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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．94」をご案内いたします。

 今回のテーマは 「人文書再入門　・・学び直し、読み直し・・」です。

　もう一度読み直したい本、今、読むべき本、切口が複数ある本、時流を読む本・超えた本、

普段は読まないジャンルの本、難読書・・・。

　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 本体価格 発行年月 ジャンル 内容 ISBN ご注文

朝日新聞社 断片的なものの社会学 岸正彦 1,560 2015/6 社会学一般 社会学と身構えないで気軽に読める。 9784255008516

青土社 娘に語る人種差別　新版 タハール・ベン・ジェルーン 1,400 2017/4 差別社会 「人種差別って何？」10歳の娘の素朴な疑問に答え、社会精神学の専門
家にして作家の父親が、子どもと同じ視点で対話を始める。 9784791769759

東京大学出版会
日本のメリトクラシー　増補版　構造と
心性 竹内 洋 4,500 2017/1 社会学理論 

日本型選抜システムの狡知を解明し、反メリトクラート（反エリート）
の逆流を予告した名著 9784130511414

白水社 ガルブレイス 根井　雅弘 2,000 2016/8 現代社会 「拮抗力」「依存効果」「社会的アンバランス」「テクノストラクチュア」など独創
的な概念で資本主義の本質に迫ろうとした異端派の肖像 9784560095126

ミネルヴァ書房
1歩前からはじめる「統計」の読み方・
考え方 神林 博史 2,200 2016/4 社会学一般

その思いこみは危険です!みんなが統計のことをもう少し理解すれ
ば、世の中はもっと良くなるはず! 9784623075706

ミネルヴァ書房 社会学とは何か 盛山 和夫 2,800 2011/2 社会学理論 
社会を人々の「意味世界」として存在するものとし、社会学のある
べき姿を探究する 9784623059461

《宗教》
出版社名 書名 著者名 本体価格 発行年月 ジャンル 内容 ISBN ご注文

御茶の水書房 内村鑑三 小林孝吉 4,400 2016/1 キリスト教 基督者内村鑑三の生涯と再臨信仰に批評の批評の光を当てる。 9784275020307

春秋社 中村元の仏教入門 中村元 1,600 2014/12 仏教（インド・中
国・チベット）

インド学・仏教学の泰斗である中村元が仏教をやさしく解説。 9784393135815

春秋社 禅思想史講義 小川隆 2,200 2015/7 仏教（インド・中
国・チベット）

禅に興味関心がある読者必読の一冊！最新の研究で書き換えら
れた＜禅の歴史・思想史＞を分かりやすく解説。 9784393138021

《心理》
出版社名 書名 著者名 本体価格 発行年月 ジャンル 内容 ISBN ご注文

紀伊國屋書店 社会はなぜ左と右にわかれるのか ハイト 2,800 2014/4 社会心理 理性に訴えるリベラルは、感情に訴える保守に勝てない。 9784314011174

創元社 性格は変えられる 野田俊作 1,400 2016/12 心理一般 日本におけるアドラー心理学の第一人者が対話形式で著す実践
講座シリーズの第１巻。 9784422116310

創元社 心理学ビジュアル百科 越智啓太編 3,200 2016/9 基礎心理 オールカラーの本格派ビジュアルガイド。高校生から大人まで、楽
しく学べる画期的入門書。 9784422116228

創元社 パブロフの犬 アダム・ハート＝デイヴィス 1,800 2016/11 基礎心理 パブロフやピアジェ、ミルグラムなど、50の実験でたどる心理学の
歴史。 9784422116273

誠信書房 アイデンティティとライフサイクル E.H.エリクソン 3,500 2011/5 精神分析 1973年に『自我同一性』として刊行。その後改訳を経て、今なお読
み継がれる名著。 9784414414448

誠信書房 病いの語り A.クラインマン 4,200 1996/4 精神医学 病いの「経験」と「語り」に耳を傾けてその意味を理解することの重
要性を説く。 9784414429107

日本評論社 こころの旅 神谷恵美子 1,500 1974/3 精神医学 山あり谷ありの人のこころが辿るはるかな旅路を語る名著。皇后美
智子さまのご愛読書でも知られています。 9784535981034

