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2016年10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．92」をご案内いたします。
今回のテーマは 「次に売りたいのはこの本!」です。
テーマ・時期的にこれから売れる・売れそうな本、発行時は時期尚早だった本、
時代が追いかけてくる(と思われる）本、今後のトレンドを見据えた本等・・・、
人文会会員社が今だからおすすめできる本を各社3点ずつ掲載いたしました。
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。
裏面もございます。
出版社名

書名

著者名

大月書店

明仁さん、美智子さん、皇族やめませんか

板垣恭介

1,200 2006/1 現代社会 再注目の１冊。

大月書店

バーニー・サンダース自伝

萩原伸次郎監訳

2,300 2016/6 海外事情 治は語れない。

大月書店

そこが知りたい電力自由化

高橋真樹

1,600 2016/7 現代社会 ぴったり。

9784272330881

御茶の水書房

歴史を射つ

岡本充弘他

20世紀までの歴史を総括し、21世紀の歴史を予見す
5,500 2015/9 世界文化史 る。歴史を問い直す本。

9784275020222

御茶の水書房

家族写真をめぐる私たちの歴史

ミリネ編

マイノリティと言われている在日女性たちの家族・歴史
2,200 2016/6 文化人類学 を通じて、日本社会の実像の一端を明らかにする本 9784275020475

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 2016/3

紀伊國屋書店

はじめてのマインドフルネス

クリストフ・アンドレ

2,400 2015/9 心理一般 ンドフルネスを絵画を使って初歩から説明した本。

紀伊國屋書店

自信をもてない人のための心理学

フレデリック・ファンジェ

2,200 2014/9 心理一般 出す方法を仏の精神科医が平易に解説。

紀伊國屋書店

働くことの哲学

ラース・スヴェンセン

1,700 2016/4 倫理学

慶應義塾大学出版会

〈癒し〉のナショナリズム

小熊英二・上野陽子

慶應義塾大学出版会

スポーツは誰のためのものか

杉山茂

慶應義塾大学出版会

沖縄の記憶

奥田博子

3,400 2012/5

勁草書房

子育て支援が日本を救う

柴田悠

2,500 2016/6 現代社会 た子育て支援だ。統計分析から提言する政策論。8/6 9784326654000

勁草書房

イギリスとヨーロッパ

細谷雄一編

2,800 2009/1 国際政治

勁草書房

ちょっと気になる社会保障

権丈善一

1,800 2016/1 福祉

春秋社

よきことはカタツムリのように

辻信一

1,800 2016/9 環境問題

春秋社

哲学の始原 ソクラテスはほんとう
は何を伝えたかったのか

八木雄二

2,700 2016/7 古代哲学

春秋社

禅と福音 仏教とキリスト教の対話

南直哉 / 来住英俊

1,900 2016/8 宗教一般

晶文社

「深部感覚」から身体がよみがえる！ 中村孝宏

1,600 2016/7 精神世界 から！

晶文社

文字を作る仕事

1,800 2016/7 批評/理論 ントを愛してしまう一冊！

晶文社

ベスト版 ハロウィーンがやってきた Ｒ・ブラッドベリ 1,800

誠信書房

影響力の武器 戦略編

R.チャルディーニ

誠信書房

影響力の武器 ［第三版］

R.チャルディーニ

誠信書房

ツイッターの心理学

北村 智

青土社

フューチャー・クライム―サイバー犯罪か
マーク・グッドマン 3,400 2016/2 現代社会 べきなのか」を書き下ろした、これからのわたしたちに
らの完全防衛マニュアル―
とっての必読の書。

青土社

おとなの英語力 -話せる人は知っている
1,500 2014/10 英語
宮永國子
英語の意外な原理その島のひとたちは、ひとの話をきかな
い―精神科医、「自殺希少地域」を行く 森川すいめい 1,400 2016/6 現代社会
―

青土社

鳥海 修

本体価格 発行年月

ジャンル 内容
元宮内庁記者が提案。天皇「生前退位」の意向表明で
大詰めの米大統領選。本書を読まずして今の米国政
電力自由化をわかりやすく解説。これから選ぶ人に

ISBNｺｰﾄﾞ
9784272210862
9784272211142

日比の歴史的関係をグローバル化時代のなかで捉え

世界史(ア
直し、ポスト・コロニアルの視点から歴史研究・対話の
ジア）
新しい可能性を探る。

過去にとらわれず今、この瞬間の自分に集中するマイ
今まで自信がないことから陥っていた悪循環から抜け

9784275020284
9784314011327
9784314011228

ノルウェーの哲学者が幸福で満たされる生活を求める
9784314011365
うえで、仕事がどのような位置を占めるのかを探求。
保守運動「新しい歴史教科書をつくる会」を実証分析。
1,800 2003/5 現代社会 右傾化が指摘される現代日本のナショナリズムの行方 9784766409994
を問う。
50年以上スポーツ報道現場にたちつづけた著者によ
1,800 2011/4 現代社会 る「これからの日本スポーツ論」。2020年東京オリンピッ 9784766418293
クを迎える前に読みたい１冊。

