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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．98」をご案内いたします。

 今回のテーマは 「われわれはどう生きるのか　～人生を見つめなおす～」です。

　話題となっている「君たちはどう生きるか」。最大の読者層は40代の大人だそうです。

年齢を重ねているからこそぶつかる悩み、疑問、葛藤・・・。

それに向き合いながら、どのように生きていくのか。

今回は人生を見つめなおし、新しい一歩を踏み出す方法を考えるためのテーマを選びました。

哲学・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。

　《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

大月書店 認知症になった私が伝えたいこと 佐藤雅彦 1,600 2014/11 福祉
51歳の時に認知症の診断を受け、心の葛藤や日常
生活の困難に対峙しながらも、前向きな生き方を模
索してきた著者からのメッセージ。

9784272360826

紀伊國屋書店 〈わたし〉を生きる－女たちの肖像 島崎今日子 1,500 2011/3
ジェンダー・フェ
ミニズム

各界を代表する女たち16人のノンフィクション。 9784314010788

勁草書房 街の人生 岸政彦 2,000 2014/5 社会学一般
外国籍のゲイ、ニューハーフ、摂食障害、シングル
マザーの風俗嬢、ホームレスたちの「普通の人生」。 9784326653874

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 2017/3 差別社会
｢人種差別って何？」。10歳も娘に問いかけられた
疑問に、父親として子どもと同じ目線で考え対話し
ながら「差別」を根本的に問い直す。

9784791769759

青土社 自分とは違った人たちとどう向き合うか ジグムント・バウマン 1,800 2017/3 現代社会
イギリスのEU離脱、テロ・・・。民族や文化や宗教の
異なる人びとを排除する風潮をどう考え、どう生きる
か。社会学の巨人の遺した遺作です。

9784791769735

青土社 クラウド時代の思考術　Ｇｏｏｇｌｅが教え ウィリアム・パウンドストーン 2,400 2017/1 現代社会 ネット時代における新しい知のあり方を稀代の情報
理論研究者が提案。 9784791769667

東京大学出版会 希望学　あしたの向こうに　希望の福井、福 東大社研・玄田有史 編 2,000 2013/7 社会学一般
どんな社会に「希望」は生まれるのか？　地域の原
点を見つめ直し、地域の希望を見出すことを訴え
る。

9784130330701

日本評論社 安楽死を選ぶ　オランダ・「よき死」の探検 シャボットあかね 1,900 2014/1 海外事情
「安楽死ができる国」の高齢者は、どのように人生の
最期を決めるのか。彼らが自ら選ぶ「よき死」の姿を
描く。

9784535983991

白水社 オはオオタカのオ ヘレン・マクドナルド 2,800 2016/9 家族 愛する父の突然の死。喪失のさなか「私」はオオタカ
を手に入れた 9784560095096

白水社 父を見送る　家族、人生、台湾 龍應台 2,400 2015/9 家族 台湾文壇の重鎮が綴る、やさしさと情愛に満ちた家
族の物語 9784560084601

白水社 人生案内－出久根達郎が答える３６６の悩み 出久根達郎 1,400 2015/2 現代社会 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 9784560084199

ミネルヴァ書房 若者の戦後史－軍国少年からロスジェネまで 片瀬 一男 3,000 2015/9 現代社会 「軍国少年」の時代から「ロスジェネ」まで、若者の歩
んだ軌跡を描き出し、若者の生き方を見つめ直す。 9784623072910

未来社 放送記者、ドイツに生きる 永井潤子 2,200 2013/8 現代社会 「ドイツ」を通し、日本の政治、社会のあり方、日本人
の生き方を見つめ直す現代社会レポート。 9784624410971

未来社 破壊者のトラウマ－原爆科学者とパイロット 小坂洋右 1,800 2005/8 現代社会 原爆に関わった科学者と軍人が、その後歩んだ数
奇な人生。史実にせまる歴史ノンフィクション！ 9784624410889

