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　　　　　平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

 　　　「人文書ベストセレクションNO．90」をご案内いたします。

   　　今回のテーマは 「若者はどう考える」です。

　　　　　公職選挙法等の改正で、本年6月から選挙権の年齢が満18歳以上に引き下げられます。
　　　　これは単に選挙権という権利を得るだけでなく、有権者としての義務と責任を負うことでもあります。
　　　　これからの社会を担って行く若者世代は、様々な問題が横たわっている現代社会をどう見つめ、
　　　　どうしたいと考えているのでしょうか？
　　　　憲法・選挙権・民主主義・安全保障・シールズ・原発・国際情勢・経済・社会保障・社会参加etc.を
　　　　キーワードに関連書を掲載いたしました。

　　　　貴店の人文･社会コーナーのフェアや欠本補充に、ご活用下さい。

  　　　　最終頁は人文会会員社発行の特におすすめの1点です。

《教育学》
出版社名 書名 著者名 本体価格 ジャンル ISBNコード ご注文

慶應義塾大学出版会 キャリア教育論 荒木淳子ほか 2,000 教育学・教育論 9784766422313

勁草書房 検証・学歴の効用 濱中淳子 2,800 教育学・教育論 9784326653812

青土社 新・学問のすすめ 阿部謹也+日高敏隆 1,600 教育学・教育論 9784791767625

青土社 英対話力　コミュニケーションで出会うあたらしい自分　 宮永國子 1,400 教育学・教育論 9784791766987

紀伊國屋書店 10代の子をもつ親が知っておきたいこと 水島広子 1,300 教育問題 9784314010757

法政大学出版局 アントレプレナーシップとシティズンシップ 小門裕幸著 2,600 教育問題 9784588680052

《社会》
出版社名 書名 著者名 本体価格 ジャンル ISBNコード ご注文

平凡社 中学生の質問箱シリーズ 国ってなんだろう？  早尾　貴紀 著 1,400 社会学一般 9784582837162

平凡社
中学生の質問箱シリーズ 日本のエネルギー、これからど
うすればいいの？  小出裕章 著 1,200 社会学一般 9784582835731

平凡社  会社はこれからどうなるのか   岩井克人 著 950 社会学一般 9784582766776

平凡社 経済成長がなければ私たちは豊かになれないのだろうか   Ｃ．ダグラス・ラミス 著 900 社会学一般 9784582765137

平凡社 安倍「壊憲」を撃つ   小林　節 、佐高　信 著 740 社会学一般 9784582857894

平凡社 憲法九条の軍事戦略  松竹伸幸 著 760 社会学一般 9784582856798

法政大学出版局 パスポートの発明
J.トーピー著／藤川隆男監
訳 3,200 社会学一般 9784588603044

法政大学出版局 危険社会
U.ベック著／東廉，伊藤美
登里訳 5,000 社会学一般 9784588006098

御茶の水書房 アフリカと政治 戸田真紀子 2,400 ジェンダー・フェミニズム 9784275010278

春秋社 ファストファッション クローゼットの中の憂鬱
エリザベス・L・クライン/鈴木
素子訳 2,200 環境問題 9784393333327

春秋社 さらば、食料廃棄 捨てない挑戦
S.クロイツベルガー / V.トゥ
ルン 2,500 環境問題 9784393741535

