ
日本美術全集
10 黄金とわび

荒川 正明＝著 小学館 409601110X 9784096011102

アート・スポーツ エロの「デザインの現場」 有野 陽一＝著 アスペクト 4757223102 9784757223103

アート・スポーツ
ナショナル　ジオグラフィック
プレミアム　フォト　コレクション

リー・ベンデビッド・バル ほか＝著
／ナショナル ジオグラフィック＝編集／福原 義春＝序文

日経ナショナルジオグラフィック社 4863132360 9784863132368

教養・雑学
辞書になった男
ケンボー先生と山田先生

佐々木 健一＝著 文藝春秋 4163900152 9784163900155

教養・雑学 産後クライシス 内田 明香、坪井 健人＝著
ポプラ社
ポプラ新書

4591136779 9784591136775

教養・雑学 一度、死んでみましたが 神足 裕司＝著 集英社 4087860299 9784087860290

教養・雑学 イベリコ豚を買いに 野地 秩嘉＝著 小学館 4093883653 9784093883658

教養・雑学 人生エロエロ みうら じゅん＝著 文藝春秋 4163900551 9784163900551

教養・雑学
脳のワーキングメモリを鍛える!
情報を選ぶ・つなぐ・活用する

トレーシー・アロウェイ、ロス・アロウェイ＝著
／栗木 さつき＝訳

NHK出版 4140816236 9784140816233

教養・雑学
ウルトラマンが泣いている
円谷プロの失敗

円谷 英明＝著
講談社
講談社現代新書

4062882159 9784062882156

教養・雑学 捨てる女 内澤 旬子＝著 本の雑誌社 4860112482 9784860112486

教養・雑学 世界出張料理人 狐野 扶実子＝著 KADOKAWA/角川書店 4041105544 9784041105542

教養・雑学 風に吹かれて 鈴木 敏夫＝著 中央公論新社   4120045293 9784120045295

教養・雑学
鳶
上空数百メートルを駆ける職人のひみつ

多湖 弘明＝著 洋泉社 4800303567 9784800303561

教養・雑学
あかんやつら
東映京都撮影所血風録

春日 太一＝著 文藝春秋 4163768106 9784163768106

生物・自然 深海の怪物 ダイオウイカを追え！ 窪寺 恒己 ＝著
ポプラ社
ポプラサイエンスランド

4591135152 9784591135150

生物・自然
野生のオーケストラが聴こえる
― サウンドスケープ生態学と音楽の起源野生のオーケストラが聴こえる

バーニー・クラウス＝著
／伊達 淳＝訳

みすず書房 4622077949 9784622077947

生物・自然 ペンギンが教えてくれた物理のはなし 渡辺 佑基＝著
河出書房新社
河出ブックス

4309624707 9784309624709

生物・自然 寄生蟲図鑑　ふしぎな世界の住人たち
スタジオ大四畳半=著作編集
／公益財団法人 目黒寄生虫館＝監修

飛鳥新社
飛鳥新社ポピュラーサイエンス

486410252X 9784864102520

生物・自然 二万年の奇跡を生きた鳥　ライチョウ 中村 浩志＝著 農山漁村文化協会 4540121189 9784540121180

生物・自然 ねずみに支配された島
ウィリアム・ソウルゼンバーグ＝著
／野中 香方子＝訳

文藝春秋 4163900810 9784163900810

生物・自然 微生物ハンター、深海を行く 高井 研＝著 イースト・プレス 4781610064 9784781610061

生物・自然
定本　黒部の山賊
アルプスの怪

伊藤 正一＝著 山と渓谷社 4635047687 9784635047685

医学・心理学
糖尿病とウジ虫治療
マゴットセラピーとは何か

岡田 匡＝著
岩波書店
岩波科学ライブラリー

4000296175 9784000296175

医学・心理学 ぼくは数式で宇宙の美しさを伝えたい
クリスティン・バーネット＝著
／永峯 涼＝訳

KADOKAWA/角川書店 4041106621 9784041106624

医学・心理学
アノスミア
わたしが嗅覚を失ってからとり戻すまでの物語

モリー・バーンバウム＝著
／ニキ リンコ ＝訳

勁草書房 4326750510 9784326750511

医学・心理学
生きていく絵
アートが人を〈癒す〉とき

荒井裕樹＝著 亜紀書房 475051330X 9784750513300

医学・心理学 おっぱいの科学
フローレンス・ウィリアムズ＝著
／梶山 あゆみ＝訳

東洋書林 4887218141 9784887218147

医学・心理学
99%ありがとう
ALSにも奪えないもの

藤田 正裕＝著 ポプラ社 4591136817 9784591136812

サイエンス
京都大学人気講義 サイエンスの発想法
化学と生物学が融合すればアイデアがどんどん湧いてくる

上杉 志成＝著 祥伝社 4396614918 9784396614911

サイエンス
自然を名づける
なぜ生物分類では直感と科学が衝突するのか

キャロル・キサク・ヨーン＝著
／三中 信宏、野中 香方子＝訳

NTT出版 4757160569 9784757160569

サイエンス 人体探求の歴史 笹山 雄一＝著 築地書館 4806714607 9784806714606

サイエンス
非線形科学
同期する世界

蔵本 由紀＝著
集英社
集英社新書

4087207374 9784087207378

サイエンス
ドーナツを穴だけ残して食べる方法
越境する学問―穴からのぞく大学講義

大阪大学ショセキカプロジェクト＝著 大阪大学出版会 4872594703 9784872594706

サイエンス
地球進化　46億年の物語
「青い惑星はいかにしてできたのか

ロバート・ヘイゼン＝著
／円城寺 守＝監修／渡会 圭子＝訳

講談社
ブルーバックス

4062578654 9784062578653

サイエンス
そして最後にヒトが残った
ネアンデルタール人と私たちの50万年史

クライブ・フィンレイソン＝著
／上原 直子＝訳／近藤 修＝解説

白揚社 4826901704 9784826901703

サイエンス
フラクタリスト
マンデルブロ自伝

ベノワ・B・マンデルブロ＝著
／田沢 恭子＝訳

早川書房 415209401X 9784152094018

サイエンス
スリランカの赤い雨
生命は宇宙から飛来するか

松井 孝典＝著 角川学芸出版 4046532882 9784046532886

サイエンス にわかには信じられない遺伝子の不思議な物語
サム・キーン＝著
／大田 直子＝訳

朝日新聞出版 402331238X 9784023312388

サイエンス
宇宙はなぜこのような宇宙なのか
人間原理と宇宙論

青木 薫＝著
講談社
講談社現代新書

4062882191 9784062882194

対談 仕事に効く 教養としての「世界史」 出口 治明＝著 祥伝社 4396614837 9784396614836

著者インタビュー 「最高の授業」を、世界の果てまで届けよう 税所 篤快＝著 飛鳥新社 486410249X 9784864102490

著者インタビュー
簡単、なのに美味い！
家めしこそ、最高のごちそうである。

佐々木 俊尚＝著 マガジンハウス 4838726457 9784838726455
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