
2016年7月
人文会

　　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．91」をご案内いたします。

 今回のテーマは 「変化する世界のかたち」です。

　　ＩＴの発展や、世界各地域間の相互依存関係が深まってきていることで、

人、物、金、情報、サービス等のグローバル化が急速に進展する現代社会は、

地理的、政治・経済的分野だけでなく、色々な側面で国際関係が多様化、複雑化してきています。

今後、世界は、そして日本は、どう変わっていくのか、そのなかで、私達は

どうあるべきかが今回のテーマです。

　　キーワードは、グローバル化、歴史、宗教、政治、国際情勢、国際協力、安全保障、戦争・紛争、

テロリズム、不況･貧困問題、人権、犯罪、教育、環境問題、異文化交流・・。

　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。

《社会》

出版社名 書名 著者名 本体価格 ジャンル ISBNｺｰﾄﾞ ご注文

紀伊國屋書店 消費社会の神話と構造 ジャン・ボードリヤール 2,100 社会学一般 9784314011167

平凡社  戦争するってどんなこと？   Ｃ．ダグラス・ラミス 著 1,400 社会学一般 9784582836660

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 いま、憲法は「時代遅れ」か  樋口陽一 著 1,500 社会学一般 9784582835205

みすず書房 ゾミア――脱国家の世界史 ジェームズ・C・スコット　佐藤仁 監訳 6,400 社会学一般 9784622077831

みすず書房 生きるための読み書き――発展途上国のリテラシー問題 中村雄祐 4,200 社会学一般 9784622074588

法政大学出版局 ヴェール論争　リベラリズムの試練 クリスチャン・ヨプケ 3,000 ジェンダー・フェミニズム 9784588603402

晶文社 インターネットが普及したら、ぼくたちが原始人に戻っちゃったわけ 小林弘人・柳瀬博一 1,500 メディア論 9784794968692

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

春秋社 ツバル増補版 神保哲生 2,000 環境問題 9784393741504

春秋社 フェアトレード＠ライフ 藤原千尋 1,700 環境問題 9784393332665

勁草書房 排外主義を問いなおす 中野裕二・森千香子ほか編著 4,500 差別社会 9784326602773

白水社 シャルリ・エブド事件を考える 鹿島茂、関口涼子、堀茂樹 925 差別社会 9784560084304

白水社 パリ同時テロ事件を考える 白水社編集部 925 差別社会 9784560084908

大月書店 18歳からわかる　平和と安全保障のえらび方
梶原渉・城秀孝・布施祐
仁・真嶋麻子編 1,600 現代社会 9784272211128

大月書店 現代グローバリゼーションとアメリカ資本主義 柿崎繁 3,000 現代社会 9784272102440

大月書店 勝者なき戦争  イアン・Ｊ・ビッカートン 3,600 現代社会 9784272530434

大月書店 ドイツ脱原発倫理委員会報告
安全なエネルギー供給に
関する倫理委員会 1,800 現代社会 9784272330805

御茶の水書房 国際強制移動とグローバル・ガバナンス 小泉康一 8,600 現代社会 9784275010438

慶應義塾大学出版会 多文化都市・新宿の創造 川村 千鶴子 5,500 現代社会 9784766422665

慶應義塾大学出版会  現代における人の国際移動 吉原 和男 編著 6,000 現代社会 9784766419290

慶應義塾大学出版会 グローバル時代の感染症 竹内勤・中谷比呂樹 編著 1,600 現代社会 9784766410488

勁草書房 個人化するリスクと社会 鈴木宗徳編著 3,400 現代社会 9784326653911

青土社 フューチャー・クライム マーク・グッドマン 3,400 現代社会 9784791769094

 

