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　　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．97」をご案内いたします。

 今回のテーマは 「明治150年　～明治が現代に問いかけるもの～」です。

　今年平成30年(2018年)は、明治元年（1868年）から起算して満150年の年に当たります。
近代化の一歩を踏み出した明治時代を様々な角度から見つめ、
その正負の両面を検証し、これからの社会のあるべき将来像を描きたいものです。

歴史・思想・社会等、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。

　《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

東京大学出版会 歴史と国家－１９世紀日本のナショナル・ア
マーガレット・メール
著／千葉 功・松沢
裕作 訳者代表

5,800 2017/11 日本史（概論・
通史・史料）

東京大学史料編纂所の歴史から語り起こし、国家との
関わりにおける歴史学の役割を問う。 9784130201568

ミネルヴァ書房 西郷隆盛－人を相手にせず、天を相手にせよ 家近 良樹 4,000 2017/8
日本史
（近代）

大政奉還・王政復古150周年記念出版。西郷評伝の
決定版重版出来！ 9784623080977

ミネルヴァ書房 西郷隆盛と幕末維新の政局 家近 良樹 5,000 2011/5
日本史
（近代）

西郷の体調やストレス源を探りながら読み解く幕末維
新。評伝選とあわせて是非。 9784623060061

ミネルヴァ書房 明治天皇－むら雲を吹く秋風にはれそめて－ 伊藤 之雄 2,800 2006/9
日本史
（近代）

一四歳で即位した無力な少年から「大帝」と呼ばれる
までの軌跡。近代天皇像を一新する。 9784623047192

ミネルヴァ書房 夏目漱石－人間は電車ぢやありませんから－ 佐々木 英昭 3,500 2016/12
日本史
（近代）

夏目漱石生誕150年。近代日本文学に燦然と輝く軌
跡を残した漱石の内面を探る。 9784623078936

白水社 偽史の政治学　新日本政治思想史 河野　有理 2,800 2016/12
日本史
（近代）

思想史という枠組みに依拠しながら、明治・大正・昭
和というそれぞれの時代を象徴する一齣を提示する
試み

9784560095287

白水社 明治キワモノ歌舞伎　空飛ぶ五代目菊五郎 矢内　賢二 2,500 2009/4
日本史
（近代）

名優五代目菊五郎が演じ続けたキワモノ歌舞伎を再
評価し、明治という時代を生き生きと描く 9784560094044

白水社 翻訳のダイナミズム
スコット・L・モ
ンゴメリ

4,000 2016/9
日本史
（近代）

古代ギリシアの科学・文化はどのように中世アラビア・
近代日本へと継承されたのかを描く翻訳の世界史 9784560095102

白水社 絵のように　明治文学と美術 前田　恭二 6,200 2014/8
日本史
（近代）

約百年前、美術の国家的保護奨励策を横目に、小説
家たちは絵画をどのように意識し、どう表現したのか。 9784560083840

慶應義塾大学出版会 特命全権大使　米欧回覧実記　普及版　１
久米邦武 編著
／水澤 訳・注 1,600 2008/6

日本史
（近代）

19世紀の岩倉使節団とともに、世界一周の旅へ出
発！　第1巻は、横浜出港からアメリカ訪問へ、そして
200 余日の滞在。

9784766414868

慶應義塾大学出版会 特命全権大使　米欧回覧実記　普及版　２
久米邦武 編著
／水澤 訳・注 1,800 2008/6

日本史
（近代）

産業革命期のイギリスをめぐる120 余日の旅。「遅れ
てきた青年」日本の懸命な学習ぶりが描かれ、切ない
思いが吐露される。

9784766414875

慶應義塾大学出版会 特命全権大使　米欧回覧実記　普及版　３
久米邦武 編著
／水澤 訳・注 1,800 2008/6

日本史
（近代）

第3巻は、いよいよヨーロッパ大陸の中枢へ。壮麗な都パリ
や普仏戦争に勝利し新興の気あふれるベルリンの街へ。 9784766414882