　《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 いのちと責任－対談　高史明・高橋哲哉 高史明　高橋哲哉 2,000 2012/2 日本の現代思想
自らを深くえぐりながら現実の問題に真摯に向きあう
ふたりの鋭く、そしてあたたかい対話が、すべての
人を深い思考に誘なう。

9784272430895

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
「弱さ」を中心に据えた町やコミュニティをフィールド
ワークし、新しい共同体のあり方と思想としての「弱
さ」を考察する。

9784272430963

御茶の水書房 現代に生きる内村鑑三　改訂版－人間と自然 三浦永光 4,400 2017/2
日本の哲学・思
想（近代）

内村鑑三が当時の社会、科学、戦争と平和、自然、
人間、農業についてのべた思想とその意義を「人間
と自然の関係はどうあるべきか」という観点から考

9784275020604

御茶の水書房 内村鑑三－私は一基督者である 小林孝吉 4,400 2016/1
文学・芸術批評
/理論

一基督者・内村鑑三の生涯と再臨信仰に批評の光
をあてる。 9784275020307

紀伊國屋書店 生きるということ フロム 1,359 1977/10
哲学（事典・概
論・哲学史）

宗教・先人の思想を織り交ぜ、どう生きるべきかを問
いかける 9784314001816

勁草書房 メタ倫理学入門　道徳のそもそもを考える 佐藤岳詩 3,000 2017/8 倫理学 善いとか悪いってどういうこと？ 一歩下がって考え
ることで、深くて広い新しい世界が見えてくる。 9784326102624

勁草書房 情動の哲学入門　価値・道徳・生きる意味 信原幸弘 2,700 2017/11 科学哲学
理性にしたがって生きることが幸福につながるの
か。実はそうではない。情動こそが主役なのだ。心
の哲学の最前線。

9784326154500

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）

教育先進国スウェーデンで生まれた「考えるレッス
ン」この世界には、わかりきってることなんかない！ 9784794969361

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）

20万部のロングセラー“考える”という行為の本質が
見え、難しい問題に対する有効な解決策が導け
る！

9784794968937

晶文社 おおきく考えよう　人生に役立つ哲学入門 ペーテル・エクベリ 1,500 2017/10
哲学（事典・概
論・哲学史）

幸せになるための “考えるレッスン”！どうやって生
きるか、答えは書いてない。考えるのは、きみだ。 9784794969750

晶文社 日本の反知性主義 内田樹 1,600 2015/3 日本の現代思想
日本の危機的な言論状況の裏には、社会の根幹部
分に存在する「反知性主義」。 9784794968180

青土社 経験をリセットする　理論哲学から行為哲学 河本英夫 2,000 2017/9 科学哲学
世界中の様々な場所を訪ね歩き、「いま・ここにはい
ない」自己へと変容する。知り得た知識を捨て、目的
を持たずに歩き、経験の可動域を広げる。

9784791770120

筑摩書房 動物を追う、ゆえに私は〈動物で〉ある ジャック・デリダ 3,200 2014/11
構造主義・ポスト
構造主義

猫に自らの裸を見られた体験から始まる講演など４
編を収録。 9784480847430

筑摩書房 柄谷行人論　〈他者〉のゆくえ 小林　敏明 1,700 2015/4 日本の現代思想 思想家・柄谷行人。その中心にあるものは何か。 9784480016171

筑摩書房 対面的　〈見つめ合い〉の人間学 大浦　康介 2,900 2016/12 日本の現代思想 見つめ合う二人のあいだに何が起こっているのか。 9784480843128

筑摩書房 瞬間を生きる哲学　〈今ここ〉に佇む技法 古東　哲明 1,600 2011/3 日本の現代思想
本当に大切なのは、今この瞬間の充溢なのではな
いだろうか。 9784480015143

