
　　　　　ご注文は一括して下記へＦＡＸしてください。

　　　　　各社へ転送いたします。

　　　ＦＡＸ　03－6420-1354
紀伊國屋書店

（会員社５０音順）

会員社名 書　　名 編・著者 判型 本体価格 刊行年月 注文数 会員社名 書　　名 編・著者 判型 本体価格 刊行年月 注文数

ジャンル ジャンル

バーニー・サンダース自伝 バーニー・サンダース 四六 2,300 2016.6 死者は生きている 町田　宗鳳 四六 1,600 2016.6

コメント ( ) コメント ( )

ジャンル ジャンル

北一輝と萩原朔太郎 芝　正身 A5 3,000 2016.8 オープンラボ――太陽系から人類へ 東京大学総合研究博物館 A5 2,200 2016.11

コメント ( ) コメント ( )

ジャンル

働くことの哲学 ラース・スヴェンセン 四六 1,700 2016.4 公教育をイチから考えよう 苫野 一徳 四六 1,700 2016.7

コメント ( ) コメント

■ POPあります 　（　　要　　・　　不要　　） ジャンル ジャンル

ブラックアース（上）・（下） ティモシー・スナイダー 四六
（上）2,800
（下）3,000

2016.7 蔡英文　新時代の台湾へ 蔡英文 四六 1,900 2016.5

コメント ( ) コメント ( )

ジャンル ジャンル

ネット炎上の研究 田中辰雄・山口真一 Ａ5 2,200 2016.4 洋服を着る近代 ロバート・ロス 四六 3,600 2016.2

コメント ( ) コメント ( )

■ POPあります 　（　　要　　・　　不要　　） ジャンル ジャンル

家族のゆくえは金しだい 信田さよ子 四六 1,700 2016.7 死すべき定め アトゥール・ガワンデ 四六 2,800 2016.6

コメント ( ) コメント ( )

ジャンル ジャンル

自分で考えよう　世界を知るための哲
学入門

ベーテル・エクベリ A5 1,400 2016.10 戦後日本首相の外交思想 増田 弘 A5 4,500 2016.9

コメント ( ) コメント ( )

■ POPあります 　（　　要　　・　　不要　　） ジャンル ジャンル

影響力の武器　戦略編 R.チャルディーニ 四六 2,200 2016.7 最後のユダヤ人 ジャック・デリダ 四六 1,800 2016.9

コメント ( ) コメント ( )

ジャンル ジャンル

その島のひとたちは、ひとの話をきかない 森川すいめい 四六 1,400 2016.6 ここまで変わった日本史教科書 高橋秀樹　他著 A５ 1,800 2016.8

コメント ( ) コメント ( )

ジャンル

自分でできるマインドフルネス マーク・ウィリアムズ、ダニー・ペンマン A5 2,800 2016.7

コメント ( )

発行：
下記URLから人文会コンテンツのダウンロードが可能です

人文会ホームページはこちら⇒　http://jinbunkai.com/

フェアや書評掲載情報等、書店様へのお役立ち情報満載!!

終末期をどう生き、最期の時をどう迎えるのか。豊かに死ぬために必要な提言集。7刷。

みすず書
房

ISBN978-4-624-93269-5

現代のユダヤ人のありかたを「脱構築」する刺激にみちたデリダ晩年の論考。

ミネルヴァ
書房

未來社

紀伊國屋
書店

慶應義塾
大学出版

会

誠信書房

晶文社

春秋社

勁草書房

心理

日本史

歴代総理は変わりゆく国際情勢とどのように向き合ったか。外交思想と政治課題を描き出す。

哲学・思想

政治・思想

一度は総統選に敗北しながらも、市民との対話を通し模索した新たなリーダーシップの形

教育先進国スウェーデンで生まれた「考えるレッスン」ALLカラー版。大人も子供にも！

ＩＳＢＮ978-4-414-30423-7 

小さな工夫で大きな効果を生み出す53の戦略を紹介。「影響力の武器」シリーズ最新刊！

■ POPあります 　（　　要　　・　　不要　　）　       　　　 ＩＳＢＮ978-4-7917-6931-5

コメント欄：

法政大学
出版局

東京大学が誇る学術標本を地学，生物，文化史の分野別に厳選して紹介する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＩＳＢＮ978-4-535-56345-2

社会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＩＳＢＮ978-4-480-84309-8
大月書店

ISBN978-4-272-21114-2 社会
筑摩書房

宗教

 　　　　　　　　★★★ 【年末特別号】 人文書 ２０１６年の一押し本 by 人文会　★★★ 2016年12月特別号

貴店名・取次番線
● 今年の各社一押し本を集めた特別号です！
手書きPOPに使えるコメントも別紙にご用意致しました。
年末年始の平台展開などぜひご検討ください。ご促進の程何卒よろしくお願い申しあげます。

【５刷出来】あなたが中学校・高校で学んだ日本史は過去のもの？　日本史教科書の最前線がわかる！

社会・思想

 死者はあなたのそばで生きる力を与えてくれます。「死」とは何かを解明し、生々流転する命の真実を教える。

ISBN978-4-13-020265-7
東京大学
出版会

日本評論
社

青土社
精神・心理、または社会でも

吉川弘文
館

白水社

教育

発売以来順調に売れています。現在3刷。

早くも4刷。「自殺希少地域」の町や人の様子から、現代を生きるヒントがみつかります。

創元社
ISBN978-4-422-11621-1 心理学

革命思想家と詩人。同世代であること以外共通項は無し。あえてその二人を結びつけ論じる。

SNSで津田大介さんらが紹介し大反響。新聞・雑誌・テレビなどでも話題に。好評5刷！

極限状況における悪（イーブル）を問い直し、未来の大虐殺に警鐘を鳴らす世界的ベストセラー。

ＩＳＢＮ（上）978-4-7664-2350-1
　　　　（下）978-4-7664-2351-8

歴史

〈愛と絆〉だけでは到底無理！不安定な現代、一家安泰のカギはお金？信田先生が教えます。

ISBN978-4-393-36641-7 心理

米大統領予備選において、若者から圧倒的な支持を集めた「民主社会主義者」の自伝

御茶の水書
房

ISBN978-4-275-02050-5 評論 科学

多様だった世界の人々の服装がどのように画一化されていったのかを考察する。

ISBN978-4-326-50422-0 社会

日本の教育が本来の姿を失って久しい。世界の教育事情・教育哲学の観点から日本へ提言する

ISBN978-4-642-08299-0

ISBN978-4-314-01136-5 社会・思想

現代に生きる私たちが幸福で満たされた人生を求める中で、仕事はどのような位置を占めるのか。

ISBN978-4-07506-5

ISBN978-4-622-07982-8

ISBN978-4-7949-6936-1 思想・哲学

ISBN978-4-588-60342-6

ISBN978-4-560-09248-4

http://jinbunkai.com/

