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2018年7月
（株）トーハン
書籍部 専門書グループ
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．99」をご案内いたします。
今回のテーマは

「人類の歴史」です。

人類はいつから存在したのでしょうか？600～500万年(!)前には、
人類の直接の祖先と見られる二足歩行をする動物が現れているとのこと。
直立二足歩行により、手が使え、脳も大きくなった人類は、
長い時間をかけて生物学的・文化的・技術的に進化をしてきました。
そして、これからどこへ向かっていくのでしょう。
文化人類学･考古学・歴史・言語・心理・進化論・科学・・・。
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

社会と個人－どこからそしていずこへ－ 高橋英博

3,400 2017/12 社会学一
般

社会や個人とは、一体何なのだろう。どこからやってき
て、いずこへ向かうのだろうか。

9784275020796

晶文社

現代の地政学

佐藤 優

1,500 2016/7 海外事情

世界を動かす「見えざる力の法則」の全貌を明らかにす
る、地政学テキストの決定版!

9784794968265

晶文社

「文明の衝突」はなぜ起きたのか

薬師院 仁志 1,600 2017/1 海外事情 経緯を振り返り、世界の緊張を解く処方箋。

闘争と葛藤が繰り返されてきたヨーロッパ・中東の歴史的

9784794968289

法政大学出版局

日本国と日本人

ｶｰﾙ・ﾛｰｾﾞﾝｸﾗ
ﾝﾂ

2,000 2015/4 日本論･日
本人論

江戸幕末期までの日本の歴史・自然・文化を、当時の西洋人が
入手できた稀少な文献を用いて概観する。

9784588316227

ミネルヴァ書房

よくわかるスポーツ人類学

寒川 恒夫 編
著

2,500 2017/3 社会学理
論

スポーツの起源かｒ伝播と変容を探る壮大な試み。

9784623080151

本体価格 発行年月

ジャンル 内容

ISBN

ご注文

《心理》
出版社名

書名

著者名

勁草書房

コミュニケーションの起源を探る

マイケル・トマセロ著／松井
智子・岩田彩志訳

勁草書房

心とことばの起源を探る 文化と認知

勁草書房

本体価格 発行年月

ジャンル 内容

ISBN

3,300 2013/11 認知心理

人間固有のコミュニケーションは、どのように進化し、発達
してきたのか。比較認知科学の名著。

9784326199631

マイケル・トマセロ著／大堀
壽夫・中澤恒子・西村義樹・
本多啓訳

3,400 2006/2 認知心理

ヒトはなぜ言語を使えるようになったのか？ 大胆かつ綴
密な仮説によって進化の最大の謎に迫る！

9784326199402

言葉は身振りから進化した

M.C.コーバリス著／
大久保街亜訳

3,700 2008/12 認知心理

言語の起源は動物の鳴き声ではなくジェスチャーにあった。刺
激に満ちた大胆な仮説を、軽快な語りロで説く。

9784326199433

青土社

暴力の人類史 上

スティーヴン・ピ
ンカー

4,200 2015/2 認知心理

認知科学者・進化心理学者の大家が解き明かす暴力を
めぐる人間の本性。

9784791768462

青土社

暴力の人類史 下

スティーヴン・ピ
ンカー

4,200 2015/2 認知心理

人類史の膨大な例証と、意識進化の仮説から導き出され
た、人類の未来に向けた希望の書

9784791768479

出版社名

書名

著者名

NHK出版

絶滅の人類史

更科 功

820 2018/1 世界史（概論・
通史・史料）

「弱者」であったホモ・サピエンスがいかにして生き延びたのか。
他の「人類」との関係性から描き出す一冊。

9784140885413

御茶の水書房

贈り物と交換の文化人類学

小馬徹

800 2000/8 文化人類
学

人間はどこから来てどこへ行くのか。贈り物と交換という日常の
行為をその歴史を通して、人間性の総体を問う。

9784275018274

河出書房新社

サピエンス全史 上－文明の構造と人類の幸 ハラリ

ユヴァル・ノア・

1,900 2016/9 世界史（概論・通
史・史料）

なぜ我々はこのような世界に生きているのか？ 現代世
界を鋭く抉る世界的ベストセラー。

9784309226712

河出書房新社

サピエンス全史 下－文明の構造と人類の幸 ハラリ

ユヴァル・ノア・

1,900 2016/9 世界史（概論・通
史・史料）

なぜ我々はこのような世界に生きているのか？ 現代世
界を鋭く抉る世界的ベストセラー。

9784309226729

紀伊國屋書店

神々の沈黙 意識の誕生と文明の興亡 J.ジェインズ 3,200 2005/4 日本史（概論・通
史・史料）

人類が意識を持ったのは、今からわずか3000年前のこと
だった。

9784314009782

ご注文

《歴史》
本体価格 発行年月

ジャンル 内容

ISBN