《歴史》
出版社名 書名 著者名 本体価格 発行年月 ジャンル 内容 ISBN ご注文

岩波書店 歴史とは何か E・H・カー 820 1962/3 歴史一般 「何が事実を歴史にするのか」を問う。情報選別の基準を示す名
著。 9784004130017

東京大学出版会 考古学入門 鈴木公雄 2,200 1988/1 日本考古 考古学の発達史や考古学資料の特性、調査方法などを分かりや
すく解説した、30年読み継がれている名著。 9784130220514

日本評論社 靖国問題の原点　増訂版 三土修平 1,500 2013/7 歴史一般 戦死者の公的追悼について賛否の対立は今なお激しい。問題の
「なぜ」を歴史・宗教・社会学から解き明かす 9784535586543

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 2012/9 日本史（現代）

開かれた歴史認識の共有を目指し、日中韓３国の研究者・教師が
共同編集した歴史学術書。 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 2012/9 日本史（現代） 上巻は国際関係の歴史を分析。下巻は人の交流の歴史を分析。 9784535586314

法政大学出版局 古文書学入門 佐藤進一 3,300 2003/3 日本史（概論・通
史・史料）

古文書学界の四半世紀に及ぶ研究の発展によって提起された問
題を検討して自らの見解を示した佐藤古文書学の決定版。 9784588320118

ミネルヴァ書房 「世界史」の世界史 秋田 茂 5,500 2016/9 日本史（概論・通
史・史料）

19世紀以来の西欧的世界史像を批判的に検証し、新たな世界史
の構築をめざす 9784623071111

吉川弘文館 20世紀日本の歴史学 永原慶二著 3,200 2003/3 日本史（概論・通
史・史料）

日本の歴史学は時代の現実にどう向き合ってきたのか。歴史学を
志す者たちすべてへのメッセージ！ 9784642077972

吉川弘文館 大学でまなぶ日本の歴史 木村茂光・小山俊樹・
戸部良一・深谷幸治編 1,900 2016/3 日本史（概論・通

史・史料）
「暗記する日本史」から「考える日本史」へ。最新の研究成果をふ
まえ日本史を学び直したい人にも最適。 9784642008310

吉川弘文館 日本人の誕生 埴原和郎著 1,700 1996/10 日本史（概論・通
史・史料）

日本民族はどこからきて、どのように形成されてきたか。その謎を
人類進化の壮大なドラマの中に追求する。 9784642054010

吉川弘文館 はじめての古文書教室 林　英夫監修　天野清
文・実松幸男著 2,400 2005/9 日本史（概論・通

史・史料）
古文書が読みたい、でも苦手な人へ。くずし字を一字一字解読
し、自然と読解の基本が身につく！ 9784642079464

平凡社 逝きし世の面影 渡辺京二 1,900 2005/9 日本史（近世）
歴史の教科書では分からない近世と近代の断絶を、幕末・明治の
日本を訪れた外国人の目を通して知ることのできる。 9784582765526
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《歴史》

出版社名 書名 著者名 本体価格 発行年月 ジャンル 内容 ISBN ご注文

大月書店 忘却に抵抗するドイツ 岡　裕人 1,800 2012/6 世界史(ヨーロッパ）
次世代へ、希望を育む「記憶の文化」。在独22年の歴史研究者
が、挑戦しつづけるドイツを語る。 9784272412174

御茶の水書房 改訂版現代における内村鑑三 三浦永光 4,400 2017/2 日本文化史（論）
現代の諸問題は内村鑑三の生きていた時代にすでに現れてい
た。 9784275020604

御茶の水書房 現代（いま）に生きる安藤昌益 石渡博明他 2,500 2012/2 日本文化史（論） いのちの思想家安藤昌益を専門家では無い普通の人々が執筆。 9784275010001

御茶の水書房 教育史の中の内村鑑三 安彦忠彦 1,000 2016/3 日本文化史（論）
公教育と私教育の両方を含む日本の教育全般の本質的性格に
迫る。 9784275020383

