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で、�970 年代の終わりごろに、アメ
リカ人のガーンズ氏が考案したものと
言われている。そのパズル雑誌を見た
弊社代表の鍜治が、「面白そうだから、
ニコリでもやってみよう」ということ
で、見よう見まねで問題を作って載せ
始めた。そのとき、新しいパズルを載
せるのだから名前を考えよう、という
ことになり、鍜治が大胆にも考え出し
たのが、「数字は独身に限る」である。
入る数字は１ケタ、１ケタと言えば独
り者、という連想で生まれた名前だが、
これが後に「数独」と縮められ、アル
ファベットの “SUDOKU” となって世
界中に広まっていくことになった。
　初期は、いろんな種類のパズルを展
開している「パズル通信ニコリ」で、
毎号数問ずつ載っていただけの数独だ
が、�988 年に初めての単行本「ペン
シルパズル本　数独１」を発売した。
この本は現在までずっとコンスタント
に売れ続け、ニコリでももっとも多く
売れた本になっているし、パズルの出
版全体にも大きな影響を与えたと考え
ている。「ペンシルパズル本　数独」
はその後も毎年のように新刊を出し続
けて 28 巻まで発行したし、超難問専
門という「激辛数独」シリーズまで人
気を集めるようになった。ニコリ以外
の出版社からも、さまざまなパズル本
が出るようになり、書店にも次々とパ
ズルコーナーが設けられるようになっ
た。

2005 年の出来事で人気が頂点に
　そして 2005 年、数独の人気が頂点
に達する出来事が起こる。海外での大
流行だ。2004 年の秋に、数独ファン
のニュージーランド人ウェイン・グー
ルド氏が、ロンドンのタイムズ紙に数
独を売り込み、編集者の目に止まって
数独が連載されることになった。する
と一気に注目され、2005 年の春には
イギリス中の新聞に載るようになり、

　ニコリが展開し、現在では世界中で
その名が知られているパズル「数独」
は、�984 年に初めて「パズル通信ニ
コリ」に掲載された。ということで、
今年で 30 周年を迎えたことになる。
　多くの新聞や雑誌に連載されてるパ
ズルなのでご存じの方も多いと思う
が、改めて数独の遊び方を簡単に説明
する。ヨコ９マス、タテ９マスで３マ
スごとに太線が引かれている正方形の
ワクがあり、ところどころ１ケタの数
字が入っている。そこから、まだ数字
が入っていないマスに、ヨコ列・タテ
列・太線で区切られた３×３マスのブ
ロックのどれにも、１から９までが１
つずつ入るように数字を入れていく。
　すべてのマスに、数字が重複しない
ように入ればできあがりだ。数独を解
くのに難しいコツは必要なく、この数
字にはこのマスしか入らない、という
ところを１つずつ探していけば大丈
夫。やさしい問題なら、小さなお子さ
まからお年寄りまで、どなたでも解い
て楽しむことができる。

「数独」は理系か文系かにかかわらず、
どんな人でもハマる
　ニコリは、パズル専門の出版社とし
て、クロスワードパズルなどさまざま
なパズルを手がけている。数独のよう
に数字を使うパズルもたくさんあり、
熱心なファンもついている。数字を使
うものは、どうしても理数系の人向け
専門のように思われてしまうが、数独
は計算をまったくしなくていいし、少
しの注意力を働かせれば解けるので、
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一度解ければ理系か文系かにかかわら
ず、どんな人でもハマる要素はある。
ちなみに日本だけの傾向かどうかはわ
からないが、他のパズルと比べて、数
独は年配の愛好者が多いようだ。

“SUDOKU” となって世界中に広まっ
ていく
　欧米では、数独は「日本発のパズ
ル」として広まっていったが、実は日
本で生まれたパズルではない。元はア
メリカのパズル雑誌に載っていたもの