日本史
（近代）

琉球王国の併合から現在に至るまで、沖縄の苦悩と闘
9784766419351
争の歴史を描く。沖縄問題の起源を知るのに最適。
いま日本に最も効く政策は、保育サービスを中心とし
朝日新聞書評掲載、好評重版！
なぜEU離脱を決断したのか？ ヨーロッパとの「こじれ
た関係」200年の軌跡を追い、イギリスのEU離脱の背
景を歴史から読み解く。
社会保障って、そもそもどんな論理で設計されている
の？ 誰もが気になる「社会保障というシステム」を根本
からわかりやすく学ぶ入門書。
ガンジーは、「よきことはカタツムリのように、ゆっくり歩
む」と言った。慌ただしい生活にきりきりしている私たち
へヒント満載。
プラトンによって、かえってわからなくなっている彼本来
の思想を、丁寧に解き明かした哲学入門書。平積すれ
ばもっと売れるはず！
異色の禅僧と気鋭の神父が、互いの主張と疑問をぶ
つけあい、いま宗教は何を語ることができるかを問う白
熱の対話。売れています！
スポーツの秋、本質的な改善は深部感覚を高めること

文学・芸術 なぜフォントを着替えないの？何気なく使っているフォ

9784326351442
9784326700899
9784393333532
9784393323670
9784393323649
9784794969293
9784794969286

文学・芸術
秋ならばこの一冊！レイ･ブラッドベリの名著を！
9784794912459
批評/理論
『影響力の武器』シリーズ最新刊！小さな工夫で大き
2,200 2016/7 社会心理 な効果を生み出すヒントが満載。日常生活や仕事に役 9784414304237
世界でロングセラーを続ける消費者のための心理学
9784414304220
2,700 2014/7 社会心理 書。第三版は、新訳で一層読みやすくなった。
1997/10

今や世界中の政治や経済まで動かす力を備えている

2,700 2016/7 社会心理 ツイッターとどう向き合うべきか？わが国初の専門書。 9784414300086
サイバー犯罪の専門家が「ネット社会とどう接していく

9784791769094

これからは「英語公用化」の企業がますます増える時
代に？本当に英語を身に付けるには原理を知ること。 9784791768257
その究極の取得法がこの書にあります。
自殺が少ない「自殺希少地域」に住む人々の特徴
は？ストレス社会を生き抜くための秘訣がそこにはあ 9784791769315
る。

ご注文
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出版社名

書名

著者名

創元社

プロカウンセラーの聞く技術

東山紘久

1,400 2000/9 臨床心理 げが100冊を超えました。よりよい人間関係を築きたい 9784422112572

創元社

翻訳できない世界のことば

エラ・フランシス・
サンダース

1,600 2016/4 芸術

創元社

心理学ビジュアル百科

越智啓太

3,200 2016/9 基礎心理 事象を紹介する1冊。自分の・他人の「こころ」を知りた 9784422116228

筑摩書房

死者は生きている

町田宗鳳

1,600 2016/6 宗教一般 大切な人を亡くしたあなたに贈る、読む“祈り”の本。

筑摩書房

禅の語録 20 導読

小川隆

4,000 2016/4 仏教（日本） 禅の語録、全20巻完結。復刊セットも販売好調です。 9784480323200

筑摩書房

責任と判断

ハンナ・アレント 1,600 2016/8 倫理学

本体価格 発行年月

ジャンル 内容

ISBNｺｰﾄﾞ

今年の7月・8月に集中販売をした書店さんでは売り上
という人の欲求は変わりません。
今年4月発売で現在10万部発行。プレゼントブックに
最適の1冊。これからの時期にピッタリの商品です。

9784422701042

この世で最も不可解なもの「こころ」にまつわる様々な
いという欲求に答えます。

9784480843098

ちくま学芸文庫になりました。〈禅〉と〈悪〉についての透
9784480097453
徹した思索。

東京大学出版会 表象文化論講義 絵画の冒険

小林 康夫

美術史を大きく超えた「表象」の根源的な枠組みの変
9784130830683
3,500 2016/6 表象文化論 化を描き出す．

東京大学出版会 饗宴

プラトン/ 山本 巍
訳・解説

6,500 2016/6 古代哲学 古典の新たな魅力を甦らせる一冊．

東京大学出版会 大人になるためのリベラルアーツ

石井 洋二郎/ 藤
垣 裕子

2,900 2016/2

日本評論社

ディスレクシア入門

加藤醇子

1,800 2016/6 認知心理 子供たちへの支援、具体的な対応方法を解説した教 9784535563490

日本評論社

オープンダイアローグ

ヤーコ・セイックラ

日本評論社

廃校の民間活用と地域活性化

派出石誠

廃校の民間活用を地域活性化のための有力なツール
3,700 2015/12 現代社会 と捉え、廃校を持続的に活用するための留意点を考察 9784535586871