慶應義塾大学出版会 特命全権大使　米欧回覧実記　普及版　４
久米邦武 編著
／水澤 訳・注 1,800 2008/6

日本史
（近代）

第4巻は、大国ロシア、そして西洋文明源流の地ロー
マへ。最大の脅威と怖れられたロシアの実態は「未開
の大国」だった。

9784766414899

慶應義塾大学出版会 特命全権大使　米欧回覧実記　普及版　５
久米邦武 編著
／水澤 訳・注 1,800 2008/6

日本史
（近代）

第5巻は、一行の旅も終盤。ウィーンでの万国博覧会
見学、そして植民地アジアの現実に触れ日本のある
べき姿を胸に帰国。

9784766414905

吉川弘文館 日本近代の歴史①　維新と開化 奥田晴樹著 2,800 2016/9
日本史
（近代）

新政府はいかに近代国家を目指したのか。日本史上有数
の国制改革の実態を描き、明治維新の核心に迫る。 9784642068123

吉川弘文館 〈通訳〉たちの幕末維新 木村直樹著 2,800 2012/1
日本史
（近代）

英語など新しい言語への対応や維新後に辿った道ま
で、激動の時代を語学力で生き抜いた姿を追う。 9784642080729

吉川弘文館 大久保利通と明治維新 佐々木　克著 1,700 1998/8
日本史
（近代）

使命感と決断力で徳川幕府を倒した誠実な志の政治
家の生涯を描き、明治維新に新たな光をあてる。 9784642054454

吉川弘文館 近代日本の就職難物語　「高等遊民」になる 町田祐一著 1,700 2016/6
日本史
（近代）

高学歴だが定職に就いていない「高等遊民」はいかに生み
出されてきたのか。過酷で理不尽な就職事情の歴史！ 9784642058285

法政大学出版局 大砲からみた幕末・明治　近代化と鋳造技術 中江秀雄 3,400 2016/9
日本史
（近代）

敗戦を経て忘れられた大砲製造の歴史を、鋳造工学
研究の第一人者がひもとく異色の書。 9784588314025

法政大学出版局 明治日本とイギリス
オリーヴ・
チェックラン
ド

4,800 1996/6
日本史
（近代）

明治日本の近代化と発展に大きな影響を与えたイギ
リス人たちの業績と日本での生活を描く。 9784588021732

晶文社 儒教が支えた明治維新 小島毅 1,900 2017/11
日本史
（近代）

儒教的教養の水脈は、吉田松陰、西郷隆盛…と受け
継がれ、近代化を用意。まったく新しい明治維新論。 9784794970336

東京大学出版会 明治大正史　上 中村隆英 著／原
朗・阿部武司 編 3,000 2015/9

日本史
（近代）

名著『昭和史』の著者が時代をさかのぼって捉え返し
た、明治大正にわたる日本の近代史。 9784130230698

東京大学出版会 明治大正史　下 中村隆英 著／原
朗・阿部武司 編 3,000 2015/9

日本史
（近代）

名著『昭和史』の著者が時代をさかのぼって捉え返し
た、明治大正にわたる日本の近代史。 9784130230704

東京大学出版会 統計学の日本史－治国経世への願い 宮川公男 2,800 2017/9
日本史
（近代）

統計学の源流を訪ねることで、社会において統計の
果たす役割を再考する。 9784130430395

東京大学出版会 明治維新期の貨幣経済 小林延人 5,600 2015/3
日本史
（近代）

貨幣の実態と社会活動の変化を丹念に実証し、諸地
域の動きが近代日本の経済をいかに形作ったかを活
き活きと描く。

9784130262392

御茶の水書房 明治憲法の起草過程－グナイストからロェス 堅田剛 4,800 2014/12
日本史
（近代）

明治憲法起草史における最大の謎に挑む！明治憲
法の光源としての『西哲夢物語』の研究。 9784275010841

御茶の水書房 明治文化研究会と明治憲法－宮武外骨・尾佐 堅田剛 4,500 2008/10
日本史
（近代）

明治憲法の真の起草者は誰？　宮武外骨、尾佐竹
猛、吉野作造の３人が組織した明治文化研究会と
は

9784275005977
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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