「数独」30 周年の歩み
今後は「面白いパズルを載せて、共感して
くれる読者を着実に増やしていきたい」

30 周年を記念した「サンキュー（3 × 9 ＝ 27）
特大号」　数独通信 Vol.27　'14 年 秋号／ 2014 年
8 月 10 日発売／ B5 変型
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本が出版され、数独のテレビ番組まで
放映されるようになった。それまで日
本でも着実に人気を獲得していたパズ
ルなのだが、このときのイギリスでの
盛り上がりの速さは異様だった。１年
足らずでイギリスからヨーロッパ各
国、アメリカ、アジア各国に広まり、
2005 年の秋にようやく、「日本発の
“SUDOKU” というパズルが海外でブー
ムになっているらしいぞ」と国内のマ
スコミにも大きく注目されるように
なった。いわば「逆輸入」のパズルに
なったわけである。
　余談だが、国内では「数独」という
名称はニコリの登録商標になっている
が、海外での “SUDOKU” は、商標を
とろうとする前にあっという間に広
まって一般名詞化してしまった。国内
でニコリが編集や発行に関わっていな
い本は「数独」の名を使うことはでき
ないが、海外では、ニコリが関わって
いるかに関係なく、このパズルの本に
は “SUDOKU” の文字が使われている。
　海外で数独ブームが来る前から、数

新刊ダイジェスト
※価格は税込（消費税率 8％）表示です。

　ミニコミ誌の草分けとして �965 年に創刊され
た「話の特集」。そこに集った、思想、哲学、社会、
経営、科学、芸術、音楽、映画、芸能、文学、様々
な分野の猛者たち。まさに、各文化戦線の旗手と
呼ぶのにふさわしかった。その求心力となってい
たのが、強烈な個性で �995 年の終刊まで編集長
を務めた矢崎泰久。先に逝ってしまったが、しか
し今も著者の心に鮮烈な記憶として生きる�5人。

口開けは、脱原発の市民科学者高木仁三郎。中心
に、「わた史」を生涯かけて編む小沢昭一、締め
は、ノーベル物理学賞に最も近かった活動家水戸
巌。追想というのではない。出会いの喜び、人と
人との繋がりの不思議が存分に語られる。60 年
代の熱き息吹きを忘れまい。
◆ �750 円・四六判・268 頁・街から舎・東京・
20�4/6 刊・ISBN978-4-939�39-�9-2

『残されたもの、伝えられたこと　－６０年代に蜂起した文革者烈伝』●矢崎泰久著

　20�� 年 3 月 �� 日、東日本大震災で東京電力
福島第一原子力発電所が被災したその当日の夜、
早くも原発のメルトダウンを予測した研究者がい
た。反原発に半生をささげてきた物理学者・藤田
祐幸である。本書のタイトルにある「修羅」は、
チェルノブイリをはじめ内外の放射能被害の現場
を訪れさまよってきた現役時代の生活を指す。一
方、「地人」とは、定年後、自然環境志向型の家

を建てて移り住み、自給自足を目指している長崎
県西海市での地に根を張る生活を意味する。三浦
半島で開発からまもった「小網代の森」運動を原
点として、そんな彼を支え、人生の選択の参考と
してきたのは、宮沢賢治の生き方「ポラーノ広場」
への共感だったという。
◆ �620 円・四六判・�83 頁・南方新社・鹿児島・
20�4/5 刊・ISBN978-4-86�24-294-6

『「修羅」から「地人」へ　－物理学者・藤田祐幸の選択』●福岡賢正著

独（と同じルールのパズル）の本は国
内で多く発行されていたが、ブーム以
降はその数が爆発的に増えた。そうな
ると、数独の元祖だというだけではな
かなか本は売れなくなっているが、長
年パズルを楽しんで本を発行してきた
者としては、やはり「実際に解いてみ
て、面白いと思ってもらえるパズルを
選んで本に載せる」ことを続けてい
き、共感してくれる読者を少しずつで
も着実に増やしていきたい。実際に１
問ずつ解くのは時間がかかるので、本
の発行ペースもそんなには上げられな
い（とはいえ、現在では年間８冊以上
の数独の単行本を発行している）が、
長い目で見れば、ずっと楽しんでくれ
る人を増やすことにつながると考えて
いる。