春秋社 オーガニックラベルの裏側　21世紀食品産業の真実 クレメンス・G・アルヴァイ 2,200 環境問題 9784393741559

大月書店 SEALDs　民主主義ってこれだ！
SEALDs（自由と民主主義の
ための学生緊急行動）編著 1,500 現代社会 9784272330867

大月書店 この経済政策が民主主義を救う 松尾匡 1,600 現代社会 9784272140626

大月書店 〈大国〉への執念　安倍政権と日本の危機 渡辺治ほか 2,400 現代社会 9784272211104

大月書店 安倍医療改革と皆保険体制の解体 岡崎祐司ほか編著 1,800 現代社会 9784272360840

大月書店
戦場ぬ止み（いくさばぬとぅどぅみ）　辺野古・高江からの祈
り 三上智恵 1,400 現代社会 9784272330850

大月書店 個人情報（プライバシー）丸裸のマイナンバーはいらない！ 永山利和・今西清編著 1,600 現代社会 9784272330874

人文書ベストセレクション



人文書ベストセレクションＮＯ.90
    「若者はどう考える」

《社会》
出版社名 書名 著者名 本体価格 ジャンル ISBNコード ご注文

大月書店 どうして就職活動はつらいのか 双木あかり 1,600 現代社会 9784272310517

大月書店 “記憶”と生きる　元「慰安婦」姜徳景の生涯 土井敏邦 1,800 現代社会 9784272521067

勁草書房 検証・若者の変貌 浅野智彦編 2,400 現代社会 9784326653119

勁草書房 若者と初期キャリア 小杉礼子 3,200 現代社会 9784326602278

春秋社 ドラッグ食　あなたを蝕む食依存と快楽 幕内秀夫 1,800 現代社会 9784393710791

春秋社 健康になれない健康食品　なぜニセ情報はなくならないのか 佐藤健太郎 1,800 現代社会 9784393710807

晶文社 失敗すれば即終了！日本の若者がとるべき生存戦略 Rootport 1,500 現代社会 9784794969156

晶文社 僕たちが見つけた道標 兵藤智佳 1,400 現代社会 9784794969064

青土社 ブラック化する教育 大内裕和 1,600 現代社会 9784791768639

青土社 「全身〇活」時代 大内裕和｣+竹信三恵子 1,700 現代社会 9784791767823

筑摩書房 若者はなぜ「決めつける」のか 長山靖生 800 現代社会 9784480068194

筑摩書房 若者を見殺しにする日本経済 原田泰 780 現代社会 9784480067463

筑摩書房 ルポ若者ホームレス 飯島裕子 800 現代社会 9784480065896

白水社 もうひとつのプロ野球 石原　豊一 1,800 現代社会 9784560084717

みすず書房 「民法0・1・2・3条」〈私〉が生きるルール《理想の教室》 大村敦志 1,600 現代社会 9784622083276

みすず書房 刑法と戦争――戦時治安法制のつくり方 内田博文 4,600 現代社会 9784622079576

みすず書房 天皇の逝く国で【増補版】《始まりの本》
ノーマ・フィールド著　大島か
おり訳 3,600 現代社会 9784622083436

ミネルヴァ書房 若者の戦後史 片瀬 一男 3,000 現代社会 9784623072910

ミネルヴァ書房 今どきコトバ事情 井上 俊 2,000 現代社会 9784623075218

ミネルヴァ書房 「東京」に出る若者たち 山口 恵子 3,000 現代社会 9784623064083