白水社 幸福論 アラン 1,300 2008/11
哲学（事典・概
論・哲学史）

「幸福とは何か」を追究したアラン畢生の名著 9784560720981
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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 哲学者とオオカミ－愛・死・幸福についての マーク・ローランズ 2,400 2010/4
哲学（事典・概
論・哲学史）

哲学者が仔オオカミと出会い、共に生活しその死を
看取るまでの驚異の報告 9784560080566

法政大学出版局 なぜ哲学するのか？ Ｊ.-Ｆ.リオタール 2,000 2014/3
構造主義・ポスト
構造主義

〈哲学とは何か〉という問いに対して、〈哲学する〉と
いう実践から真摯に応答し、〈現代思想〉の神髄に
迫る。

9784588010019

ミネルヴァ書房 山極寿一×鎌田浩毅　ゴリラと学ぶ 山極 寿一/鎌田 浩毅 2,200 2018/2 日本の現代思想
[知的好奇心ゆさぶる白熱シリーズ・刊行]霊長類学
の第一人者にして京大総長、異色の火山学者と大
激談!

9784623081387

ミネルヴァ書房 １８歳で学ぶ哲学的リアル－「常識」の解剖 大橋 基 2,800 2017/4 日本の現代思想
私たちが経験する「生きづらさ」や「決めがたさ」を糸
口として、哲学の思考法を解説。 9784623079377

未来社 私の人生の年代記　ストラヴィンスキー自伝 ストラヴィンスキー 2,200 2013/2
文学・芸術批評
/理論

『春の祭典』で知られる異才がその半生を語る。ヨー
ロッパとアメリカを結ぶ音楽家の軌跡。 9784624934361

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

「語ること」の豊かさと不思議さ、そして人生の滋養と
なる子ども時代の体験をみつめる、ふるさと回帰の
旅。

9784624601119

時事通信社 復刻新装版　憲法と君たち 佐藤 功 1,200 2016/10
日本の哲学・思
想（戦後思想）

日本国憲法制定にも関わった憲法学の権威の著作
を復刻。日本という国で生きるうえでの必読本。 9784788714915

　《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

誠信書房 完全なる人間　魂のめざすもの　第２版 
A.H.マスロー 2,500 1998/9 基礎心理
精神的に健康で自己を実現しつつある人びとの研
究を通して、その論ずるところを最も総合的・集約的
にまとめた現代の人生哲学の書。

9784414304107

誠信書房 ケアをすることの意味－病む人とともに在る アーサー・クラインマン 2,400 2015/10 精神分析
ケアをすることに関する深刻な議論を喚起し、医学・
看護・心理学教育と実践・研究におけるケアの位置
づけの再考を促す。

9784414428667

青土社 その島のひとたちは、ひとの話をきかない 森川すいめい 1,400 2017/5 精神医学
精神科医が自殺希少地域（自殺者が少ない地域）
を訪ね、生きやすさのヒントを探す旅に出る。現代社
会を生きる全てに人の生きるヒントがあります。

9784791769315

創元社 道は開ける　新装版 D・カーネギー著／香山
晶訳 1,600 1999/10 心理一般 ストレスに悩む現代人に、悩みを解決する方法を教

える古典的名著。 9784422100524

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。性格を変える
ための具体的方法を示す。

9784422116310

創元社 愛すること、生きること　全訳『愛と心理療 Ｍ・スコット・ペック著／氏原
寛・矢野隆子訳 1,800 2010/8 心理一般 精神的成長という「往く人の少ない路」をいかに歩む

か 9784422114477

創元社 探すのをやめたとき愛は見つかる－人生を美 B・ケイティ著／水島広子訳 2,200 2007/7 心理一般
人生の悩みや苦しみは、ほかの誰でもない自分自
身の思い込みが作り出している。変えるべきは自分
の考え。

9784422113968

創元社 それでいい。　自分を認めてラクになる対人 細川貂々&水島広子著 1,200 2017/6 心理一般
ネガティブ思考クイーンの漫画家・細川貂々が、精
神科医で対人関係療法の第一人者・水島広子に会
いに行く、等身大の自己肯定物語。