御茶の水書房 日本近代化の構造的特質 北條浩 9,000 2008/11
日本史
（近代）

日本の近代化は天皇制絶対主義国家の必然的な命
題であった。これらの本質の一端を明らかにする。 9784275008046

筑摩書房 明治富豪史 横山源之助 1,000 2013/11
日本史
（近代）

新興企業家・財閥創業者たちの姿を明らかにした明
治裏面史。 9784480095824

未来社 福沢諭吉と宣教師たち　知られざる明治期の 白井堯子 3,800 1999/6
日本史
（近代）

英国国教会の史料から、福沢諭吉と宣教師の密接な
交流を示す100通余りに及ぶ書簡・報告書を発掘し新
事実を紹介。

9784624111724

紀伊國屋書店 日露戦争スタディーズ 小森陽一 2,200 2004/5
日本史
（近代）

近代日本の進む道を決定づけた日露戦争。それを改
めて問い質す。 9784314009560

紀伊國屋書店 明治馬券始末 大江志乃夫 1,800 2005/10
日本史
（近代）

馬券競馬廃止の影には、歴史に隠されたドラマが
あった。 9784314009768

創元社 明治維新とは何だったのか－薩長抗争史から 一坂太郎 1,500 2017/11
日本史
（現代）

薩摩・長州の出身者がリードした幕末維新の出来事
を一次史料から丹念にたどり、現代につながるその功
罪を再検証する。

9784422201597

吉川弘文館 ふたつの憲法と日本人　戦前・戦後の憲法観 川口暁弘著 2,000 2017/7
日本史
（現代）

明治以降の日本に存在するふたつの憲法が、これま
で一度も改正されなかったのはなぜか。日本人の憲
法観に迫る！

9784642058506

青土社 「元号」と戦後日本 鈴木洋仁 1,900 2017/9 民俗学
「元号」は戦後日本といかに関わってきたのか。「明
治」「大正」「昭和」それぞれのテーマに絞ることにより
歴史認識のダイナミズムが明らかになる。

