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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．100」をご案内いたします。

 今回のテーマは 「各社のロングセラー、この3点」です。

　定番書・今おすすめの本・隠れたロングセラー・・・。

各社のおすすめの商品を掲載いたしました。

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。

出版社名 書名 著者名 本体価格 発行年月

重版

回数 ジャンル 内容 ISBNｺｰﾄﾞ ご注文

大月書店 茶色の朝 フランク・パブロフ 1,000 2003/12 26 政治思想
突然「茶色のペット以外は飼ってはいけない」とい

う法律ができたことで起こる変化を描いた反ファシ

ズムの寓話。

9784272600472

大月書店 うつ病を体験した精神科医の処方せん 蟻塚亮二 1,500 2005/9 16 精神医学
自らのうつ病体験と医師としての豊富な治療経験

をもとに、うつ病のメカニズムと具体的な対処法を

解説

9784272360550

大月書店 資本論　① カール・マルクス 1,200 1972/3 43
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

御茶の水書房
死者たちの戦後誌－沖縄戦跡を
めぐる人びと

北村毅 4,000 2009/9 5 日本史（現代）
戦場で失われた命をめぐる民族誌。澁澤賞、沖縄

文化協会賞、沖縄タイムス出版文化賞を受賞。
9784275008442

御茶の水書房 贈り物と交換の文化人類学 小馬徹 800 2000/8 8 文化人類学
贈り物と交換という日常の行為とその歴史、そこか

ら簇生するさまざまな問題を通して人間性の総体

を問う。

9784275018274

御茶の水書房 母と子の静的弛緩誘導法
静的弛緩誘導

法研究会
2,000 2010/3 5 障害児教育

静的弛緩誘導法は子育ての方法です。呼吸、食

べること、寝ること、排泄など生きることの基本が学

べます。

9784275008756

紀伊國屋書店 愛するということ〈新訳版〉 エーリッヒ・フロム 1,262 1991/3 92 倫理学
真実の愛とは何か。それを得るには何が必要か。

ヒューマニズム溢れる世界的ベストセラー。
9784314005586

紀伊國屋書店 100の思考実験
ジュリアン・バ

ジーニ
1,800 2012/9 21 倫理学

多岐にわたるテーマから100の問いをまとめた、哲

学的思考実験の見本帳。
9784314010917

紀伊國屋書店 利己的な遺伝子《40周年記念版》
リチャード・

ドーキンス
2,700 2018/3 50 教養（科学）

生物界を操る利己的な遺伝子の真相に迫る天才

的生物学者の洞察が、世界を震撼させる。
9784314011532

慶應義塾大学出版会 レポート・論文の書き方入門　第４版 河野哲也 1,000 2018/7 13 教養
レポート・論文初心者のための決定版。コンパクト

な構成と明快な語り口調が特徴。
9784766425277

慶應義塾大学出版会 福翁自伝 福澤諭吉 1,500 2001/1 7
日本の哲学・

思想（近代）

「一万円札」のイメージが変わる！波瀾万丈の人生

を福沢諭吉自ら語った回想録。
9784766408386

慶應義塾大学出版会
〈癒し〉のナショナリズム　草の根保
守運動

小熊英二 ・上

野陽子
1,800 2003/5 7 宗教一般

「普通の市民」のメンタリティを分析し、現在の日本

の右傾化を先取りした書籍。
9784766409994

勁草書房 構造と力　記号論を超えて 浅田彰 2,200 1983/9 56
日本の現代思

想

構造主義／ポスト構造主義の思想を一貫したパー