9784422930756

みすず書房 生きがいについて 神谷美恵子 1,600 2004/10 心理一般 1966年からのロングセラー。「生きがい」という言葉を
生んだ名著 9784622081814

　《教育》
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 教育史の中の内村鑑三 安彦忠彦 1,000 2016/3 教育学・教育論
内村鑑三の「公教育」批判と「市民の自己教育」の
観点ををとりあげる。 9784275020383

草思社 東大教授が教える独学勉強法 柳川範之 650 2017/12 教育学・教育論
高校へ行かず通信制大学から東大教授になった著
者による、今本当に必要な学び方 。 9784794223074

　《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

みすず書房 夜と霧　新版 V・E・フランクル 1,500 2002/11 歴史一般 世界的なロングセラー。600万を超える読者を獲得し
た稀代の名著 9784622039709

みすず書房 道しるべ　新装版 D・ハマーショルド 2,800 1999/5 歴史一般 元国連事務総長による内面の記録。信仰と思想と
の狭間の葛藤を綴る 9784622049371

吉川弘文館 方丈記に人と栖の無常を読む 大隅和雄著 3,000 2004/1 日本史（中世）
鴨長明が到達した無常の処世観とは何か。諦めや
慰めの中で日々を暮らす現代日本人の処世観の源
流にせまる。

9784642079259

吉川弘文館 考える江戸の人々　自立する生き方をさぐる 柴田　純著 2,500 2018/3 日本史（近世）
みずから〈考え〉〈工夫する〉。神仏の加護頼みで
あった中世から、自立を遂げ行動するようになる
人々の姿。

9784642083324

吉川弘文館 武士の奉公　本音と建前　江戸時代の出世と 高野信治著 1,700 2014/12 日本史（近世）
上司に取り入り出世を勝ち取る者、保身や人間関係
に配慮する者など、したたかに生きようとした武士た
ちの姿。

9784642057936

　《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

日本評論社 いさぎよく生きる－仏教的シンプルライフ 大下大圓 1,500 2012/1 その他の宗教
飛騨千光寺住職の著者が、人間関係などの執着を
断ち切る方法をアドバイス。 9784535586154

日本評論社 密教　大楽に生きるワザ－統合冥想があなた 大下大圓 1,600 2016/9 その他の宗教
宗教者・スピリチュアルケアワーカーとしての活動か
ら、密教パワーをいかに実践し安らかに生活できる
よう易しく解説

9784535563575

　《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

東京大学出版会 課題設定の思考力 東大EMP・横山禎徳 編 1,800 2012/5 ﾋﾞｼﾞﾈｽ
知のフロントランナーたちはなぜ成果をあげられる
のか。「課題設定」という能力を得るためのヒントを探
る。

9784130430517

東京大学出版会 デザインする思考力 東大EMP・横山禎徳 編 2,000 2014/3 ﾋﾞｼﾞﾈｽ
知の最先端で活躍する人たちはどのような思考と方
法を形成してきたのか。東大発信の知的キャリア
論、第2弾！

9784130430524

日本評論社 認めて励ます人生案内 増田明美 1,200 2013/5 人生論
『読売新聞』「人生案内」の記事から特に好評だった
ものをセレクト。マラソン解説同様褒めて和ます人柄
が滲み出る。

9784535563186

ミネルヴァ書房 キラリと、おしゃれ－キッチンガーデンのあ 津端 英子/津端 修一 1,000 2007/7 エッセイ
映画「人生フルーツ」主人公のエッセー。季節ととも
にていねいに暮らす夫婦の明日へとつながるメッ
セージ。

9784623049127

ミネルヴァ書房 夫の定年－「人生の長い午後」を夫婦でどう グループわいふ 1,800 2017/7 エッセイ
5組の夫婦による具体例なアンケートを通じて、定年
を迎えた人生の後半に良い夫婦関係を築く鍵を紹
介する

9784623080755
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