ミネルヴァ書房 日韓歴史認識問題とは何か 木村 幹 2,800 歴史認識･ナショナリズム論 9784623071753

ミネルヴァ書房 60年代のリアル 佐藤 信 1,800 国家論･帝国論 9784623062065

ミネルヴァ書房 「無極化」時代の日米同盟 川上 高司 3,500 国家論･帝国論 9784623073375

大月書店 中東革命のゆくえ 栗田禎子 2,200 海外事情 9784272230204

白水社 カンボジアに村をつくった日本人 森本　喜久男 1,900 海外事情 9784560084182

白水社 国際協力師になるために 山本　敏晴 1,700 海外事情 9784560031636

白水社 ユニセフではたらこう 和氣　邦夫 1,900 海外事情 9784560031797

白水社 ユニセフの現場から 和氣　邦夫 2,200 海外事情 9784560081969

未来社 放送記者、ドイツに生きる 永井潤子 2,200 日本論･日本人論 9784624410971

《歴史》
出版社名 書名 著者名 本体価格 ジャンル ISBNコード ご注文

東京大学出版会 〈少年〉と〈青年〉の近代日本 人間形成と教育の社会史 田嶋 一 8,800 日本史（近代） 9784130562256

御茶の水書房 「慰安婦」・強制・性奴隷 制作委員会編 1,200 日本史（現代） 9784275010926

御茶の水書房 性奴隷とは何か 制作委員会編 1,200 日本史（現代） 9784275020123

御茶の水書房 朝鮮人「慰安婦」と植民地支配責任 制作委員会編 1,400 日本史（現代） 9784275020253

創元社 本当は憲法より大切な「日米地位協定入門」
前泊博盛編著／明田川融、
石山永一郎、矢部宏治 1,500 日本史（現代） 9784422300528

創元社 戦後史の正体 孫崎享 1,500 日本史（現代） 9784422300511

創元社 日本国憲法を生んだ密室の九日間 鈴木昭典 2,800 日本史（現代） 9784422300283

吉川弘文館 〈沖縄〉基地問題を知る事典
前田哲男・林　博史・我部政
明編 2,400 日本史（現代） 9784642080842

吉川弘文館 自衛隊史論 佐道明広著 3,000 日本史（現代） 9784642038416

春秋社 18歳から考える国家と「私」の行方　セイゴオ先生が語る歴史的現在　西巻 松岡正剛 1,700 世界文化史 9784393333471

春秋社 17歳のための世界と日本の見方 松岡正剛 1,700 世界文化史 9784393332658

《哲学・思想》
出版社名 書名 著者名 本体価格 ジャンル ISBNコード ご注文

慶應義塾大学出版会 論理的な考え方　伝え方 狩野光伸 1,800 論理学 9784766422672

慶應義塾大学出版会 学問のすゝめ 福澤 諭吉 1,000 日本の哲学・思想（近代） 9784766416237

青土社 現代思想の時代 大澤真幸＋成田龍一 2,200
日本の哲学・思想（戦後思
想） 9784791767908

未来社 現代政治の思想と行動 丸山眞男 3,800
日本の哲学・思想（戦後思
想） 9784624301033

御茶の水書房 叢書　ヒドラ　批評と運動１ 菅孝行 2,400 日本の現代思想 9784275020192
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出版社名 書名 著者名 本体価格 ジャンル ISBNコード ご注文

