人文会（担当社：創元社） 行
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人文書ベストセレクション
貴店印

2017年2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．93」をご案内いたします。
今回のテーマは 「私たちは、なぜ怒るのか？」です。
怒りが表面に出やすい、出さない、出せない、そもそも周囲に無関心で
怒りを感じない・・・と、”怒り”の感じ方・表現については、いろいろあるようですが、
出来れば、この感情はうまくコントロールしたいものです。
今回は、「怒り」を中心にした人間の感情がテーマです。
キーワードは、怒り、憎しみ、悲しみ、不満、不安、欲求、嫉妬、無関心、諦め、寛容、承認、愛情、喜び・・・。
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。
《社会》
出版社名

書名

著者名

御茶の水書房

原爆と原発、その先

早川紀代／編 江
刺昭子／編

未來社

聞け！オキナワの声

仲宗根勇 1,700 2015/9 差別社会

未來社

シランフーナー(知らんふり)の暴力 知念ウシ

2,200 2013/9 差別社会

未來社

黒人のたましい

W・E・B・デュボイス

3,500 2006/9 差別社会

井上 俊

2,000 2016/1 現代社会

法政大学出版局 寛容の帝国

ウェンディ・ブラウン

4,300 2010/11 現代社会

白水社

人生案内

出久根達郎 1,400 2015/2 現代社会

紀伊國屋書店

社会はなぜ左と右にわかれるのか

ジョナサン・ハイト

2,800 2014/6 現代社会

白水社

ゾンビ襲来

ダニエル・ドレズナー

2,000 2012/10 現代社会

御茶の水書房

3.11が破壊したふたつの神話 常石敬一 1,000 2015/7

白水社

もうひとつのプロ野球

石原豊一 1,800 2015/11

慶應義塾大学出版会

感情を生きる

岡原正幸 編著

青土社

シャッター商店街と線量計

大友良英 1,800 2012/11

白水社

現実界の探偵

作田啓一 2,600 2012/2

大月書店

フランス ジュネスの反乱

山本三春 2,000 2008/6

筑摩書房

日本人のための怒りかた講座

パオロ・マッツァリーノ

840 2016/7

筑摩書房

その言い方が人を怒らせる

加藤重広

740 2009/11

御茶の水書房

脱原発・再生文化論

川元祥一 2,600 2011/12

「ゾンビの突発的発生は必ず起こる！」国際政治学の世界的権威
で、ゾンビ研究学会のドレズナー先生が、対応策を分かりやすく提
示。
原子力安全と地震予知は２０１１年３月１１日の東日本大震災に
現代社会 よって「神話」となった。
職業：プロ野球選手、ただし給料０円。華やかな世界とは対照的な
現代社会 もうひとつのプロ野球。居場所を求め世界をノマドのように漂う若
者たちの終わりなき旅の果てとは。
〈私〉が感じる生と感情のリアリティ。自己と他者をめぐる社会学の
現代社会 新境地！
怒り、絶望、そして希望。震災後をめぐる6つの対話と、大友の自
現代社会 伝的初小説を含む、切なくも希望とノイズに満ちた対論集。
動機を規定する深層へ。現代社会の最大の謎、無差別殺人の謎
現代社会 を探求する。
05年にパリ郊外で起きた「暴動」と、翌年に起きた、若者を使い捨
海外事情 てにするような法律への反対運動の広がりを描く
日本論･日本 「知られざる近現代マナー史」を参照しながら具体的な「怒る技術」
人論
を伝授する。
日本論･日本 適確に伝えるには、日本語が陥りやすい表現の落とし穴を知るこ
人論
とだ。会話の危機管理のための必携本。
日本論･日本 「未完の文明」原子力の考察から再生文化社会へ、日本および日
人論
本人のグランドデザイン形成への提言。

