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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 「考える力を養おう」です。

あらゆる学問の基礎となり、様々な場面で必要とされる考える力。

「考える力」はどうしたら身につくでしょうか。

その方法の一つにとして、活字に触れることがあげられるでしょう。

読んだことを理解し、読み解こうとすることは、考える力をつけるためにとても重要です。

キーワードは、国語力・論理・思考力・・・等。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。

《教育・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

大月書店 大学生になるってどういうこと？ 植上一希・寺崎里水・藤野真 1,900 2014/4
教育学・教

育論

大学生活と学習方法の基礎がわかり、４年間と卒業後のビジョンが描

ける、若手教員たちの実践から生まれたテキスト。
9784272412310

大月書店 半径5メートルからの教育社会学
片山悠樹・内田良・古田和久・牧

野智和
2,200 2017/9

教育学・教

育論
教育の「当たり前」を社会学の目で問い直す入門書 9784272412389

御茶の水書房 ＩＴと教育　情報教育の実践と提案 小林道夫 800 2001/10
教育学・教

育論
突き進む情報化社会に学校教育はどう対応するのか。 9784275018717

慶應義塾大学出版会 思考を鍛えるレポート・論文作成法　第2版 井下千以子 1,200 2014/3
教育学・教

育論

本物の「書く力」「考える力」を身につける！　初学者向けレポート・論

文作成ガイドの決定版。
9784766421071

慶應義塾大学出版会 思考を鍛える大学の学び入門 井下千以子 1,200 2017/4
教育学・教

育論

「学びの基礎」は大学でも就活でも仕事でも役立つ！基本的な学び

方を身につけ、将来に考える礎をつくる。
9784766424126

慶應義塾大学出版会 論理コミュニケーション第２版 梅嶋 真樹ほか 1,800 2015/4
教育学・教

育論

論理的に聴く・伝えるといった社会で必須とされるコミュニケーション

力を習得するための実践的テキスト。
9784766422214

勁草書房 大学での学び方　「思考」のレッスン 東谷護 1,800 2007/4
教育学・教

育論

受身型の勉強から、みずから考え表現する学問的姿勢への架け橋と

して、考える方法をレッスン。
9784326653249

創元社 イラストで学ぶスタディスキル図鑑
キャロル・ヴォーダマンほか著／

山崎正浩訳
2,800 2017/7

教育学・教

育論

学習計画の立て方から情報の調べ方、記憶力を高める方法やストレ

スへの対処法まで。自分の勉強術を確立する。
9784422414171

創元社 まわしよみ新聞をつくろう！ 陸奥賢 2,000 2018/6
図書館･博

物館学

情報リテラシーやコミュニケーション能力が自然と身につくワークショップ・

ツール「まわしよみ新聞」を、多くの実例で紹介。
9784422120652

日本評論社 勉強するのは何のため? 苫野一徳 1,400 2013/8 教育
「なんで勉強しなきゃいけないの？」─誰もが一度は考える、でも誰も答えら

れないこの疑問に哲学を使って「納得解」を出す！
9784535563292

法政大学出版局 自由という広場－法政大学に集った人々－ 田中優子 1,500 2016/3
教育学・教

育論

法政大学という「広場」で、自由を生き抜く実践知を身に着けた卒業

生たちと総長との対話。
9784588672156

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年刊行の初版以来、多くの人を励まし続けてきた名著。2004年

に新資料を付けてコレクション版として刊行
9784622081814

《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

御茶の水書房 「論文を書く」ということ－憂鬱な知的作業 小磯明 2,500 2014/8 社会学一般
「論文を書くということの意味」は、大学院で学ぶ意味の大部分であ

る。
9784275010742

青土社 世界で最も美しい問題解決法 リチャード・E・ニスベッド 2,600 2018/1 社会一般
世界的社会心理学者が発見した、あらゆるジャンルを横断する問題解決のための100