晶文社 日本の反知性主義 内田樹編 1,600 日本の現代思想 9784794968180

晶文社 街場の憂国会議 内田樹編 1,600 日本の現代思想 9784794968142

晶文社 街場の憂国論 内田樹編 1,700 日本の現代思想 9784794968111

晶文社 パラレルな知性 鷲田清一 1,700 日本の現代思想 9784794968128

東京大学出版会 排除と抵抗の郊外 フランス〈移民〉集住地域の形成と変容 森 千香子 4,600 日本の現代思想 9784130561099

東京大学出版会 希望学　あしたの向こうに 希望の福井、福井の希望 東大社研 編, 玄田 有史 編, 2,000 日本の現代思想 9784130330701

晶文社 ネット右翼の終わり 古谷経衝 1,500 政治哲学・社会哲学 9784794968821

晶文社 ＜凡庸＞という悪魔 藤井聡 1,600 政治哲学・社会哲学 9784794968197

晶文社 「踊り場」日本論 岡田憲治・小田嶋隆 1,400 政治哲学・社会哲学 9784794968173

青土社 自由への容易な道はない マンデラ初期政治論集 ネルソン・マンデラ 2,400 政治哲学・社会哲学 9784791767885

青土社 〈政治的なもの〉の遍歴と帰結 森政稔 2,800 政治哲学・社会哲学 9784791767991

法政大学出版局 ヴェール論争
C.ヨプケ著／伊藤豊，長谷
川一年，竹島博之訳 3,000 政治哲学・社会哲学 9784588603402

法政大学出版局 政治的平等とは何か
R.A.ダール著／飯田文雄，
辻康夫，早川誠訳 1,800 政治哲学・社会哲学 9784588603082

法政大学出版局 土着語の政治
W.キムリッカ著／岡﨑晴輝，
施光恒，竹島博之監訳 5,200 政治哲学・社会哲学 9784588603280

法政大学出版局 脱原発の比較政治学 本田宏，堀江孝司編著 2,700 政治哲学・社会哲学 9784588625268

法政大学出版局 「人間の安全保障」論
M.カルドー著／山本武彦，
宮脇昇，野崎孝弘訳 3,600 政治哲学・社会哲学 9784588603174

ミネルヴァ書房 福田 博 オーラル・ヒストリー 「一票の格差」違憲判断の真意  福田 博 2,800 政治哲学・社会哲学 9784623075492

ミネルヴァ書房 いま、働くということ 橘木 俊詔 2,000 政治哲学・社会哲学 9784623061099

未来社 聞け！オキナワの声 仲宗根勇 1,700 政治哲学・社会哲学 9784624301217

未来社 沖縄差別と闘う 仲宗根勇 1,800 政治哲学・社会哲学 9784624410995

未来社 琉球共和社会憲法の潜勢力 川満信一 仲里効 編 2,600 政治哲学・社会哲学 9784624011925

未来社 シランフーナー（知らんふり）の暴力 知念ウシ 2,200 政治哲学・社会哲学 9784624410940

未来社 闘争する境界
知念ウシ 與儀秀武 後田多
敦 桃原一彦 著 1,800 政治哲学・社会哲学 9784624410933

未来社 沖縄／暴力論 西谷修 仲里効 編 2,400 政治哲学・社会哲学 9784624112004

未来社 沖縄から見た平和憲法 高良鉄美 1,700 政治哲学・社会哲学 9784624300944

《その他》
出版社名 書名 著者名 本体価格 ジャンル ISBNコード ご注文

春秋社 面白いほどよくわかる　世界の宗教／宗教の世界 ひろさちや 1,900 宗教一般 9784393333181

日本評論社 承認をめぐる病 斎藤環 1,700 心理一般 9784535984011

東京大学出版会 いま、思春期を問い直す グレーゾーンにたつ子どもたち 保坂 亨 2,800 社会心理 9784130530798

紀伊國屋書店 ぼくはお金を使わずに生きることにした マーク・ボイル 1,700 ライトエッセイ 9784314010870

日本評論社 安保関連法案総批判　新・総合特集シリーズ７ 森秀樹 1,300 政治 9784535408470

日本評論社 集団的自衛権行使容認とその先にあるもの 森秀樹 1,600 政治 9784535408463

ミネルヴァ書房 野党とは何か 吉田 徹 6,000 政治 9784623073900

勁草書房 父が息子に語るマクロ経済学 齊藤誠 2,500 経済 9784326504008

日本評論社 大学生の品格 岡部光明 2,200 経済 9784535586598

日本評論社 １７歳からはじめる経済・経営学のススメ 和光大学経済経営学部 1,500 経済・経営 9784535558120

貴店印
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出版社 著者名 本体価格
書名 ISBNｺｰﾄﾞ   
大月書店 梶原渉ほか編 1,600