慶應義塾大学出版会 歴史は実験できるのか

ジャレド・ダイヤモンド、ジェ
イムズ・A・ロビンソン 編著

2,800 2018/6 世界史（概論・通
史・史料）

ポリネシアの島々からフランス革命まで、科学的手法で歴
史を分析した８つの研究を収録。

9784766425192

晶文社

進歩 人類の未来が明るい10の理由

ヨハン・ノルベリ
山形浩生訳

1,850 2018/4 歴史一般

メディアが伝えるネガティブな世界、それは本当？正しい
データを検証すると人類は確実に進歩している。

9784794969972

晶文社

人類のやっかいな遺産

ニコラス・ウェイド 山
形浩生、守岡桜訳

2,200 2016/4 歴史一般

人類の経済的発展格差の原因は地理？ 文化？ それとも遺
伝？最新ゲノムデータを基に進化の歴史を探る。

9784794969231

青土社

ことばの起源

ロビン・ダンバー

2,800 2016/8 文化人類
学

猿の集団が大きくなり「毛づくろい」ができなくなったとき、ことばは生まれ
た。人類のことばの進化と歴史を解き明かす。

9784791769407

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 歴史一般

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した世界の歴史。

9784422202709

創元社

人類の起源

H・トマ

1,600 1995/9 歴史一般

ダーウィン以前と以降の人類の起源をめぐる考察を概観
し，人類の未来を考える手がかりを与える一冊。

9784422211107

創元社

文字の歴史

G・ジャン

1,600 1990/11 世界文化
史

メソポタミアの楔形文字や，古代エジプトのヒエログリフ，地中海
沿岸で誕生したアルファベットなど，人類の文明を支えた文字
を紹介。

9784422210513

創元社

暗号解読事典

フレッド・B・リクソ
ン

4,500 2013/12 世界文化
史

古代からネット早期までの暗号の歴史的展開やトピックスを網羅的に解
説した、読んで楽しく、調べて使える大事典。暗号クイズ付。

9784422202693

草思社

銃・病原菌・鉄 上

ジャレド・ダイア
モンド

900 2012/2 世界史（概論・通
史・史料）

なぜ人類は五つの大陸で異なる発展をとげたのか。最新の知
見を編み上げて人類史の壮大な謎に挑む。

9784794218780

草思社

銃・病原菌・鉄 下

ジャレド・ダイア
モンド

900 2012/2 世界史（概論・通
史・史料）

なぜ人類は五つの大陸で異なる発展をとげたのか。最新の知
見を編み上げて人類史の壮大な謎に挑む。

9784794218797

筑摩書房

人類５万年 文明の興亡（上）

イアン・モリス 3,600 2014/3

世界史（概論・通
史・史料）

『銃・病原菌・鉄』『大国の興亡』を凌駕する壮大な構想力
に満ちた人類文明史。

9784480861276

筑摩書房

人類５万年 文明の興亡（下）

イアン・モリス 3,600 2014/3

世界史（概論・通
史・史料）

いかなる文明も衰退を免れ得ないのか。西洋終焉の未来
図を明晰な論理で描き出す。

9784480861283

ご注文

人文書ベストセレクション NO.99
「人類の歴史」

日本評論社 営業部 五月女 行
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《歴史》
出版社名

書名

著者名

筑摩書房

馬・車輪・言語 上 文明はどこで誕生した

デイヴィッド・ア
ンソニー

ジャンル 内容

ISBN

世界文化
史

世界で30億人が使う印欧語を話していた祖先はなぜこれ
ほど拡散できたのか？

2,900 2018/5

9784480861351

筑摩書房

馬・車輪・言語 下 文明はどこで誕生した ンソニー

デイヴィッド・ア

3,000 2018/5 世界文化
史

馬と車輪は移動の距離と経路を変えた。その時、人類に
何が起こったか？

9784480861368

白水社

レヴィ＝ストロース

カトリーヌ・クレ
マン

1,200 2014/4 文化人類
学

フランス構造主義の創設者とされる民族学者。思想界の
巨人」と呼ばれた百年の生涯を解説する。

9784560509906

白水社

カラー版 神のかたち図鑑

松村一男ほか

5,800 2016/11 神話

４００以上の神がここに集結！時代や文化によって大きく異なる
神の姿形。人類の想像力、創造力の世界をこの一冊で。

9784560095133

白水社

サル その歴史・文化・生態

デズモンド・モリ
ス

2,400 2015/8 世界文化
史

人類の祖先の興味尽きない生態の秘密と文化の数々。
図版多数。

9784560084441

法政大学出版局

人類の記憶－先史時代の人間像

Ｈ.ド・サン=ブラ
ンカ

人類の起源をめぐる論争の紆余曲折を辿り，食料獲得・宗教・
2,500 2005/12 世界考古 暴力・環境破壊等の人類永遠のテーマを発掘する。
9784588022289