の方法。最高の結果を導く意思決定のための一冊。
9784791770380

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 社会一般
さまざまなジャンルを横断しネット時代における新しい知のあり方を提

案する。
9784791769667

白水社 知のフィールドガイド　分断された時代を生きる 東京大学教養学部 編 2,200 2017/8 現代社会
東京大学教養学部がこの問題意識に向き合うべく、高校生、社会人向けに

開講する公開講座「金曜特別講座」を書籍化
9784560095645

白水社 知のフィールドガイド　科学の最前線を歩く 東京大学教養学部 編 2,400 2017/8 現代社会
東京大学教養学部がこの問題意識に向き合うべく、高校生、社会人向けに

開講する公開講座「金曜特別講座」を書籍化
9784560095638

平凡社 国ってなんだろう？　あなたと考えたい「私 早尾貴紀 1,400 2016/2 社会一般
スポーツなどで「がんばれニッポン」と熱くなる私たち。そもそも「国」と

は、私たちにとって何なのか？
9784582837162

法政大学出版局 考える／分類する　日常生活の社会学 G.ペレック 2,000 2000/2 社会学一般
日常卑近な〈もの〉を列挙しつつ，収集—分類—整理という人間の社会 - 心理的素描を

試みる考現学的考察を通じて，現代社会と人間の変貌を描く。
9784588022029

ミネルヴァ書房 野田秀樹×鎌田浩毅 劇空間を生きる 野田 秀樹/鎌田 浩毅 2,200 2018/11 社会学一般
劇作家・演出家・役者。躍動する異才、同級生の火山学者と大激談!

知的好奇心ゆさぶる白熱シリーズ第2巻
9784623084562

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 社会学一般
知的好奇心ゆさぶる白熱シリーズ。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

未来社 高木仁三郎反原子力文選　核化学者の市民科 高木仁三郎 4,200 2018/11 環境問題
反原発の思想家・運動家として知られる髙木仁三郎（1938-2000）の反原子

力にかんする主要な論考を厳選し、収載する。
9784624400675

未来社 沖縄思想のラディックス 仲宗根勇 仲里効 編 2,200 2017/2 現代社会
今後の沖縄を考えていくうえで避けて通ることのできない理論と実践

のための画期的なオキナワン・プログラム。
9784624932817

《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

勁草書房 歴史から理論を創造する方法 保城広至 2,000 2015/3
日本史（概論・

通史・史料）

すぐれた研究の条件とは？ 社会科学と歴史学のギャップを埋め、方

法論の基礎をかみ砕いて説明する入門書。
9784326302406

平凡社 兵農分離はあったのか 平井上総 1,700 2017/9 日本史（中世）
中世から近世への社会転換を示す重要要素とされる「兵農分離」。

いま、この概念の存在自体が揺らいでいる。
9784582477344

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 世界史(アジア）
ヨーロッパのオリエントに対するものの見方に連綿と受け継がれてきた

思考様式を厳しく批判。
9784582760118

ミネルヴァ書房 教養のグローバル・ヒストリー 北村 厚 2,500 2018/5
日本史（概論・

通史・史料）

高校世界史教科書から読み直すグローバルヒストリー。紀元前から

現代まで、ネットワークから読み解く通史。
9784623082889

ミネルヴァ書房 教養としての中国古典 湯浅 邦弘 3,000 2018/4 世界文化史
『戦国策』『列女伝』『菜根譚』『呻吟語』等。 「中国の古典50選」・コラ

ム・年表も付いた充実の概説書
9784623082759

未来社 ヨーロッパの内戦－炎と血の時代一九一四－ エンツォ・トラヴェルソ 3,500 2018/7
世界史(ヨー

ロッパ）

1914-1945年を「ヨーロッパの内戦」という概念を媒介にして思想的・

歴史的に分析・考察した激動の30年史。
9784624112073

未来社 彼らは自由だと思っていた マイヤー 2,500 1983/1
世界史(ヨー

ロッパ）

普通の人間が異常状況のなか異常行動を是認し、自らも行動に加っていく

姿をドイツの村人たちのナチ経験から描いたレポート。
9784624110680

吉川弘文館 大学でまなぶ日本の歴史 木村茂光他編 1,900 2016/4
日本史（概論・

通史・史料）

「暗記する日本史」から「考える日本史」へ―。高校教科書とはちがう

新たな「日本史」との出会い。
9784642008310

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 2017/8 日本史（近代）
これまで一度も、一文字も改正されなかったのはなぜか？　日本人

