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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．95」をご案内いたします。

 今回のテーマは 「ロシア　革命から100年」です。

　2017年はいわゆるロシア革命から100年となる年です。

革命を経て、世界初の社会主義国家が成立。1991年にソビエト連邦が崩壊。

アメリカとの冷戦時代を終えても、なお国際社会に強い影響力を持つロシア。

歴史・文化・思想・社会・政治・・・が、キーワードです。

　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

晶文社
「ポスト真実」時代のネット
ニュースの読み方

松林薫 1,600 2017/3 メディア論 ロシアの情報操作疑惑に関心が高まる今、ネット
ニュースの正しい読み方はマストなリテラシーです。 9784794969569

慶應義塾大学出版会 現代ロシア政治入門　第2版 横手 慎二 2,400 2016/5 政治
現代ロシアの政治を理解するため「歴史」「内政」「外
交」の三本の柱を据えて分かりやすく解説する入門
書。

9784766423464

勁草書房 冷戦終焉20年 塩川伸明 2,800 2010/6 政治 社会主義後退の事実は、欧米諸国・日本・開発途上
国などにおける最近の社会変動の構成要素だ。 9784326351534

筑摩書房 日本の戦略外交（ちくま新書1236) 鈴木美勝 1,100 2017/2 海外事情
 外交取材のエキスパートが読み解く世界史ゲームの
いま。「歴史」の和解と打算、機略縦横の駆け引き…
…。戦略的リアリズムとは何か。

9784480069443

《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

筑摩書房 写真　日露戦争(ちくま学芸文庫) 小沢健志 1,300 2010/11 歴史一般 近代国家をめざす大日本帝国が大国ロシアに挑んだ
日露戦争を当時の写真で再現 9784480093295

筑摩書房 ソ連史（ちくま新書935) 松戸清裕 820 2011/12 歴史一般
二〇世紀に巨大な存在感を持ったソ連。「冷戦の敗者」「全
体主義国家」の印象で語られがちなこの国の内実を丁寧に
たどり、歴史の中での冷静な位置づけを試みる。

9784480066381

筑摩書房 シベリア鉄道紀行史(筑摩選書) 和田博文 1,600 2013/1 歴史一般
ロシアの極東開発の重点を担ったシベリア鉄道。近代史に
翻弄されたこの鉄路を旅した日本人の記述から、西欧への
ツーリズムと大国ロシアのイメージの変遷を追う。