みすず書房

奴隷船の歴史

マーカス・レディ
カー

世界史(アメリカ、
6,800 2016/6 南北を含む）

黒人人種問題のルーツを明らかにする「黒い大西洋
史」。

9784622078920

ミネルヴァ書房

詳論 文化人類学

桑山 敬己 編著

3,000 2018/4 文化人類
学

狩猟採集社会といった24のトピックに学界を代表する研
究者入魂の一冊。

9784623082711

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 著

2,200 2018/2 神話

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

小さな大世界史－アフリカから出発した人類 イニー 著

ジェフリー・ブレ

2,800 2017/9 世界史（概論・通
史・史料）

アフリカから出発した人類の長い旅をオーストラリアの歴
史家・ブレイニーの味わい深い文章で魅せる！

9784623071401

ミネルヴァ書房

ホモ・サピエンスの牢獄－人類の進化を哲学 甲田 純生 著 2,500 2009/5

【在庫僅少】人類の進化の壮大な哲学的パノラマ。二足
歩行、火の使用、埋葬、死の恐怖。

9784623054527

未来社

海女の島 舳倉島 ［新版］

未来社

死の儀礼－葬送習俗の人類学的研究 第２版 ハンティントン

吉川弘文館

日本人の誕生 人類はるかなる旅

吉川弘文館

本体価格 発行年月

哲学（事典・概
論・哲学史）

フォスコ・マラ
イーニ

1,800 2013/9 民俗学

舳倉島の人びとの生活はごく自然で、周りの風景の一部分とな
り「詩的」であり「偽善とタブー」から解放してくれるものだった。

9784624934415

Ｍ・メトカーフ ・

3,300 1996/11 文化人類
学

死をめぐる様々な儀礼に込められた象徴的意味を引きだ
し、死のもつ社会的・文化的意味を考察。

9784624200695

埴原和郎著 1,700 1996/11 歴史一般

人類進化の壮大なドラマ! さまざまな特徴をもつ日本民
族はどこからきて、どのように形成されてきたか。

9784642054010

倭人への道 人骨の謎を追って

中橋孝博著 1,800 2015/5 日本考古

人類のアジアへの拡散、縄文人から弥生人への移行な
ど、古人類学の残された謎を解明。

9784642058025

吉川弘文館

タネをまく縄文人

小畑弘己著 1,700 2015/12 日本考古

最新技術が検出した土器の中に眠る考古資料。それらが
指し示す縄文時代の実像！

9784642058162

吉川弘文館

文明に抗した弥生の人びと

寺前直人著 1,800 2017/6 日本考古

大陸の新文明は歓迎されていなかった!? 弥生時代の実
像を追う！

9784642058490

吉川弘文館

グローバル時代の世界史の読み方

宮崎正勝著 1,700 2004/11 世界史（概論・通
史・史料）

文明・国家を超えて壮大な人類の歩みを描く、新しい〈世
界史〉！

9784642055833

書名

著者名

ご注文

《哲学・思想》
出版社名

本体価格 発行年月

ジャンル 内容

800 2000/11 科学哲学

ISBN

宇宙物理学の視点から「生命とは何か」あるいは「生命は
どこからきたか」と言うテーマに迫る。

9784275018380

意識はいつ、どのように生まれたのか。哲学・神経生物
学・進化の知見を統合し、意識のルーツに挑む。

9784326102631

御茶の水書房

生命はどこからきたか