           人文書ベストセレクション 



《社会》

出版社名 書名 著者名 本体価格 ジャンル ISBNｺｰﾄﾞ ご注文

青土社
私たちが、すすんで監視し、監視される、この
世界について

ジグムント・バウマン＋デイ
ヴィッド・ライアン 2,200 現代社会 9784791767038

筑摩書房 分断社会を終わらせる 井手　英策 1,600 現代社会 9784480016331

白水社 国際協力師になるために 山本敏晴 1,700 現代社会 9784560031636

白水社 ユニセフの現場から 和氣邦夫 2,200 現代社会 9784560081969

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 現代社会 9784560084182

白水社 シティ・ファーマー ジェニファー・コックラル＝キング 2,400 現代社会 9784560084021

白水社 遺伝子組み換え食品の真実 アンディ・リーズ 2,400 現代社会 9784560082645

みすず書房 国境なき医師団――終わりなき挑戦、希望への意志 レネー・C・フォックス　坂川雅子訳 5,400 現代社会 9784622079484

みすず書房 善意で貧困はなくせるのか？――貧乏人の行動経済学
ディーン・カーラン／ジェイ
コブ・アペル　清川幸美訳 3,000 現代社会 9784622077268

みすず書房 大脱出――健康、お金、格差の起原 アンガス・ディートン　松本裕訳 3,800 現代社会 9784622078708

未来社 世界の壊れ方 町田幸彦 2,200 現代社会 9784624410964

未来社 放送記者、ドイツに生きる 永井潤子 2,200 現代社会 9784624410971

未来社 ネルソン・マンデラ ジャック・ラング 2,600 現代社会 9784624112042

未来社 シランフーナー（知らんふり）の暴力 知念ウシ 2,200 現代社会 9784624410940

未来社 無能な者たちの共同体 田崎英明 2,400 現代社会 9784624011772

大月書店 中東と日本の針路 長沢栄治・栗田禎子編 1,800 海外事情 9784272211135

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

大月書店 北朝鮮の人権問題にどう向きあうか  小川晴久 1,800 海外事情 9784272211098

慶應義塾大学出版会 「移民国家ドイツ」の難民庇護政策 昔農 英明 6,000 海外事情 9784766421668

筑摩書房 グローバル化と中小企業 中沢　孝夫 1,500 海外事情 9784480015358

東京大学出版会 超大国・中国のゆくえ2　 外交と国際秩序 青山 瑠妙, 天児 慧 2,800 海外事情 9784130342926

東京大学出版会 超大国・中国のゆくえ4 　経済大国化の軋みとインパクト 丸川 知雄, 梶谷 懐 3,000 海外事情 9784130342940

法政大学出版局 国家とグローバル金融 エリック・ヘライナー 4,000 海外事情 9784588603419

法政大学出版局 言葉と爆弾 ハニフ・クレイシ 2,800 海外事情 9784588603396

《心理》

出版社名 書名 著者名 本体価格 ジャンル ISBNｺｰﾄﾞ ご注文

誠信書房 八つの人生の物語 A.クラインマン 2,800 心理一般 9784414428636

誠信書房 ことばにできない想いを伝える Ｍ．Ｌ．パターソン 2,600 心理一般 9784414304206

誠信書房 表情分析入門 P.エクマン 2,700 心理一般 9784414302592

青土社 「ひきこもり」に何を見るか 鈴木國文, 古橋忠晃, N・ヴェルー 2,600 発達心理 9784791768233