スペクティヴのもとに再構成。1980年代を代表する

思想書。

9784326151288

勁草書房 言語哲学大全Ⅰ 飯田隆 2,500 1987/10 16 分析哲学
フレーゲとラッセルにはじまる現代の言語哲学の

エッセンスをわかりやすく集約した代表的な入門

書。

9784326152001

勁草書房 合理的な愚か者
アマルティア・セ

ン／大庭健・川

本隆史訳

3,000 1989/4 19 倫理学
現在の経済学や倫理学に多大な影響を与えたアジア初

のノーベル経済学賞を受賞したセンの代表的論文を収

録。

9784326152179

春秋社 中村元の仏教入門 中村元 1,600 2014/12 5
仏教（インド・中

国・チベット）

インド学・仏教学の泰斗による入門書。深い見識と

幅広い視野から語られる釈迦と原始仏教の真髄と

は。

9784393135815

春秋社 それでも人生にイエスと言う V・E・フランクル 1,700 1993/12 66 精神医学
どんな人生にも意味がある。強制収容所を生き抜

いた精神科医からのメッセージ。
9784393363607

春秋社
ブッダの瞑想法　ヴィパッサナー
瞑想の理論と実践

地橋秀雄 2,100 2006/5 23
仏教（インド・中

国・チベット）

初心者でも、毎日少しの実践で集中力や記憶力が

つき、心の安らぎが得られる、驚きの瞑想システム

独習書。

9784393710579

晶文社
普及版　数の悪魔　算数・数学が
楽しくなる

エンツェンス

ベルガー
1,600 2000/9 49 教養（科学）

数の悪魔が数学ぎらいを治します!実は若い女性

にも人気です。
9784794964540

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 74

哲学（事典・概

論・哲学史）

“考える”という行為の本質を読み解く定番書。（刷

数は旧版込み）
9784794968937

晶文社 日本の気配 武田砂鉄 1,600 2018/4 4
政治哲学・社

会哲学

一億総忖度社会の日本を覆う「気配」の危うさをあ

ぶり出す。
9784794969941

青土社 免疫の意味論 多田富雄 2,200 1993/4 56 免疫学
免疫という生物学的な現象を論じながら、自己と非

自己をいう哲学的な問題に踏み込んでいく。
9784791752430

青土社 唯脳論 養老孟司 1,600 1989/9 43
日本の現代思

想

解剖学者である著者が世間に広く知られるように

なった最初の書。日本の脳哲学の原点。
9784791750368

青土社
夜中に台所でぼくはきみに話しか
けたかった

谷川俊太郎 1,000 1975/1 33 詩集
刊行から43年。いつの時代にも求められ長く読み

継がれる詩集のひとつ。
9784791750863

創元社 新装版 人を動かす D・カーネギー 1,500 1999/10 98 心理一般
邦訳500万部突破。人づきあいの根本原則を実例

豊かに説き起こし、時代を超えて読み継がれる普

及の名著。

9784422100517

創元社 プロカウンセラーの聞く技術 東山紘久 1,400 2000/9 79 精神分析
「聞く」ことのプロであるカウンセラーが、「聞き上

手」になるための極意をわかりやすく説いた1冊。
9784422112572

創元社 こころが晴れるノート 大野裕 1,200 2003/3 43 精神医学
ストレスフルな人生を自分らしく幸せに生きていけ

るように工夫されたセルフワークブック。
9784422112831
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筑摩書房 タオ　老子 加島　祥造 1,700 2000/3 23 その他の宗教
道は無い…それが道（タオ）だ。２５００年の時空を