書店でのフェアを開催中
　今年、20�4 年は数独 30 周年とい
うことで、春から書店での 30 周年
フェアなどを広く行っている。また、
2006 年から発行している『数独通信』

では、今年発行した 26 号（２月）と
27 号（８月）の２巻を「30 周年記念
号」として、数独の歴史を年表で振り
返ったり、過去の名作を紹介したりと、
読み物で味わう数独にも力を入れてい
る。
　数独は、本来はひとりで静かに解い
て楽しむものであるが、ブーム到来以
降、国内外で数独を楽しむイベントな
ども開かれるようになった。その多く
は、いちばん速く解いた人がチャンピ
オンという「早解き大会」であるが、
ギスギスした雰囲気ではなく、気軽に
参加して自分なりのスピードで解き、
他の参加者との交流を楽しむような人
も増えている。大会でなくても、町の
集会所でみんなで数独を解いて楽しん
でいる、という声も聞かれるように
なっていて、これからはコミュニケー
ションツールとしても数独が広まって
いくのではないか、と期待している。
　（あんぷく よしなお／株式会社ニコ
リ　パズル部部長兼「パズル通信ニコ
リ」編集長）
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　本書は元暴力団員の人たちへのインタビューか
ら、なぜ彼らがヤクザになったのかを明らかにし
ていきます。著者は特にそれぞれの育った環境、
周囲の人々、家族や学校との関係などを重点的に
聞き取っていきます。
　人生の進路をヤクザに定めた理由はもちろん
個々にありながら、共通する部分もあり、若者が
ヤクザへ辿りつく回路の特徴も見えてきます。特

に自尊心の回復のための暴力団加入という指摘は
興味深く、ことさらヤクザという進路が特別とい
うわけではないという気さえしてきます。巻末の
フィールドノーツからは、相手との信頼関係の醸
成や、インタビューでの細かなやり取りまで生々
しく感じ取れます。
◆ 3024 円・Ａ５判・3�4 頁・ハーベスト社・東
京・20�4/7 刊・ISBN978-4-86339-057-7

『若者はなぜヤクザになったのか －暴力団加入要因の研究』●廣末　登著

　「沖縄タイムス」で人気連載中の４コマ漫画が
ついに単行本化された。80 才のおばぁと 85 才
のおじぃ夫婦が織りなすシュールな日常に思わず
笑いを誘われる。おばぁのかわいらしいボケにお
じぃのツッコミが冴えわたる。元気いっぱいのお
ばぁと２ｍ近い身長を誇る一年中ランニング姿の
おじぃはでーじ（すごく）仲良し。方言も満載で
ちんすこうも数多く登場。地元で大人気なのも頷

ける。本書には週一回の連載だった 2005 年から
３年分の初期作品 �50 編を収録。20�3 年１月１
日からは社会面に移り、毎日掲載されている。作
者の “いいわけ言って良いわけ！？” というコー
ナーではネタ解説やプチ情報も楽しめる。おばぁ
とおじぃの活躍がますます期待される。
◆ 648 円・新書判・�65 頁・沖縄タイムス社・沖縄・
20�4/4 刊・ISBN978-4-87�27-2�5-5

『おばぁタイムス』●大城さとし著

ジャンル別
新刊案内

2014 年 7 月 1 日〜 31 日
流通センター着

※各ジャンル内での出版社名は
所在地の北から南の順に並んでいます。 価格は税込（消費税率 8％）表示です。

流通センター

　世界遺産登録を間近に控え、より注目度が
高まっている長崎県の端島炭鉱は、外観的な
特徴から「軍艦島」という通称で語られる。
しかし、この本のタイトルや本文に軍艦島と
いう名称は登場しない。
　掲載された写真は明治の草創期から昭和 49
年の閉山までのもので、無人島化以後のもの
は登場しない。島に炭鉱と暮らしがあった頃