《歴史》

出版社名 書名 著者名 本体価格 ジャンル ISBNｺｰﾄﾞ ご注文

晶文社 人類のやっかいな遺産 ニコラス・ウェイド 2,200 歴史一般 9784794969231

御茶の水書房 英米と日本の近代化比較 小林正彬 4,000 日本史（近代） 9784275010940

吉川弘文館 自由主義は戦争を止められるのか 上田美和著 1,700 日本史（近代） 9784642058261

創元社 行商列車 山本志乃 1,800 日本史（現代） 9784422230368

ミネルヴァ書房 二〇一二年衆院選 政権奪還選挙 白鳥 浩 3,500 日本史（現代） 9784623076475

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

御茶の水書房 異文化接触とアイデンティティ 前山隆 1,800 文化人類学 9784275018502

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　東巻 松岡正剛 1,700

世界史（概論・通
史・史料） 9784393333464

春秋社 17歳のための世界と日本の見方 松岡正剛 1,700
世界史（概論・通
史・史料） 9784393332658

創元社 テロリズムの歴史 フランソワ=ベルナール・ユイグ 1,600
世界史（概論・通
史・史料） 9784422212210

筑摩書房 世界システム論講義 川北　稔 1,100
世界史（概論・通
史・史料） 9784480097187

筑摩書房 地図で読む「国際関係」入門 眞　淳平 860
世界史（概論・通
史・史料） 9784480689436

法政大学出版局 神からの借財人　コジモ・デ・メディチ 西藤洋 3,800 世界史(ヨーロッパ） 9784588374036

ミネルヴァ書房 体制転換/非転換の比較政治 日本比較政治学会 3,000 世界史(ヨーロッパ） 9784623071012

ミネルヴァ書房 「新しい戦争」とは何か 川上 高司 3,200
世界史(アメリカ、南北
を含む） 9784623074426



人文会（担当社：創元社）　行

FAX  ０３－５２２９－７１３９

出版社名 書名 著者名 本体価格 ジャンル ISBNｺｰﾄﾞ ご注文

ミネルヴァ書房 アメリカにおけるタバコ戦争の軌跡 岡本 勝 6,500
世界史(アメリカ、南北
を含む） 9784623075737

ミネルヴァ書房 グローバル・マネーフローの実証分析 藤田 誠一 6,000
世界史(アメリカ、南北
を含む） 9784623067381

ミネルヴァ書房 マイクロクレジットは金融格差を是正できるか 佐藤 順子 6,000
世界史(アメリカ、南北
を含む） 9784623074495

御茶の水書房 日本／フィリピン歴史対話の試み 永野善子 2,600 世界史(アジア） 9784275020284

青土社 中国が世界に深く入りはじめたとき 賀照田 2,600 世界史(アジア） 9784791767571

日本評論社 新しい東アジアの近現代史　上 日中韓３国共同歴史編纂委員会 2,500 世界史(アジア） 9784535586307

日本評論社 新しい東アジアの近現代史　下 日中韓３国共同歴史編纂委員会 2,500 世界史(アジア） 9784535586314

御茶の水書房 植民地近代性の国際比較 永野善子 4,600 世界史(その他） 9784275010162

青土社 アラブ革命の衝撃 臼杵陽 2,200 世界史(その他） 9784791766178

ミネルヴァ書房 中東の新たな秩序 松尾 昌樹 3,800 世界史(その他） 9784623076277

《哲学・思想》

出版社名 書名 著者名 本体価格 ジャンル ISBNｺｰﾄﾞ ご注文