《心理》
出版社名

書名

著者名

ジャンル 内容

春秋社

自分を信じるレッスン マインドフルネス・セ
ラピー入門

手塚郁恵 1,700 2012/12 心理一般

大月書店

傷を愛せるか

宮地尚子 2,000 2010/1 心理一般

春秋社

「怒り」 自分にめざめるレッスン マインドフ
ルネス・セラピーの実践

手塚郁恵･福田京
子･川口恵美子

1,700 2015/1 心理一般

大月書店

男が暴力をふるうのはなぜか

ジェームズ・ギリガン

2,800 2011/2 心理一般

春秋社

今日からはじめるマインドフルネス 心と身
体を調える8週間プログラム

マイケル・チャス
カルソン

2,800 2016/11 心理一般

春秋社

タッピング入門 シンプルになった〈TFT&EFT〉 ロベルタ・テムズ

東京大学出版会

新装版 アクティブ・マインド 人間は動きの
なかで考える

勁草書房

ミネルヴァ書房 今どきコトバ事情

本体価格 発行年月

ジャンル 内容

2,200 2016/9 環境問題

700 2014/3

本体価格 発行年月

ISBN

人間の生活を根底から破壊する原爆と原発。その原爆と原発に向
き合ってきた人びとの怒りの歴史。
闘争の現場に立つ元裁判官が、安倍強権政権の沖縄圧殺の企
みと憲法クーデター法を理論的に駁撃する。
政治発言集。事態の本質を知ろうとしないあるいは、知らないふり
をすること（シランフーナー）の暴力性を暴き出す。
1903年原著刊行の、アメリカ黒人解放運動の古典的名著の完訳。
差別撤廃、解放をめざす黒人の魂のたたかいを描く。
炎上・クレーマー・ネトウヨ・逆ギレ。現代の様々な怒りの由来やコト
バの流通事情を読み解く
宗教、政治、人種、エスニシティ、ジェンダーなどを越えて、〈他
者〉に対して寛容であるとはどういうことなのか？
読売新聞の大好評連載、人気回答者12年分の名回答を集成。お
となの心得まで伝授する人生の指南書！

9784275020567

理性に訴えるリベラルは、感情に訴える保守には勝てない。

9784314011174

ご注文

9784624301217
9784624410940
9784624410896
9784623075218
9784588603136
9784560084199

9784560082492
9784275020147
9784560084717
9784766421231
9784791766772
9784560081853
9784272330546
9784480433633
9784480065209
9784275009548

ISBN
9784393365229

2,200 2009/4 心理一般

怒り・悲しみ・不安はいのちの声。追い出すのでなく、その感覚を
ゆっくり身体で味わってみると？心理療法を越えた新しい道。
ＤＶや性暴力の被害者へのカウンセリングにも取り組んできた著者
が、心の波打ち際にたたずみながら綴ったエッセイ
怒りは「いのち」のメッセージ。ネガティブな感情と向きあい、マイン
ドフルになることで本当の自分を知る。
暴力を引き起こす男性の論理を分析し、その予防法を三段階で
提案。ジェンダー平等と非暴力の地平を見据える。
全世界で注目を集めるマインドフルネス・プログラムの実践ガイド。
図やイラスト入りで初心者向けにやさしく指導。
からだの疲れや病気に何故か「ツボ」が効くように、心の痛みにも
効く「ツボ」がある。この新療法を実践的に紹介。

佐伯 胖 編, 佐々
木 正人 編,

2,900 2013/9 基礎心理

アフォーダンスの再発見を提起する。名著の新装復刊

9784130065108

不安の力

坂野登

2,700 2015/5 基礎心理

誠信書房

怒りのダンス

H.G.レーナー

2,700 1993/6 臨床心理

創元社

裁かない

オリヴィエ・クレール

1,500 2016/11 臨床心理

誠信書房

怒りや憎しみにとらわれた子どものために（解説書） M.サンダーランド

2,800 2011/9 臨床心理

不安は、ネガティブで否定すべきだけのものだろうか。誰しもが抱
く普通の感情のはたらきを知ることで、生き抜いていくための力と
なす。
従来タブーとされてきた女性の怒りを、心の痛みや空虚さ、何かが
間違っていることを伝えるメッセージとしてとらえる。
朝から晩まで自分や他人を非難したり裁いたりしていませんか？
そんな生活から解放される3週間プログラムです。
人を傷つけたり殴ったり怒鳴ったりする子どもや、平気で残酷なこ
とが出来る子どもは発達に問題がある場合もある。