9784272211128

御茶の水書房 堀　他編 2,800

9784275010254

紀伊國屋書店 ジュリアン・バジーニ 1,800

9784314010917

慶應義塾大学出版会 細川幸一 1,800

9784766423204

勁草書房 中澤渉・藤原翔編著 3,200

9784326602810

春秋社 松岡正剛 1,700

9784393333464

晶文社 木村草太 1,300

9784794968203

誠信書房 日本心理学会 監修 1,800

9784414311150

青土社 橘木俊詔+佐伯順子 1,800

9784791769049

創元社 木村朗、高橋博子 1,500

9784422300542

筑摩書房 戸田忠雄 1,700

9784480016317

東京大学出版会 江川 雅子 編 2,400

9784130430562

日本評論社 苫野一徳 1,400

9784535563292

白水社 フェデリコ・グロムほか 2,400

9784560084625

平凡社 Ｃ．ダグラス・ラミス 著 1,400

9784582836660

法政大学出版局 B.クリック著／関口正司監訳／大河原伸夫，他訳 3200

9784588603204

みすず書房 樋口陽一 1,800

9784622079507

ミネルヴァ書房 小塩 隆士 2,500

9784623074853

未来社 丸山眞男 2,200

9784624300364

吉川弘文館 前田哲男・飯島滋明編 2,200

9784642082549

ジャンル

世界一のジェラートをつくる
現代社会

昔ながらのジェラートが消えたイタリアで、無添
加ジェラテリアを開店、世界へ！　若き創業者
による、夢を叶えるためのメッセージ。

勉強するのは何のため?
　教育学・
教育論

18歳からわかる　平和と安全保障のえらび方

100の思考実験

現代社会

論理学

ご注文

今、読み直すべき｢憲法第九条をめぐる
若干の考察」、その他3篇収録。

内容

自分の問題として考え行動するための判
断材料を示す。

この本は「読む本」ではなくて「考える本」
です。

現代社会
生活空間と国際社会の両方の場面で積
極的平和を担う若者のテキスト。

18歳からの社会保障読本 
現代社会

18歳から考える、貧困、出生率、働き方、
教育問題。

　政治哲
学・社会哲

学

2002年以降英国の学校では、政治に参加する市民
の育成に向け「シティズンシップ教育」が必修となっ
た。この政策に多大な影響を与えた政治哲学者の実
践的思索。

日本の現
代思想

国際的なキャリアを歩むプロフェッショナ
ルたちが，東大生に語ったメッセージ

法律は知らない者には味方しない！
「生活の知恵」としての法律を様々なライ
フステージに分けて解説。

「日本国憲法」まっとうに議論するために【改訂新版】
現代社会

「国家」「国民」「個人」「人権」「主権」…法、民
主主義、憲法について語るための必読書。明
快な講義形式で、高校生におすすめ。

「なんで勉強しなきゃいけないの？」─誰もが
一度は考える、でも誰も答えられないこの疑問
に、哲学を使って「納得解」を出す！

世界で働くプロフェッショナルが語る 東大のグローバル人材講義

中学生の質問箱シリーズ 戦争するってどんなこと？  
社会学一般

日本が戦争できる国になったら？軍隊が
あるほうが危ない？……ラミスさんが今こ
そ徹底的に答えます

シティズンシップ教育論

後衛の位置から

日本の哲
学・思想（戦
後思想）

「日本型学校主義」を超えて
　教育学・
教育論

 １８歳からの選挙権、いじめ問題、学力
低下などにどう対応すべきか。

核の戦後史
日本史
（現代）

原子力について議論するための基礎を
身につけよう。

愛と経済のバトルロイヤル
現代社会

男女の格差、景気、超高齢化社会、結婚
……。若者にこそ読んでほしい現代社会
の諸問題。

高校生のための心理学講座
心理一般

赤ちゃんの反応の実験、ロボットと人の反応の
実験、サルと人の対比など心の不思議につい
て高校生にも興味深く読めるよう解説。

集団的自衛権はなぜ違憲なのか

　政治哲
学・社会哲

学

憲法学の若き俊英がその予見をもとに、安倍
政権が進めようとしている安保体制、集団的自
衛権に対して行う根源的な批判の書。

18歳から考える国家と「私」の行方　セイゴオ先生が語る歴史的現在　東巻
世界文化史

選挙権を持つ前に知っておきたい。国家
とあなたの関係を、世界における近現代
史の中から発見する！

日本史
（現代）

今はまだ“戦後”か？　それとも“新たな戦前”
か？　若者たちがこれからの日本の平和と安
全を考えるための格好の手引書！Ｑ＆Ａで読む 日本軍事入門

学生のためのピース・ノート

大学生が知っておきたい　生活のなかの法律

格差社会の中の高校生
現代社会

高校生そして母親は何を考え、どのような将来
像を描いているのか。全国調査データから格
差社会の中での家族と学校を問い直す。

その他

特にお薦めの銘柄です。
コーナー作りに
ご活用下さい!!

貴店印