桜井邦朋

勁草書房

意識の進化的起源

トッド・E・ファインバーグ、
ジョン・M・マラット著／鈴木
大地訳

4,000 2017/8 科学哲学

勁草書房

進化の弟子

キム・ステレルニー著／田中
泉吏・中尾央・源河亨・菅原
裕輝訳

ヒト≠人。なぜ、ヒトは人間になったのか？ 人類進化の謎を長
3,400 2013/12 科学哲学 年追いつづけてきた科学哲学者による渾身の著作。
9784326199648

法政大学出版局

未知との出会い 翻訳文化論再説

柳父章

日本の現代 未知の言葉や出来事は、最初の「出会い」のあとで、どの
2,600 2013/5 思想
9784588436123
ように既知のものへと「翻訳」されるのか。

未来社

歴史のディコンストラクション－共生の希望 小林康夫

2,400 2010/3 表象文化
論

資本主義の彼方に〈歴史の真理〉を読み取り、人類の「共生の
地平」から新たな実存を紡ぎ出そうとする希望の哲学。

ご注文

9784624011819

《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

春秋社

進化教育学入門 動物行動学から見た学習 小林朋道

1,700 2018/1 生物学

ホモ・サピエンスの学習のメカニズムを進化の領野からと
らえる「進化教育学」、待望の入門書。

春秋社

鳥を識る なぜ鳥と人間は似ているのか 細川博昭

1,900 2016/12 生物学

なぜ「ヒト」と恐竜から進化を遂げた「鳥」が似ているのか
を探り、「人間とは何か」という問いの答えを探す。

9784393421345

春秋社

ピアニストの脳を科学する 超絶技巧のメカニズム

古屋晋一

2,000 2012/1 科学

１分間に数千個もの音符を打鍵するピアニスト。その超絶技巧
と驚異の記憶力を支える脳の神秘のメカニズムとは？

9784393935637

青土社

人類進化７００万年の物語

チップ・ウォル
ター

2,800 2014/4 生命科学 類が現れては消えた。私たちホモサピエンンスだけが生き残ったのはな
9784791767731
ぜか。

青土社

直立歩行

クレイグ・スタン
フォード

2018/7
2,400 下旬

東京大学出版会

家族進化論

山極寿一

3,200 2012/6 生物学

日本評論社

「糖」が解き明かす人類進化の謎

林俊郎

1,700 2018/2 生命科学

日本評論社

脳は変わる ニューロプラスティシティ

モーヘブ・コスタ
ンディ

2,000 2017/6 生命科学

法政大学出版局

脳と心の神秘

Ｗ.ペンフィール
ド

2,200 2011/9 生命科学

9784393741580

地球上に直立歩行する最初期のヒトが出現して以来、20種類以上もの人

生命科学

そもそもヒト出現のきっかけとは何だったのか。本当にサルはヒトの祖先な
のか。動物行動学者の知見から大胆に推論する進化への鍵。

9784791770878

人類の家族はどのようにして生まれ、どこへ向かうのか。

9784130633321

地球上で人類だけが、大きな脳をもつようになったのはなぜ
か。脳のエネルギー代謝における「糖」に着目し、その進化の
謎に迫る
遺伝子で決まるとされた脳は、可塑性（変化すること）が最新の
知見で得られた。脳トレーニング・老化や神経の病も絡めて紹
介する
人間の心とは何かという人類の創始以来の根源的謎に脳外科
の世界的権威が挑み、脳と心の神秘的な関わりを解き明かす。

9784535788619
9784535788237
9784588772023

ご注文