超えて、『老子』全８１章の全訳創造詩。
9784480842527

筑摩書房 つぎはぎ仏教入門 呉　智英 1,400 2011/7 6
仏教（インド・中

国・チベット）

現存するお経の多くはニセモノ!?釈迦は非凡なエ

ゴイスト!?
9784480842961

筑摩書房 「読まなくてもいい本」の読書案内 橘　玲 1,600 2015/11 4
図書館･博物

館学

人生でもっとも貴重な資源は時間。「古いパラダイ

ムで書かれた本」は、今すぐ捨てよう。
9784480816795

東京大学出版会 論理学 野矢茂樹 2,600 1994/2 27 論理学
『論理トレーニング』の著者による、読者とともにゼ

ロから論理学を築いていく入門テキスト。
9784130120531

東京大学出版会 知の技法
小林康夫・船

曳建夫 編
1,500 1994/4 41

哲学（事典・概

論・哲学史）

東京大学教養学部のカリキュラム改革が進むなか

で編まれた「基礎演習」テキスト。累計46万部。
9784130033053

東京大学出版会 教養として認知科学 鈴木宏昭 2,700 2016/1 7 発達心理
認知科学が描き出す、知られざる“知性”の姿。青

山学院大学、東京大学での人気講義を書籍化。
9784130121101

日本評論社 こころの旅 神谷美恵子 1,500 1979/1 80 心理一般
ひろい視野をもつ体験ゆたかな一精神科医が、あ

たたかい筆致で人のこころの一代を語る不朽の名

著。

9784535981034

日本評論社 セラピスト入門 東 豊 1,800 1993/3 20 臨床心理
ある精神臨床医をして「目からウロコが落ちた」と言

わしめたセラピスト東豊の技法。ユニークな元気の

出る入門書。

9784535580879

日本評論社 マンガでわかる!統合失調症 中村ユキ 1,200 2011/6 10 精神医学
マンガで自分の病気を正しく理解することができる

画期的テキスト！当事者にも読めるようにと書き下

ろしたコミックエッセイ。

9784535983366

白水社
中村屋のボース　インド独立運動
と近代日本

中島岳志 2,200 2005/4 10 世界史(アジア）
アジア解放への希求と日本帝国主義との狭間で引

き裂かれた、懊悩の生涯
9784560027783

白水社 おだまり、ローズ
ロジーナ・ハ

リソン
2,400 2014/8 11

世界史(ヨー

ロッパ）

型破りな貴婦人に仕えた型破りなメイドの、笑いと

涙の35年間
9784560083819

白水社 パンセ パスカル 2,800 1990/11 13
哲学（事典・概

論・哲学史）
時代を越えて読みつがれてきた人間探究の書 9784560018866

平凡社 オリエンタリズム　上
エドワード・

Ｗ．サイード
1,553 1993/6 20 世界史(アジア）

ヨーロッパのオリエントに対する見方に連綿と受け

継がれてきた思考様式―その構造と機能を分析し

た問題提起の書。

9784582760118

平凡社 逝きし世の面影 渡辺京二 1,900 2005/9 38 日本史（近代）

幕末から明治に日本を訪れた、異邦人による訪日

記を読破。日本近代が失ったものの意味を根本か

ら問い直した超大作。

9784582765526

平凡社 昭和史　１９２６－１９４５ 半藤一利 900 2009/6 25 日本史（近代）
授業形式の語り下ろしで「わかりやすい通史」とし

て絶賛を博したシリーズのライブラリー版。
9784582766714

法政大学出版局 ヒロシマ　増補版　新装版 J.ハーシー 1,500 2014/5 50 日本史（現代）
「20世紀アメリカ・ジャーナリズムの業績トップ100」

に選ばれた、史上初の原爆被害記録。
9784588316302

法政大学出版局 危険社会　新しい近代への道 U.ベック 5,000 1998/10 12 現代社会
チェリノブイリ原発事故、ダイオキシンなど、致命的

な環境破壊を増殖させる社会のメカニズムを分

析。

9784588006098

法政大学出版局 自己暗示 C.H.ブルックス 1,900 2010/1 27 臨床心理
フランスの薬剤師エミール・クーエが開発し、ブルッ

クスが祖述した誘導自己暗示法のバイブル。
9784588182143

みすず書房 かくれた次元 E・T・ホール 2,900 1970/10 38
哲学（事典・概

論・哲学史）

空間に対する認識と行動の側面から、生物的人間

と文化的人間の構造を解明するユニークな著作
9784622004639

みすず書房 分裂病の少女の手記 M・セシュエー 2,400 1971/7 34 精神医学
分裂病の少女ルネの発病から治癒までを回想的に

記録。分裂病治癒における画期的な書として好評
9784622023418

みすず書房 偶然と必然 J・モノー 2,800 1972/10 34 科学哲学
生命・生物とは何か、を偶然から必然へという宇宙

の過程より論じた生物学への思想的問いかけ
9784622004288

ミネルヴァ書房 日韓歴史認識問題とは何か 木村 幹 著 2,800 2014/10 7 世界史(アジア）

日韓両国は、なぜ歴史認識で対立し続けるのか、

その背景を解明するとともに、両国のエリート統治

不全、そしてナショナリズムの高まりを描く。

9784623071753

ミネルヴァ書房 福祉資本主義の三つの世界
G・エスピン-ア

ンデルセン 著
3,400 2001/6 10 福祉

福祉国家論研究における，記念碑的名著の全訳。

日本型福祉国家論を書き下ろしで収録。
9784623033232

ミネルヴァ書房 キラリと、おしゃれ
津端 英子/津

端 修一 著
1,000 2007/7 7 家族

野菜を育て、機を織り、季節とともにていねいに暮

らす素敵な夫婦の、明日へとつながるメッセージ。
9784623049127

未来社 公共性の構造転換　第２版 ハーバーマス 3,800 1994/5 20 社会学理論 
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。いまや古典

的な名著。

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 10
日本の哲学・思

想（戦後思想）

旧版159刷り。戦後最深・最長のロングセラー、著

者の没後十年を記念しての新組・新装カバー装。
9784624301033

未来社 政治的なものの概念 シュミット 1,300 1970/12 32
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。必携の基本文献。

9784624300128

吉川弘文館 日本料理の歴史 熊倉功夫 1,700 2007/12 7 日本文化史（論）

多彩な日本食文化の原点を探る。「和食」がユネス

コ無形文化遺産に登録され（2013）、さらに注目を

高めた一冊。

9784642056458

吉川弘文館 邪馬台国の滅亡　大和王権の征服戦争 若井敏明 1,700 2010/4 5 日本史（古代）

邪馬台国論争を解決する鍵は何か。『記紀』を丹

念に読み解き邪馬台国の真実に迫り、新たな古代

史像を描く。

9784642056946

吉川弘文館 大久保利通と明治維新 佐々木　克 1,700 1998/8 7 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

た一冊。

9784642054454

貴店印