白水社

中国 消し去られた記録

城山 英巳

3,600 2016/5 海外事情 の弾圧が苛酷になっている習近平政権。隣国の友とし 9784560084922

白水社

遺伝子組み換え食品の真実

アンディ・リーズ

白水社

独裁者は30日で生まれた

Ｈ・Ａ・ターナー・ジュニア

法政大学出版局 フランスという坩堝

ジェラール・ノワリエル

法政大学出版局 酒

吉田元

哲学（事典・
概論・哲学
史）

本当の「大人」になるための思考を鍛えていく

9784130101295
9784130033480

刊行から約1か月で早くも重版！ 読み書きに難のある
員・保護者必携の書
画期的な心理療法を解説するテキスト！ 統合失調症
2,200 2016/3 精神医学 などの発病期に医師と家族がチームを組んで対話中 9784535984219
心の治療を行い進行を防ぐ。

高官や権力者の不正を弾劾する一方、民主活動家へ
て座視していたよいのだろうか。
発がん性リスクなど隠蔽される人体への影響と、米国
2,400 2013/5 環境問題 の巨大企業を中心とした組織的な策略の全貌を明ら 9784560082645
かにする！問われる消費者の選択
なぜヒトラーは首相になれたのか？大資本がヒトラー独
世界史(ヨー
裁を準備したというマルクス主義的見解を批判し、米独 9784560084281
2015/5
2,700
ロッパ）
歴史学界で大論争を巻き起こした碩学
フランスで「移民」という現象はどのように出現し、推移
世界史(ヨー
し、語られてきたのか？移民政策の議論のために読ん 9784588010323
4,800 2015/9 ロッパ）
でほしい1冊。

2,500 2015/8

日本文化 酒の誕生からの長い歩みを語る。酒が原因の失敗や
夫婦げんかねど、エピソードも盛りだくさん。
史（論）

9784588217210

カルチュラル
スタディーズ・
ポストコロニ
アル批評

9784588140174

法政大学出版局 社会を超える社会学

ジョン・アーリ

5,000 2015/6

みすず書房

キッド

ダン・サヴェージ

3,200 2016/8 差別社会 を綴ったノンフィクション。差別解消のために

みすず書房

７０歳の日記

メイ・サートン

3,400 2016/7 フェミニズム の日記。これからの現代社会を生きるために

みすず書房

拝啓 市長様、こんな図書館をつくりましょう

アントネッラ・アンニョリ

2,800 2016/4

ミネルヴァ書房

はい。赤ちゃん相談室、田尻です。 田尻 由貴子

ミネルヴァ書房

変わる! キャリア教育

文部科学省 国立教育政
策研究所生徒指導・進
路指導研究センター

1,200 2016/8 学校論

学習指導要領改訂の過程において、キャリア教育が重
9784623077809
要視されます

ミネルヴァ書房

教育における「政治的中立」の誕生

藤田 祐介・貝塚 茂樹

5,000 2011/2 学校論

戦後教育史で長らくタブーとされてきたテーマに挑む
研究

未來社

反原子力の自然哲学

佐々木 力

3,800 2016/6 科学哲学 な原子力エネルギー神話の虚妄を撃つ！

未來社

赦すこと

構造主義・
晩年の問題系のひとつでもあった赦し得ない罪をそれ
9784624932633
ジャック・デリダ 1,800 2015/7 ポスト構造 でも赦し得るのかという究極の問いを論じ抜く。

未來社

暗黒の大陸

マーク・マゾワー

吉川弘文館

ここまで変わった日本史教科書

高橋秀樹・三谷芳
幸・村瀬信一著

1,800 2016/8 歴史一般 教科書をめぐるニュースが飛び交う昨今、その内容の 9784642082990

吉川弘文館

昭和天皇退位論のゆくえ

冨永 望著

1,700 2014/5

日本史
（現代）

吉川弘文館

華族令嬢たちの大正・昭和

華族史料研究会編

2,800 2011/4

日本史
（近代）

今年亡くなったイギリス人社会学者の代表作。
同性カップルが養子縁組によって子どもを迎えるまで

ジェンダー・ 独身であって、歳をとることのすばらしさを綴った渾身

図書館･ 世界中の図書館を知り尽くしたエキスパートによる提
博物館学 言。知の広場としての図書館が復活することを願って
こうのとりのゆりかご・24時間SOS赤ちゃん電話相談室

1,800 2016/9 教育問題 の現場

科学史を専門とする著者が、学問的検証を経て、危険

主義
世界史(ヨー ヨーロッパと民主主義の屈折した関係を語り明かす世
5,800 2015/12 ロッパ）
界的名著の翻訳。

9784622085133
9784622078623
9784622079378

9784623078127

9784623061471
9784624932671

9784624112059

あなたが中学校・高校で学んだ日本史は過去のもの？
変化にもぜひ注目ください。
天皇自身も日本国民もなぜ「退位」を選択しなかったの
か？ 今上天皇の「生前退位」を考えるためにまずこの 9784642057790
一冊を。
お姫さまたちの生きた激動の時代。本年8月に上演さ
れた俳優座のリーディング公演を機に、ロングセラーを 9784642080545
久々の重版！

ご注文