にとっての“改憲”を問う！
9784642058506

吉川弘文館 近代日本の思想をさぐる 中野目　徹編 2,400 2018/12 日本史（近代）
生みだす場、伝える素材、分析する枠組み…。思想史の世界へ誘う

〈15講義〉開講！
9784642008327

吉川弘文館 Ｑ＆Ａで読む 日本軍事入門 前田哲男・飯島滋明編 2,200 2014/7 日本史（現代）
今はまだ“戦後”か、それとも“新たな戦前”か？　これからの日本の平

和と安全を考えるための格好の手引書！
9784642082549

吉川弘文館 考証 東京裁判 宇田川幸大著 1,700 2018/10 日本史（現代）
何が裁かれ、何が裁かれなかったか？　裁判を再検証し、不可視化

された戦争被害の諸相に迫る。
9784642058766

人文書ベストセレクション
貴店印



　人文書ベストセレクション NO.101 日本評論社 営業部 五月女 行き

　　「考える力を養おう」 FAX  ０３－３９８７－８５９０

《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 「雑」の思想　世界の複雑さを愛するために 高橋源一郎・辻信一 1,500 2018/11
日本の現代

思想

「雑」の中に、多様性や民主主義の根を見出し、市場主義や「生産

性」に代わる価値を模索する。
9784272431021

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
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

紀伊國屋書店 １００の思考実験－あなたはどこまで考えら ジュリアン・バジーニ 1,800 2012/3 倫理学 哲学的思考実験のベストセラー。 9784314010917

慶應義塾大学出版会 論理的な考え方・伝え方 狩野光伸 1,800 2015/10 論理学
感情や抑制でなく、理解と納得で進める「議論 argument」の方法を

説明。
9784766422672

勁草書房 いかにして思考するべきか？－言葉と確率の 船木亨 3,200 2017/7
哲学（事典・概

論・哲学史）

哲学とは寓話ではなく対話である。哲学者たちとの対話を通じて「思

考すること」について思考する。
9784326154463

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 心の哲学入門 金杉武司 2,000 2007/8 科学哲学
心っていったい何？ 哲学的に考える方法をまったくの初心者に向け

て語る、初めての入門書！
9784326153923

春秋社 ここからはじまる倫理 アンソニー・ウエストン 1,600 2004/6 倫理学
倫理を実生活で機能させる技術と心構えを明解に提示する新しい

「倫理トレーニング」。
9784393323045

春秋社 倫理のブラッシュアップ アン・トムソン 2,500 2012/1 倫理学
「白熱教室」の熱い議論を可能にする論理力を、具体的な問題を用

いて徹底的に特訓。
9784393323274

春秋社
形而上学レッスン　存在・時間・自由をめぐる哲学ガイド（シ

リーズ現代哲学への招待）
E.コニー / T.サイダー 3,200 2009/12 論理学

古代から哲学者を悩ます難問中の難問を，分析哲学の手法で読者と

一緒に楽しく考える。
9784393323175

春秋社 論理のスキルアップ アン・トムソン 2,300 2008/2 論理学
世界の新聞記事や米国法科大学院進学適性試験の問題を用いて

論理力を特訓。ビジネスにも有用。
9784393323069

春秋社
17歳のための世界と日本の見方　セイゴオ先生の人間文化

講義
松岡正剛 1,700 2006/12

日本の現代

思想

世界の文化・宗教・思想をクロニクルに纏め，日本とのつながりを明ら

かにする，人間文化講義。
9784393332658

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・思想
ロジカルシンキングの決定版！こわばった頭をときほぐし、楽しみな