創元社

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

2,800 2016/7 臨床心理

忙しい日々の中で幸せと安らぎを求めているあなたへ贈る1冊。

9784272420124
9784393322291
9784272420131
9784393365397
9784393365045

9784326299072
9784414325232
9784422116358
9784414413571
9784422116211

ご注文
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《心理》
出版社名

書名

著者名

誠信書房

ハティは，親切大きらい（絵本）

Ｎ.アームストロング

1,400 2011/9 臨床心理

意地悪な女の子が内省して優しさを取り戻す話。

9784414413670

創元社

探すのをやめたとき愛は見つかる

バイロン・ケイティ

2,200 2007/7 臨床心理

人生の悩みや苦しみは、ほかの誰でもない自分自身が作り出して
いるのであって、変えるべきは他人でなく自分の「考え」なのだ。

9784422113968

慶應義塾大学出版会

子どものうつ病

猪子香代 2,400 2012/10 精神医学

思春期特有の心理状態とうつの関係についての解説し、子どもの
立場を配慮したアドバイスをします。

9784766419801

勁草書房

共感の社会神経科学

ジャン・デセティ、
ウィリアム・アイクス
編著

他者の思考や感情を我々はどうやって知るのか。他者への思いや
りはどうやって生まれるのか。

9784326251179

晶文社

強迫性障害からの脱出

Ｌ・ベアー 2,200 2000/12 社会心理

不安を抑えるために、具体的な行動目標をくり返し実行すること
で、自分をコントロールできる！

9784794964649

紀伊國屋書店

暴力の解剖学

エイドリアン・レイン

どのように暴力的性格が形成されるのかを解説。

9784314011266

晶文社

カウンセラーが語る モラルハラスメント

谷本惠美 1,500 2012/8 社会心理

9784794967824

晶文社

心を読み解く技術――ＮＬＰパート理論

原田幸治 2,300 2016/8 社会心理

「心の暴力」で受けた傷はどうすれば癒せるのか、精神的DV 被害
者のための『読む』カウンセリングブック。
さまざまな気持ちが起きる「仕組み」を考えるＮＬＰが、手に負えな
い感情を解きほぐす。

白水社

ケアの倫理

ファビエンヌ・ブル
ジェール

《歴史》
出版社名

書名

著者名

吉川弘文館

悪党

小泉宜右著 2,200 2014/5

吉川弘文館

幕末の世直し 万人の戦争状態 須田 努著 1,700 2010/10

青土社

昔話にみる悪と欲望

三浦佑之 2,400 2015/11

吉川弘文館

跋扈する怨霊

山田雄司著 1,700 2007/7

みすず書房

動くものはすべて殺せ

ニック・タース

《哲学・思想》
出版社名

書名

著者名

晶文社

普及版 考える練習をしよう

バーンズ

1,300 2015/10 哲学（事典・概
論・哲学史）

なぜ、私たちは怒りを感じてしまうのか？怒りが生じた時、落ち着
いて自分を世界を考えてみよう！

9784794968937

晶文社

自分で考えよう：世界を知るための哲学入門 ／枇谷玲子訳

ペーテル・エクベリ

1,400 2016/10 哲学（事典・概
論・哲学史）

感情に振り回されず、見えなくなった「本当のこと」を探求しよう！

9784794969361

慶應義塾大学出版会
慶應義塾大学出版会

小さな倫理学入門
トマス・アクィナス 肯定の哲学

山内志朗

本体価格 発行年月

ジャンル 内容

4,200 2016/7 社会心理

3,500 2015/3 社会心理

ご注文

9784794969316

「ケア」とは、脆弱と依存にある他者に配慮すること。人間は傷つきやすく、ひとりでは

9784560509876
1,200 2014/1 社会心理 生きていくことができない。現代の競争社会において、ケアの行動は大切なものであ
り、その配慮をめぐって社会的な絆の問題を提起する。

本体価格 発行年月

ジャンル 内容

ISBN

鎌倉時代後期の体制に逆らう集団“悪党”。伊賀国黒田荘で東大
寺と対決！ 中世に躍動したアウトローたちを描く。
民衆は暴力の封印を解いた！ 鎮圧する幕府、武装する村々。幕
日本史（近世）
末を襲った暴力を抉り出す。
民俗学 誰もが知っている昔話の裏側に潜む真理を著者が独自の感性で
考察。人間の感情について色々と考えさせられる一冊。
長屋王、菅原道真、平将門、崇徳院…。災いなすものたちの系譜
日本文化史
（論）
を探る。彼らはなぜ怨霊となって祟るのか！