9784480015617

慶應義塾大学出版会 ブラックアース（上） ティモシー・ス
ナイダー 2,800 2016/7

世界史(ヨー
ロッパ）

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。 9784766423501

慶應義塾大学出版会 ブラックアース（下） ティモシー・ス
ナイダー 3,000 2016/7

世界史(ヨー
ロッパ）

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。 9784766423518

慶應義塾大学出版会 赤い大公 ティモシー・ス
ナイダー 4,600 2014/4

世界史(ヨー
ロッパ）

ヒトラーとスターリンのはざまで、ウクライナ王になること
を夢見た男の数奇な運命を描く傑作。 9784766421354

東京大学出版会 ロシア・シオニズムの想像力 鶴見 太郎 5,200 2012/1
世界史(ヨー
ロッパ）

歴史をたどりながら，シオニズムの新たな側面に光を
あてる．【第１回東京大学南原繁記念出版賞】 9784130160322

東京大学出版会 ロシアと日本 東郷 和彦 編,
Ａ Ｎ パノフ 編, 4,400 2016/10

世界史(ヨー
ロッパ）

外交の現場での交渉をふまえ，両国の本質を理解し
あうこと目的とした研究プロジェクトの成果． 9784130203050

東京大学出版会
東大塾　社会人のための現代
ロシア講義

塩川 伸明 編,
池田 嘉郎 編, 3,000 2016/6

世界史(ヨー
ロッパ）

政治，経済，歴史，外交など多角的な視点から渉猟
し，最新の研究成果をもとに分析する． 9784130330732

東京大学出版会
天体建築論 レオニドフとソ連
邦の紙上建築時代

本田 晃子 5,800 2014/3
世界史(ヨー
ロッパ）

異能の建築家の，建築思想とその発想の根源を，従
来の研究史を圧倒する密度で描き出す， 9784130668545

白水社 クレムリン　赤い城塞の歴史（上）
キャサリン・メリ
デール 2,900 2016/8

世界史(ヨー
ロッパ）

中世から現代まで、権力と民衆、戦争と革命、建築と
美術など、陰影豊かに描く。 9784560095041

白水社 クレムリン　赤い城塞の歴史（下）
キャサリン・メリ
デール 2,900 2016/8

世界史(ヨー
ロッパ）

中世から現代まで、権力と民衆、戦争と革命、建築と
美術など、陰影豊かに描く。 9784560095058

白水社 情報戦のロシア革命 ロバート・サー
ヴィス 4,400 2012/9

世界史(ヨー
ロッパ）

ロシア革命」を第一次世界大戦時の外交戦略に位置
づけた、斬新な国際関係論 9784560082393

白水社 トロツキー（上）
ロバート・サー
ヴィス 4,000 2013/3

世界史(ヨー
ロッパ）

天才革命家」の光と陰。誕生から、革命運動への傾
倒、流刑と亡命、レーニンとの出会い、十月革命まで
を精細に描く評伝

9784560082720

白水社 トロツキー（下） ロバート・サー
ヴィス 4,000 2013/3

世界史(ヨー
ロッパ）

レーニンの死から、スターリンとの対立、トルコ・メキシ
コへの亡命、暗殺されるまでを精細に描く評伝 9784560082737
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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