がら頭に筋肉をつけていく問題がどっさり。
9784794968937

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・思想
教育先進国スウェーデンで生まれた「考えるレッスン」哲学の知恵とノ

ウハウを教える最良のレッスン。
9784794969361

晶文社 日本の気配 武田砂鉄 1,600 2018/4 哲学・思想
誰もが「気配」を察知することで自縛・自爆する時代に。自分で考える

力の必要を説く一冊
9784794969941

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・思想
幸福に生きるための “考えるレッスン”さあ、思考の冒険に出かけよ

う！
9784794969750

青土社 思考の技法　直観ポンプと７７の思考術 ダニエル・C・デネット 4,100 2015/4 科学哲学
並外れた天才でない私たちでも、適切な思考の道具を携えれば難

解な問題に立ち向かうことができる。哲学者が提示する思考術大全。
9784791768431

創元社 おもしろパラドックス
ゲイリー・ヘイデン、マイケル・ピ

カード著／鈴木淑美訳
1,400 2016/3 論理学

「アキレスと亀」、数学的パズルや確率、時間と空間に関する問題や

論理的矛盾、さまざまな逆説を網羅。
9784422414256

筑摩書房 考える力をつける哲学問題集 スティーブン・ロー 1,500 2013/8
日本の哲学・思想

一般（事典・概論・

哲学史）

宇宙はどうなっているのか?心とは何か?遺伝子操作は許されるのか?多彩

な問いを通し、「哲学する」技術と魅力を堪能できる対話集。
9784480095664

筑摩書房 考える力をつける論文教室 今野雅方 840 2011/4
日本の哲学・思想

一般（事典・概論・

哲学史）

社会を知り、自分を知ることから始める、戦略的論文入門。３つのス

テップで、応用自在。
9784480688613

筑摩書房 数学的に考える　問題発見と分析の技法 キース・デブリン 1,000 2018/12
日本の哲学・思想

一般（事典・概論・

哲学史）

ビジネスにも有用な数学的思考法とは?言葉を厳密に使う、量を用いて考え

る、分析的に考えるといったポイントからとことん解説。
9784480098986

筑摩書房 中学生からの大学講義　２　考える方法 桐光学園 840 2015/2
日本の哲学・思想

一般（事典・概論・

哲学史）

世の中には、言葉で表現できないことや答えのない問題がある。考える達人

が物事を解きほぐすことの豊かさを伝える。
9784480689320

筑摩書房 思考の整理学 外山滋比古 520 1986/4
日本の現代

思想

アイディアを軽やかに離陸させ、思考をのびのびと飛行させる方法

を、明快に提示。
9784480020475

白水社 外国語を身につけるための日本語レッスン 三森ゆりか 1,500 2003/10 言語学
論理的な文章の書き方や説明の方法、有効な質問のしかたなど、欧

米では当たり前の言語技術を日本語から鍛えます
9784560049884

白水社 ことばはフラフラ変わる 黒田龍之助 2,200 2018/1 言語学
ことばはなぜ変化するの？　言語学の基礎である比較言語学がわか

ると、外国語学習はもっと楽しくなる。
9784560085943

白水社 丸山眞男と戦後日本の国体 池田信夫 1,400 2018/7
歴史認識･ナ

ショナリズム論

「戦後民主主義」の旗手とされる丸山眞男の思想と行動を辿ること

で、戦後体制に根本的な疑義を捉え直そうとする試み
9784560096550

平凡社 精神現象学　上 Ｇ．Ｗ．Ｆ．ヘーゲル 1,520 1997/6
現象学・実

存主義
ヘーゲルの主著（１８０７年刊行）の原文の構造に沿って完訳。 9784582762006

平凡社 知の操縦法 佐藤優 1,300 2016/12 哲学
反知性主義が横行するいま、求められている知とは何か。混迷する