へのこだわりが「端島」という地名に込められて
いるのであろう。かつて端島にあった都市的な炭
鉱街が失われて 40 年が経過した。軍艦島が多く
の方々に、特に首都圏など都市部の方々に注目さ
れるのは、昔日の都市的な暮らしの匂いがはっき
りと残されているからかもしれない。
◆2700円・�98mm×2�2mm判・�50頁・忘羊社・
福岡・20�4/7 刊・ISBN978-4-907902-02-5

『ＧＲＥＡＴ　ＨＡＳＨＩＭＡ　大いなる端島』●端島閉山４０周年記念事業実行委員会編

【雑誌】

◆文芸あおもり　第１６１号　野沢
　省悟編　Ａ５　227 頁　１２９６
円　青森県文芸協会出版　［青森］　
978-4-503-2029�-8　�4/07
◆あおもり草子　Ｎｏ．２２４　企画
集団ぷりずむ編　Ａ４　64 頁　５００

円　 企 画 集 団 ぷ り ず む　［ 青 森 ］　
978-4-503-20287-�　�4/08
◆ゆきのまち通信　１５３　企画集
団 ぷ り ず む　 Ａ ５　50 頁　 ５ ０ ０
円　 企 画 集 団 ぷ り ず む　［ 青 森 ］　
978-4-503-20272-7　�4/07
◆榛名団　１１号　富沢　智編　Ａ５
　86 頁　６２０円　榛名まほろば出版
　［群馬］　978-4-503-2028�-9　�4/06

◆ＧＲＥＥＮ　ＲＥＰＯＲＴ　４１５
　 廣 瀬　 仁 編　 Ａ ４　�92 頁　
２８００円　地域環境ネット　［埼玉］
　978-4-905457-47-3　�4/07
◆子どもと昔話　Ｎｏ．６０　小澤昔
ばなし研究所編　Ａ５　79 頁　８５３
円　小澤昔ばなし研究所　［神奈川］　
978-4-902875-62-�　�4/07
◆洪水　第１４号　池田　康編　Ｂ５
　�44 頁　１０８０円　草場書房　［神
奈川］　978-4-9026�6-65-�　�4/07
◆道　Ｎｏ．１８１　木村　郁子編　
Ａ４　74 頁　１２３４円　どう出版　

［神奈川］　978-4-904464-56-4　�4/07
◆くらしと教育をつなぐ　Ｗｅ　Ｎｏ．
１９１　中村　泰子編　稲邑　恭子編
　Ａ５　80 頁　８６４円　フェミック
ス　［ 神 奈 川 ］　978-4-903579-58-0　
�4/08
◆オルタ　４５４　田中　滋編　Ｂ５
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期間：2014 年 7 月 16 日〜 8 月 15 日

［出荷センター扱い］※価格は税込（消費税率 8％）表示です。
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(�)『デザインマンホール１００選』�836 円・アットワークス　(2)『超救助犬リープ』
�404 円・学芸みらい社　(3)『気をつかわずに愛をつかう』�296 円・アーバンプロ出
版センター　(4)『中原中也の鎌倉』�944 円・冬花社　(5)『ＧＲＥＡＴ　ＨＡＳＨＩ
ＭＡ　大いなる端島』2700 円・忘羊社　(6)『パターン認識と機械学習の学習』�080 円・
暗黒通信団　(7)『山本作兵衛と日本の近代』�944 円・弦書房　(8)『セミと仲間の図
鑑　フィールド版』�620 円・トンボ出版　(9)『八雲の妻』2376 円・松江今井書店　(�0)

『絹の国拓く』�620 円・上毛新聞社　(��)『筑豊一代　炭坑王　伊藤傳右衛門』�944 円・
書肆侃侃房　(�2)『私たち抜きに私たちのことを決めないで』�000 円・やどかり出版
　(�3)『江戸城を極める』864 円・サンライズ出版