創元社
インフォグラフィックで見る138億年の
歴史

ヴァレンチナ・デフィ
リッポ、ジェイムズ・ボー
ル

2,700 2014/5 世界史（概論・通
史・史料）

ビッグバンから現代までのあらゆる出来事を、美しいインフォグラ
フィックを使って視覚化。目で見る、世界の歴史。 9784422202709

東京大学出版会 戦後民主主義をどう生きるか　 三谷 太一郎 2,800 2016/9 日本史（地方史・
郷土史）

戦後七〇年を経てあらためて「戦後」の意味を問い、現代史の深
みから日本の民主主義における個人の生き方について考える 9784130033398

みすず書房 神話と意味　新装版 C・レヴィ＝ストロース 2,400 2016/11 文化人類学
「意味とは何か」など本質を語るラジオ講演。文化人類学入門に
好適。 9784622085911

みすず書房 道しるべ　新装版 ダグ・ハマーショルド 2,800 1999/5 世界史(ヨーロッパ）
元国連事務総長が記した人生の指針。出口治明氏の推薦帯つ
き。 9784622049371

《哲学・思想》
出版社名 書名 著者名 本体価格 発行年月 ジャンル 内容 ISBN ご注文

大月書店 マルクス自身の手による資本論入門
ヨハン・モスト、カール・
マルクス、大谷禎之介 2,200 2009/10 マルクス思想・批

判理論
生前、マルクス自身が改訂・加筆をおこなった唯一の『資本論』の
入門書。今年は『資本論』刊行から150年 9784272111145

大月書店 弱さの思想　たそがれを抱きしめる 高橋源一郎、辻 信一 1,600 2014/2 日本の現代思想
新しい共同体のあり方と、今を生きる思想としての「弱さ」を考察す
る。 9784272430963

紀伊國屋書店 正義論 ロールズ 7,500 2010/11 近代哲学 リベラリズムの代表的論者が正義とは何かを徹底的に追及する。 9784314010740

慶應義塾大学出版会 読むと書く　井筒俊彦エッセイ集 井筒俊彦 5,800 2009/10 日本の哲学・思
想（戦後思想）

東洋思想と西洋思想との「対話」を模索した言語学者・井筒俊彦
の思考を辿るエッセイ70編を収録。 9784766416633

勁草書房 生物学の哲学入門 森元良太・田中泉吏 2,400 2016/8 科学哲学 基礎から最新の話題まで、生物学を哲学的に学び、生物学を通じ
て哲学を学べる決定版入門書。 9784326102549

勁草書房 構造と力 浅田彰 2,200 1983/9 日本の現代思想
構造主義・ポスト構造主義の思想を独自の視点から明晰に位置
づけた、1980年代を代表する思想書。 9784326151288

勁草書房 グリーンバーグ批評選集 クレメント・グリーンバーグ 2,800 2005/4 文学・芸術批評/
理論

20世紀最大の美術批評家クレメント・グリーンバーグの最重要テク
ストを収録。現代美術を語る上で必読の批評集。 9784326851850

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

哲学（事典・概
論・哲学史）

古代の豊饒な哲学を再発見し，これまで見逃されたソクラテス哲
学の本当の意義を解明。 9784393323670

春秋社 ここからはじまる倫理 アンソニー・ウエストン 1,600 2004/6 倫理学 従来の倫理学の教科書の考え方を逆転させ、圧倒的に複雑な現
実に立ち向かうための思考と感受性を養う新しい入門書。 9784393323045

春秋社
17歳のための世界と日本の見方　セ
イゴオ先生の人間文化講義 松岡正剛 1,700 2006/12 日本の現代思想

世界の文化・宗教・思想をクロニクルに纏め，日本とのつながりを
明らかにする，人間文化講義。 9784393332658

晶文社 普及版　考える練習をしよう マリリン・バーンズ 1,300 2015/10
哲学（事典・概
論・哲学史）

頭が混乱して、どうにもならない。何もかもうまくいかない。あーあ、
もうだめだ！そんな君に読んでほしい。 9784794968937

晶文社
自分で考えよう　――世界を知るため
の哲学入門――

ペーテル・エクベリ 1,400 2016/10
哲学（事典・概
論・哲学史）

親子で読んでほしい。哲学の知恵とノウハウを教える最良のレッス
ンがはじまるよ。 9784794969361

誠信書房 志向性－心の哲学 J.R.サール 4,800 1997/10 科学哲学 心の哲学とAI（人工知能）論とが脱構築を試みるための試金石と
もいえる書。 9784414120523

青土社 唯脳論 養老孟司 1,600 1989/9 科学哲学 元は「現代思想」で連載された論考をまとたもの。脳哲学の基本書
であり、養老孟司氏の原点。 9784791750368