世界を生き抜く知の使い方を指南する。
9.78458E+12

みすず書房 波止場日記　労働と思索 エリック・ホッファー 3,600 2014/9
哲学（事典・概

論・哲学史）

知識人はなぜ大衆と対立し、選民思想はどこから生ずるのか。港湾

労働をしながら、思索する哲学者の言葉
9784622083740

ミネルヴァ書房 科学哲学の源流をたどる－研究伝統の百年史 伊勢田 哲治 3,000 2018/11 科学哲学
100年間におよぶ科学哲学の道のりをたどることで、この問いに答える

手がかりを考えてゆく。
9784623084319

未来社 赦すこと　赦し得ぬものと時効にかかり得ぬ ジャック・デリダ 1,800 2015/7
構造主義・ポス

ト構造主義

赦し得ない罪をそれでも赦し得るのかという究極の問いを論じ抜く。

訳者の力作解説付き。
9784624932633

《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 日本語の作法　しなやかな文章術 中村明 2,200 2018/10 文章読本
現代的な思考力とともに求められるのが、それを表現する文章術。

しっくりくることば。文章読本の決定版。
9784791771028

青土社 ビル・ゲイツの面接試験 ウィリアム・パウンドストーン 2,200 2003/7 ビジネス
マイクロソフトの採用理念とは。逸材発掘の秘術のベールを剥ぎ、難関突破

の傾向と対策を通じて、真の知性とは何かを根源から問い直す。
9784791760466

創元社 書く技術　新版 森脇逸男 1,500 2004/5 ビジネス 「書きたいけど書けない人」と思っている人のため書く技術修行。 9784422800257

創元社 謎解き錯視 傑作135選
ジャンニ・Ａ・サルコーネ著

／北川玲訳
1,500 2015/5 芸術・美術

時代を越え世界中で人々を魅了し続けてきた、さまざまな錯視芸術

の傑作を135点厳選、クイズ形式の解説文付。
9784422700984

NHK出版 論文の教室［新版］ 戸田山和久 1,200 2012/8 文章読本
より読みやすい論文を書くための文章指南としても使える決定版。キ

ミは論文って何かを知っているか!?
9784140911945

東京大学出版会 日本語力をつける文章読本
二通信子・門倉正美・佐藤

広子 編
1,900 2012/8 文章読本

高校生、大学生、留学生が知的な面白さを味わいながらクリティカル

に読む力を伸ばせるアンソロジー。
9784130820172

東京大学出版会 東大エグゼクティブ・マネジメント　課題設定の思考力 東大EMP・横山禎徳 編 1,800 2012/5 ビジネス
知のフロントランナーはどんな思考や方法を形成してきたのか。「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 東大エグゼクティブ・マネジメント　デザインする思考力 東大EMP・横山禎徳 編 2,200 2014/3 ビジネス
東大のリーダー育成プログラムから発信される知的キャリア論、第2

弾！
9784130430524

日本評論社 第三版　悪文 岩淵悦太郎 1,500 1979/11 文章読本
悪文の実例を新聞・週刊誌・放送・広報などに求め、その誤りをていねいに

直し、正しく素直な文書を書く要諦を教える文章読本。
9784535574755

日本評論社 この本の名は？　嘘つきと正直者をめぐる不 レイモンド・スマリヤン 2,400 2013/2 数学
論理パズルの泰斗スマリヤンの名を世に知らしめた1978年出版の記

念碑的名著の全訳。論理のトレーニングにも最適。
9784535786929

日本評論社 研究者・技術者のための文書作成・プレゼンメソッド 池川隆司 2,200 2018/3 ビジネス
理工系のための論文・報告書・プレゼン資料などの文書作成技術を

解説。知的財産や技術経営などの知識も随所に紹介。
9784535788497

貴店印