◎お名前、お届け先（郵便番号、住所）、
連絡先お電話番号、ご注文品の書誌名、
冊数の必要事項を明記のうえ、下記ま
でＦＡＸでご連絡ください。
◎送料は、冊子小包・メール便共実費
でお送りさせて頂きます。基本的にメー
ル便は、一冊２１０円でお送り致しま
す。（メール便の到着は、発送してから
３〜４日かかります。）お急ぎの方、そ
の他ご要望がございます場合はお気軽
に下記までお問い合せ下さいませ。
◎なお書籍お買上総計（税抜き価格）
が 5,000 円以上の場合は、送料をサー
ビスさせて頂きます。
★地方・小出版流通センター
ＦＡＸ：０３−３２３５−６１８２

以下ホームページ等でも各種情報提供を行なっております。ご利用ください。
ＵＲＬ：http://neil.chips.jp/chihosho/　　ツイッター公式アカウント：@local_small

ト  ピ  ッ  ク  ス ★★★

［三省堂書店神保町本店　センター扱い図書］※価格は税込（消費税率 8％）表示です。

［ジュンク堂書店池袋店　地方出版社の本—センター扱い図書］※価格は税込（消費税率 8％）表示です。

(�)『昭和プロレスマガジン　３３』�000 円・昭和プロレス研究室　(2)『東京かわら
版　８月号』432 円・東京かわら版　(3)『本の雑誌　Ｎｏ．３７５』700 円・本の雑
誌社　(4)『夜想＃アーバンギャルド』�944 円・ステュディオ・パラボリカ　(5)『本
屋の雑誌』2�38 円・本の雑誌社　(6)『円周率１、０００、００００桁表』339 円・
暗黒通信団　(7)『東京の１００横丁』�728 円・フリースタイル　(8)『生徒に『私は
できる！』と思わせる超・積極的指導法』2�60 円・学芸みらい社　(9)『謎の独立国
家ソマリランド』2376 円・本の雑誌社　(�0)『織田信長　その虚像と実像』�296 円・
サンライズ出版

(�)『柳原白蓮』�620 円・西日本新聞社　(2)『絹の国拓く』�620 円・上毛新聞社　(3)『イ
ギリス鉄道でめぐるファンタジーの旅』�620 円・書肆侃侃房　(4)『解説　出雲国風土記』
2000 円・今井出版　(5)『石神秀幸のラーメンマップ東京１』�080 円・幹書房　(6)『戦
国時代の東三河』�080 円・あるむ　(7)『神道学原論』2000 円・皇學館大學出版部　(8)

『西丹沢登山詳細図　檜洞丸・大室山・畦ヶ丸・大野山　全１２０コース』926 円・吉
備人出版　(9)『筑豊一代　炭坑王　伊藤傳右衛門』�944 円・書肆侃侃房　(�0)『島唄
を歩く１』�620 円・琉球新報社　(��)『絵本　ひめゆり』2�60 円・琉球新報社

売 行 良 好 書
▼ 20�0 年より始まった「Under 30 Architects 
exhibition 30 歳以下の若手建築家による建築
の展覧会」の第 5 回目が【Under 35 Architects 
exhibition 35 歳以下の新人建築家 7 組による
建築の展覧会】へとリニューアルして今年も
開催されます。9/�4 〜 �0/4 大阪・南港 ATC 
ODP ギャラリー ( 〒 559-0034 大阪市住之江
区南港北 2-�-�0) にて。関連書籍【Ｕ－３５
　展覧会オペレーションブック２０１４】
(926 円税別 ) が刊行されました。
▼ 明治大学の生涯教育機関であるリバティア
カデミーと本の街神保町を元気にする会が、
今年も公開講座を開講します。テーマは【本
の街・神保町の人物誌　本の街・神保町で考
える Part4】。�0/��　�0/25　��/8　��/22　
�2/6 の各土曜日 �3:00 〜 �4:30。詳細はリバ
ティアカデミーホームページにて。

※前号の新刊ダイジェスト欄で【神と仏の再
発見】の著者名に誤りがありました。また本
文 3 行目に以下の間違いがありました。申し
訳ありませんでした。お詫びして訂正いたし
ます。
著者名／誤：長谷部日出雄　正：長部日出雄
本文 3 行目／誤：故郷岩手　正：故郷津軽（ま
たは青森）