勁草書房 あなたが救える命 ピーター・シンガー 2,500 倫理学 9784326154302

法政大学出版局 思想のグローバル・ヒストリー デイヴィッド・アーミテイジ 4,600 近代哲学 9784588010231

法政大学出版局 世界戦争 ミシェル・セール 2,800 構造主義・ポスト構造主義 9784588010309

未来社 いま、哲学とはなにか 小林康夫 編 2,000 構造主義・ポスト構造主義 9784624011710

未来社 歴史のディコンストラクション 小林康夫 2,400 構造主義・ポスト構造主義 9784624011819

未来社 存在のカタストロフィー 小林康夫 2,800 構造主義・ポスト構造主義 9784624011895

法政大学出版局 洋服を着る近代　帝国の思惑と民族の選択 ロバート・ロス 3,600
カルチュラルスタ
ディーズ・ポストコロニ
アル批評

9784588603426

青土社 世界史のなかの世界 汪暉 2,800 国家論･帝国論 9784791769278

平凡社 チョムスキーが語る戦争のからくり 
ノーム・チョムスキー ・アン
ドレ・ヴルチェク 著 1,700 国家論･帝国論 9784582703290

ミネルヴァ書房 民主政治はなぜ「大統領制化」するのか T・ポグントケ 8,000 国家論･帝国論 9784623070381

ミネルヴァ書房 21世紀の国際政治理論 石井 貫太郎 3,000 国家論･帝国論 9784623075669

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 文学・芸術批評/理論 9784314010870

紀伊國屋書店 スエロは洞窟で暮らすことにした マーク・サンディーン 1,800 文学・芸術批評/理論 9784314011136

勁草書房 恐怖の法則 キャス・サンスティーン 3,300 政治哲学・社会哲学 9784326154357

青土社 スタシス ジャルジョ・アガンベン 1,800 政治哲学・社会哲学 9784791769216

未来社 脱成長(ダウンシフト)のとき
セルジュ・ラトゥーシュ ディ
ディエ・アルパジェス 1,800 政治哲学・社会哲学 9784624011918

《その他》

出版社名 書名 著者名 本体価格 ジャンル ISBNｺｰﾄﾞ ご注文

勁草書房 多国籍化する日本の学校 佐久間孝正 2,800 教育問題 9784326299096

筑摩書房 日本の大課題　子どもの貧困 池上　彰 820 教育問題 9784480068187

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

春秋社 イエスはいかにして神となったか フレデリック・ルノワール 2,600 キリスト教 9784393323328

日本評論社 アジアの開発と地域統合 朽木　昭文　他 2,700 ｱｼﾞｱ経済 9784535558328

日本評論社 これからの日本の国際協力 黒崎　卓　他 2,700 国際社会 9784535557949

日本評論社 日本型クリエイティブ・サービスの時代 小林　潔司　他 3,200 経営学 9784535557994

日本評論社 法律家による難民支援 大川　秀史 3,600 国際社会 9784535520707

   

 貴店印 
 

https://www.nippyo.co.jp/shop/author/4180.html
https://www.nippyo.co.jp/shop/author/483.html
https://www.nippyo.co.jp/shop/author/3997.html
https://www.nippyo.co.jp/shop/author/3975.html