白水社 クリミア戦争（上） オーランドー・
ファイジズ 3,600 2015/2

世界史(ヨー
ロッパ）

十九世紀の「世界大戦」の全貌を初めてまとめた戦史 9784560084205

白水社 クリミア戦争（下） オーランドー・
ファイジズ 3,600 2015/2

世界史(ヨー
ロッパ）

十九世紀の「世界大戦」の全貌を初めてまとめた戦史 9784560084212

白水社 スターリン　赤い皇帝と廷臣たち（上）
サイモン・セ
バーグ・モンテ
フィオーリ

4,200 2010/1
世界史(ヨー
ロッパ）

権力掌握から独ソ戦まで「人間スターリン」の実像に
迫る画期的な伝記 9784560080450

白水社 スターリン　赤い皇帝と廷臣たち（下）
サイモン・セ
バーグ・モンテ
フィオーリ

5,000 2010/1
世界史(ヨー
ロッパ）

独ソ戦からその最期まで「人間スターリン」の実像に迫
る 9784560080467

みすず書房 ロシア革命の考察 Ｅ・Ｈ・カー 3,400 2013/3
世界史(ヨー
ロッパ）

レーニン、トロツキー、スターリン―。政治的エリートに
よる革命を碩学が論じた基本書。 9784622083580

みすず書房 ロシア共産主義 Ｂ・ラッセル 1,800 2007/6
世界史(ヨー
ロッパ）

イギリスの哲学者が1920年にレーニン、トロツキーと直
接会って書いた本。当時を知る貴重な資料。 9784622073161

ミネルヴァ書房 世界スタジアム物語 後藤健生 2,500 2017/5
世界史(ヨー
ロッパ）

ニコライ二世退位後に建設された「赤色スタジアム」。
権力の誇示に利用された祝祭的空間での喜劇と悲劇 9784623078684

未來社 10月革命 
ロイ・メドヴェー
ジェフ 3,800 1998/5

世界史(ヨー
ロッパ）

スターリン主義批判で知られる歴史学者によるロシア
革命論。のちのペレストロイカにつながる先駆的な論
考。

9784624111175

未來社 ブハーリンとボリシェヴィキ革命 
スティーヴン・
Ｆ・コーエン 7,800 1979/3

世界史(ヨー
ロッパ）

レーニンと共にロシア革命を担い、スターリンによって
粛正された優れた理論家ブハーリンの伝記と完全に
欠落した歴史的位置づけに取り組む大著。

9784624110512

岩波書店 ロシア革命　破局の８か月 池田嘉郎 840 2017/1
世界史(ヨー
ロッパ）

立憲主義者、自由主義者に注目し、革命の今日的意
義に迫る最新の研究。 9784004316374

法政大学出版局 評伝　ジョージ・ケナン ジョン・ルカーチ 2,900 2011/8
世界史(アメリ
カ、南北を含
む）

ケナンと親交の深かった著者が、その生い立ちから性
格、経歴、死に至るまでの101年の生涯を描く。 9784588366062

大月書店 ロマーノフ王朝滅亡
マーク・スタイン
バーグ、ヴラ
ジーミル・フルス
タリョーフ

8,700 1997/3
世界史(その
他）

二月革命の勃発からロマーノフ王家終焉までの運命
の日々を豊富な資料に基づきドラマティックに描く 9784272530274

御茶の水書房 ロシア帝国の民主化と国家統合 加納　格 7,200 2001/1
世界史(その
他）

ロシア１９０５年革命期の変革とそれによって成立した
統治体制の考察。政府内で進められた改革過程に焦
点。

9784275018496

法政大学出版局 帝国・〈陰謀〉・ナショナリズム 山本健三 4,700 2016/8
世界史(その
他）

1冊の書物をきっかけに帝国ロシアで「出版戦争」と呼
ばれる大論争が勃発した。言論が社会に及ぼす力を
描き出す、新しいロシア史の挑戦。

9784588376030

《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 資本論① カール・マルクス 1,200 1972/3 マルクス思想・
批判理論

資本論邦訳のスタンダード。第1部　1章から7章まで
を収録。 9784272802517

大月書店 資本論② カール・マルクス 1,200 1972/3 マルクス思想・
批判理論

資本論邦訳のスタンダード。第1部　8章から13章まで
を収録。 9784272802524

大月書店 資本論③ カール・マルクス 1,200 1972/4 マルクス思想・
批判理論

資本論邦訳のスタンダード。第1部　14章から25章ま
でを収録。 9784272802531

大月書店 カール・マルクスの弁明 聽濤弘 1,600 2009/5 マルクス思想・
批判理論

マルクスは資本主義をどう分析し、その理論的帰結と
しての社会主義とは何だったのか。 9784272430802

青土社
大義を忘れるな　革命・テロ・
反資本主義

スラヴォイ・
ジジェック 4,800 2010/3

構造主義・ポス
ト構造主義

ロシア革命をはじめ、フランス革命・文化大革命が大流血と
恐怖政治の結末に終息した理由を問い直すことで、反資本
主義闘争を理論化する画期の書であり、ジジェックの代表
作

9784791764914

未來社 信仰と科学 ボグダーノフ 2,200 2003/12 科学哲学
ボリシェヴィズムの代表的理論家によるレーニン反駁
の書。世紀転換期の思想史の一幕。 9784624934309

慶應義塾大学出版会
井筒俊彦著作集 第三巻 ロシ
ア的人間

井筒俊彦 6,800 2014/1 日本の現代思
想

井筒俊彦初期の思想形成期に書かれたロシア文学
論。 9784766420739

法政大学出版局 〈遊ぶ〉ロシア
ルイーズ・マ
クレイノルズ 6,800 2014/10

カルチュラルスタ
ディーズ・ポストコ
ロニアル批評

劇場、スポーツ、観光旅行、ナイトライフ、映画など
様々に〈遊ぶ〉ロシアをカルチュラル・スタディーズの
成果を活用し、描写する。

9784588371219

未來社
ロシア・アヴァンギャルドと20世
紀の美的革命

ヴィーリ・ミリ
マノフ 2,800 2001/6

文学・芸術批評
/理論

民衆による革命と美的革命の相克をめざしたロシア・
アヴァンギャルドの運動と展開を概観。 9784624710828
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