9784642065771

日本史（中世）

世界史(アメリ

3,800 2015/10 カ、南北を含
む）

本体価格 発行年月

ベトナム戦争終結から40年後、初めて明かされる民間人大量殺戮
の実態。戦慄と共に語られる戦争の真実

ジャンル 内容

人間の弱さや卑しさに眼差しをむける小さくて深い倫理学の入門
書。
生き抜く実践的な生の技法を説く書物として、『神学大全』を読み
中世哲学 なおす、意欲的な一冊。
マルクス思想・ 現在の批判理論における最重要課題である「承認」論の重要性
批判理論
を、決定的に位置づけた必読書。
マルクス思想・ 「承認」をキーワードに新しい社会状況に対応する社会政策のパ
批判理論
ラダイムを構想し、制作への応用を試みた共同研究の成果。
「相手にとどめをさしてはいけません。あなたは、相手をもて遊ぶコ
構造主義・ポス
ツを覚えて帰りなさい。勝負は観客が決めてくれます」タレントは
ト構造主義
唸った。「本物は違う！」
ますます注目される「承認欲求」について、哲学界の最新議論か
分析哲学 ら村上春樹やSNSになど多彩な角度から展開。その本質に迫る。

700 2015/10 倫理学

山本芳久 2,800 2014/9

法政大学出版局 承認をめぐる闘争

アクセル・ホネット

法政大学出版局 承認

田中拓道 5,200 2016/3

3,600 2014/7

筑摩書房

東大で上野千鶴子にケンカを学ぶ 遥 洋子

1,400 2000/1

青土社

「承認」の哲学――他者に認められるとはど
ういうことか――

藤野寛

2,200 2016/6

勁草書房

合理性を圧倒する感情

ヤン・エルスター

3,400 2008/12 分析哲学

勁草書房

はらわたが煮えくりかえる

ジェシー・プリンツ

4,000 2016/11 科学哲学

青土社

寛容のメッセージ

多田富雄 1,400 2013/9

青土社

ひとりで苦しまないための「痛みの哲学」 熊谷晋一郎

みすず書房

現代日本の気分

1,400 2013/10

野田正彰 2,800 2011/7

東京大学出版会 表象文化論講義 絵画の冒険 小林 康夫 3,500 2016/6

カルチュラルスタ

サバルタンは語ることができるか

G・C・スピヴァク

2,700 1998/12 ディーズ・ポストコ
ロニアル批評

《その他》
出版社名

書名

著者名

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

春秋社

腰痛は怒りである普及版

長谷川淳史 1,300 2002/3 精神世界

本体価格 発行年月

生理的な起源を持ちながらも、認識や文化と緊密にリンクして私たちの合
理的行動を阻害する「感情」と「嗜癖」。人間に特有のこのメカニズムを解明
する。

「悲しいから泣くのではなく、泣くから悲しい？」心理学や脳科学の
成果に立脚した感情の哲学の名著。
「免疫学的寛容」をもとに、現代社会への警鐘と強い危機感を訴
科学哲学 えながらも、その先に希望を見出していた著者の、最後のメッセー
ジ。
医師であると同時に、脳性まひの当事者である論者が、哲学・社
科学哲学 会学・臨床などの第一人者とともに「痛み」をテーマに語りあう。
政治･社会の山積された問題にラディカルな思考を投げかける。
日本の現代思想
精神科医が語る、日本再生への提言
西欧絵画の歴史を概観し，「表象」の根源的な枠組みの変化を描
表象文化論 く

みすず書房

東京大学出版会 幼児教育のデザイン 保育の生態学 無藤 隆

ISBN

従属的地位にある女性について、知識人は語ることができるの
か？ポストコロニアル批評の金字塔

ジャンル 内容

1,800 2014/7 ノンフィクション

2,500 2013/10 教育学・教育論

ご注文

9784642057073
9784791768943
9784642056373
9784622079170

ISBN

ご注文

9784766422764
9784766421712
9784588010101
9784588625299
9784480818157
9784791769377
9784326199600
9784326154395
9784791767304
9784791767397
9784622076032
9784130830683
9784622050315

ISBN

お金は幻想である。にせものの人生はもうたくさんだ！

9784314011136

腰痛は不快な感情との直面を避けるために生じる心身症である、
とのＴＭＳ理論をわかりやすく解説。

9784393713440

心理学・教育学の成果と往還してきた著者の，貴重なメッセージ

9784130520805

ご注文