9784791770069

勁草書房 フロックコートと羽織袴 小山直子 3,800 2016/3
日本文化
史（論）

男性はモーニング、女性は白襟紋付の着物。明治
期、洋装と和装がミックスした日本的礼装はどのように
誕生したか。

9784326602889

春秋社 カリスマフード　肉・乳・米と日本人 畑中三応子 1,900 2017/1
日本文化
史（論）

国策により、富国強兵・脱亜入欧を掲げて普及に至っ
た肉・牛乳・お米を巡る日本近現代史。 9784393751244

勁草書房 帝国日本と人類学者　１８８４－１９５２年 坂野徹 5,700 2005/4
文化人類
学

戦前日本における人類学の歴史を検証し、国民国
家、植民地支配、戦争との関わりを詳細に描き出す。 9784326101566

法政大学出版局 近代測量史への旅　ゲーテ時代の自然景観図 石原あえか 3,800 2015/9 世界史(ヨー
ロッパ）

正確な地図作製を目指した多くの数学者・天文学者・
測量技術者たちの苦闘にみちた足跡を描く。 9784588371233

白水社 帝都東京を中国革命で歩く 譚　璐美 1,800 2016/7
世界史(ア
ジア）

〈明治維新〉と〈中国革命〉が交錯した帝都東京の新
たな相貌 9784560092507

日本評論社 図録・評伝　安重根 姜昌萬 3,600 2011/6
世界史(ア
ジア）

日本では伊藤博文を暗殺したテロリスト、韓国では世
宗王、李舜臣に並ぶ義士・安重根。日本初紹介の朴
殷植が著した評伝を加え刊行。

9784535585898

　《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

青土社 「大菩薩峠」論 成田龍一 2,200 2006/10 日本の哲学・
思想（近代）

「大菩薩峠」には〈大日本帝国〉のすべてが書き込ま
れていた。現代思想の知見をふまえ、気鋭の歴史家
が国民的大河小説に挑んだ評論。

9784791763030

勁草書房 明治・大正期の科学思想史 金森修編 7,000 2017/8 日本の哲学・
思想（近代）

明治以降の日本の科学思想史を、西洋思想との遭
遇、対峙、咀嚼、展開などの諸相を含めて通覧する。 9784326102617

筑摩書房 明治への視点　『明治文學全集』月報より 筑摩書房編集部 2,000 2013/4 日本の哲学・
思想（近代）

明治の文学遺産を網羅した『明治文學全集』月報所
収の随筆を集める。 9784480015693

未来社 近代日本政治思想の諸相　新装版 橋川文三 4,500 1995/6 日本の哲学・
思想（近代）

柳田国男、北一輝・大川周明、二・二六以後の政治
思想を体系的に論述し、近代思想の底流とその展開
を明らかにする。

9784624300852

未来社 長谷川如是閑研究序説 田中浩 2,800 1989/12 日本の哲学・
思想（近代）

明治・大正・昭和の三代にわたり代表的知識人・
ジャーナリストとして活躍した反骨の思想家の恰好の
如是閑入門書。

9784624300654

未来社 新装版　近代日本における制度と思想 中村雄二郎 3,800 1999/5 日本の哲学・
思想（近代）

近代日本における思想的展開と思想史の諸問題を制
度論的視角から追求する哲学者の意欲的労作。 9784624011482

　《その他》
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

青土社 日清戦争異聞　萩原朔太郎が書いた戦争 樋口覚 1,800 2008/12
文学・芸術
批評/理論

朔太郎が描きだした日清戦争の英雄と、錦絵に彩ら
れた明治日本を再考する。

9784791764600

春秋社 明治の御世の「坊っちやん」 古山和男 2,000 2017/10
文学・芸術
批評/理論

漱石が秘した、明治藩閥政府や日露戦争への痛烈な
批判。浮かび上がるもうひとつの「坊っちやん」。

9784393441664

未来社 家郷のガラス絵－出雲の子ども時代 長谷川摂子 1,800 2011/6 文学・芸術
批評/理論

次世代へと遺され、受け継がれていく「語ること」の豊
かさと不思議さ。子ども時代の体験をみつめる、ふる
さと回帰の旅。

9784624601119

ミネルヴァ書房 明治の〈青年〉－立志・修養・煩悶－ 和崎 光太郎 3,000 2017/3 学校論
近代日本が生んだモラトリアムの源流とは。明治期に
どのように〈青年〉という概念が生まれたかに迫る

9784623079056

筑摩書房 明治の「性典」を作った男　謎の医学者・千 赤川学 1,500 2014/9
社会学一
般

『造化機論』四部作。明治期の一大ベストセラーを手
掛けた千葉繁の生涯。

9784480016065

みすず書房 良妻賢母主義から外れた人々  関口すみ子 4,200 2014/6 ジェンダー・
フェミニズム

良妻賢母主義は近代国家とともに確立した。国家の
形成期に、女性はどのように位置付けられていったの
か。

9784622078395

日本評論社 つくられた「少女」－「懲罰」としての病と 渡部周子 2,600 2017/3 ジェンダー・
フェミニズム

明治期の女子教育に医学と進化論がはたした役割を
探り、近代日本におけるジェンダー規範の成立とその
固定化の過程を明らかにする。

9784535586970

みすず書房 明治知識人としての内村鑑三　その批判精神 柴田真希都 7,500 2016/9 現代社会
明治日本に世界市民として生きた批判的知識人内村
鑑三。世界市民的精神の全体像を構築する一冊

9784622085331

みすず書房 相互扶助の経済　無尽講・報徳の民衆思想史 テツオ・ナジタ 5,400 2015/3
日本論･
日本人論

無尽講、頼母子講、もやいなどの「講」を研究し、その
後、相互銀行に引き継がれていく様を描く好著。

9784622078890
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