人文会（担当社：創元社）　行
FAX  ０３－５２２９－７１３９

出版社 著者名 本体価格
書名 ISBNｺｰﾄﾞ   

大月書店 梶原渉・城秀孝・布施祐仁・真嶋麻子編 1,600

9784272211128

御茶の水書房 永野善子 2,600

9784275020284

紀伊國屋書店 ジョナサン・ハイト 2,800

9784314011174

慶應義塾大学出版会 ピーター・ピオット 2,700

9784766421972

勁草書房 チャールズ・カプチャン 2,500

9784326351671

春秋社 松岡正剛 1,700

9784393333471
晶文社 木村草太 1,300

9784794968203

誠信書房 A.ミンデル 2,500

9784414304213

青土社 橘木俊詔 1,800

9784791769285

創元社 木村朗、高橋博子 1,500

9784422300542

筑摩書房 ケネス・ポメランツ 3,800

9784480867230

東京大学出版会 菱田 雅晴, 鈴木 隆 3,200

9784130342933

日本評論社 アーロン・Ｌ／フリードバーグ 3,000

9784535586376

白水社 ダニ・ロドリック 2,200

9784560082768

平凡社 早尾　貴紀 著 1,400

9784582837162

法政大学出版局 ジェラール・ノワリエル 4,800

9784588010323

みすず書房 酒井啓子 3,400

9784622079583

ミネルヴァ書房 川上 高司 3,500

9784623073375

未来社 アガンベン 2,000

9784624011758

吉川弘文館 前田哲男・飯島滋明編 2,200

9784642082549

日本史
（現代）

憲法９条・自衛隊・安保条約・集団的自衛権…。
これからの日本と世界の平和と安全を考える格
好のガイドブック！Ｑ＆Ａで読む 日本軍事入門

世界史（概
論・通史・史

料）

欧州・アメリカ・中国・朝鮮半島と日本。それぞれ
の関係性をわかりやすいストーリーで描き出して
いく。

プロセス指向心理学を組織・コミュニティの葛藤
や紛争、さらには地球規模の諸問題解決に応
用。

核の戦後史
日本史
（現代）

なぜ核兵器のない世界は実現されないのか、な
ぜ日本は脱原発に踏み切れないのか。Ｑ＆Ａ
形式で原爆と原発の必須知識を提供する。

日本／フィリピン歴史対話の試み

ノー・タイム・トゥ・ルーズ―エボラとエイズと国際政治

ポスト西洋世界はどこに向かうのか
政治

ワールドワーク 
心理一般

行き着くのは混沌か？ 新たな覇権か？ 西洋が
世界を圧倒した原因を探り、西洋没落後の全く
新しい「次の世界」を鮮烈に描く！

現代社会
アフリカの熱帯雨林から国際政治のジャングル
へ――　元UNAIDS事務局長が綴る、波乱万丈
の回想録。

集団的自衛権はなぜ違憲なのか
現代社会

憲法学の若き俊英が、集団的自衛権行使に対
して行う根源的な批判の書。國分功一郎氏との
対話も収録！

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

例外状態
構造主義・ポ
スト構造主義

老老格差
現代社会

格差社会、超高齢化社会、この二つが合わさ
り、恐ろしい「老老格差」社会は出現した。日本
が抱える問題のすべてがここにある。

中国の台頭によって守勢に立つアメリカはアジ
ア太平洋地域の覇権を維持できるか。アジア諸
国を巻き込んだ二大国の攻防を活写する。

超大国・中国のゆくえ3 　共産党とガバナンス
海外事情

ダイナミックに動いている中国社会の核心的な
特徴を描き出す．

グローバル経済の誕生
世界史（概
論・通史・史

料）

あらゆるものを商品化する狂気のシステム。グ
ローバルヒストリーの名著、本邦初訳！

「無極化」時代の日米同盟
国家論･
帝国論

国益増のために軍事面での水面下のゼロ・サ
ム・ゲームが展開されるなかで変質を迎える日
米同盟に日本はどう対処するのか

移ろう中東、変わる日本 2012-2015
海外事情

アラブの春からパリ同時多発テロ事件まで、中東
研究の第一人者が東日本大震災の1年後につ
づり始めた時評集。

ご注文

現代社会
自分の問題として考え行動するための判断材料
を示す。

社会心理
「感情」に働きかける手法がわかる！トランプ現
象を読み解くために

世界史
(アジア）

帝国アメリカのもとに日本とフィリピンを対峙させ
ることによって、日本における「知の植民地」状
況を超えるための方向性の糸口を探る。

法秩序と生とのあいだの閾に降り立ったところか
らの、政治への問いかけ──。「

内容ジャンル

グローバリゼーション・パラドクス
現代社会

世界経済のトリレンマをいかに乗り越えるか？世
界的権威が診断する資本主義の過去・現在・未
来。

支配への競争
国際政治

18歳からわかる　平和と安全保障のえらび方

社会はなぜ左と右にわかれるのか

国ってなんだろう？ 
歴史認識･ナ
ショナリズム論

スポーツなどで「がんばれニッポン」と熱くなる私
たち。そもそも「国」とは、私たちにとって何なの
か？　根本からやわらかく考える。

フランスという坩堝
世界史

(ヨーロッパ）

人権と平等の国フランスで、「移民」という現象は歴史的にどの
ように捉えられているか。アナール派歴史学そのもののラディ
カルな認識論的問い直しから始まる、もう一つの「記憶」の歴
史。

 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 
 