筑摩書房 「読まなくてもいい本」の読書案内 橘　玲 1,600 2015/11 構造主義・ポスト
構造主義

複雑系、進化論、ゲーム理論、脳科学、功利主義の分野の知の
最前線。 9784480816795

筑摩書房 知のスクランブル 日大文理学部 880 2017/2 科学哲学  18名の研究紹介から、文・理を超えた、領域横断的な「知」の可
能性が見えてくる。執筆者：永井均、古川隆久、広田照幸ほか。 9784480069429

筑摩書房 現代思想の教科書 石田　英敬 1,300 2010/5 日本の現代思想
今日我々を取りまく〈知〉は、4つの「ポスト状況」から発生した。最
重要論点のすべてを一から読む！　決定版入門書。 9784480092793

東京大学出版会 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 編 2,200 2016/11 科学哲学 創造と保存，未来と過去をつなぐ模型（MODELS-  模型（＝モデ

ル）に関する図像と論考をまとめる 9784130202657

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 表象文化論 人間存在の鏡としての絵画から世界を見る試み． 9784130830683

白水社 哲学 アンドレ・コント＝スポ
ンヴィル 1,200 2010/2

哲学（事典・概
論・哲学史）

哲学とは何か、長い歴史を通じてどのように展開してきたか、を述
べるとともに、六つのテーマに即した思考の具体例を紹介する 9784560509449

白水社 ニーチェをドイツ語で読む 細見和之 2,400 2017/1 近代哲学 「超人」などのキーワードを、和訳だけではわかりづらいニュアンス
まで丁寧に解説。 9784560087336

白水社 寝るまえ５分のモンテーニュ アントワーヌ・コンパニョン 1,600 2014/11 近代哲学 味わい深いモンテーニュの言葉を豊富に引きながら、その大著の
エッセンスを見事に凝縮した４０章 9784560025819

法政大学出版局 ハイデガー読本 秋富克哉 3,400 2014/11 現象学・実存主義
「二十世紀最大の哲学者」ハイデガー。その思索の歩みを、「転
回」の精緻な読解も含め、これまでの研究史を更新する試み。 9784588150708

法政大学出版局 論理哲学論考 Ｌ.ヴィトゲンシュタイン 3,000 1968/7 分析哲学 分析哲学の分野に多大な影響を与えた著者の傑作『トラクタートゥ
ス』完訳とあわせ，『哲学探究』抄訳を収む。 9784588000065

みすず書房 波止場日記 エリック・ホッファー 3,600 2014/9 近代哲学 港湾労働者が書いた哲学書にして「在野の知」を象徴する古典。 9784622083740

みすず書房 明るい部屋 ロラン・バルト 2,800 1997/6 構造主義・ポスト
構造主義

「写真」を通して「母」を語り、亡き「母」のまなざしに「写真」の本質
をとらえた、バルト最晩年の珠玉のエッセイ。 9784622049050

ミネルヴァ書房 朱子学入門 垣内 景子 2,500 2015/8 東洋思想（インド
含む）

今さら?否!今こそ朱子学 東アジアの思想原理である朱子学の世
界観と基本概念をわかりやすく解説 9784623073917

未来社 公共性の構造転換 ハーバーマス 3,800 1994/5 マルクス思想・批
判理論

市民的公共性の自由主義的モデルの成立と社会福祉国家にお
けるその変貌を論じる基本文献。 9784624011239

未来社 新装版　現代政治の思想と行動 丸山眞男 3,800 2006/8 日本の哲学・思
想（戦後思想）

〈戦後民主主義〉はここから始まった――。繰り返し読まれ、言及さ
れ、論じられる、戦後最深・最長のロングセラー。 9784624301033

未来社 大統領の独裁 カール・シュミット 1,800 1974/4 政治哲学・社会哲学
カール・シュミットの問題の書。ナチズム研究に不可欠な本書に訳
者の周到な研究解説50頁を付す。 9784624300166

未来社 政治的なものの概念 カール・シュミット 1,300 1970/12 政治哲学・社会哲学
「政治の本質は、友と敵の区別にある」。政治的なものの根拠を求
めるシュミットの原理的思考の到達点。 9784624300128

貴店印


