日本評論社 営業部 五月女 行き
FAX ０３－３９８７－８５９０

人文書ベストセレクション

貴店印

2019年5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．102」をご案内いたします。
今回のテーマは 「ネットとのつきあい方」です。
いつでもどこでも欲しい情報を引き出せ、色々な人との交流も出来るインターネット。
便利さの一方で、情報の信憑性、プライバシーの侵害、匿名の悪用、依存・・・等、
様々な問題点も指摘されています。
日常生活に不可欠なものとなったインターネットをうまく利用するには・・・、が今回のテーマです。
キーワードは、依存、コミュニケーション、教育、いじめ・誹謗・中傷、人権、個人情報、情報漏洩、
フェイク、犯罪問題、法律関連・・・等です。
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》
出版社名

書名

著者名

大月書店

ネット依存から子どもを守る本

Ｋ．Ｔ．フランク

ミネルヴァ書房
ミネルヴァ書房
ミネルヴァ書房

心と体を蝕む「ネット依存」から子どもたちを
樋口 進 監修
どう守るのか
探究の過程における すぐ実践できる情報
塩谷 京子 著
活用スキル55
すぐ実践できる情報スキル５０－学校図書館

塩谷 京子 著

書名

著者名

本体価格

発行年月

ジャンル

内容

ISBN

1,500 2014/4 教育問題

ネット依存の予防教育や治療法をアメリカの第一人者の
研究をもとにまとめたハンドブック。

9784272412242

1,800 2017/11

特別支援教育

甘くみたら怖いネット依存とどう向き合うか、依存症
治療の第一人者がその処方箋を解説

9784623080823

2,400 2019/1

情報活用スキルを組み入れた単元展開を子どもの
特別支援教育
姿とともに提案。

9784623084456

2,200 2016/4

小・中学校九年間を見通した各教科等に埋め込ま
特別支援教育
れている情報スキル50を考案。

9784623076611

ご注文

《社会》
出版社名
大月書店
御茶の水書房
御茶の水書房

フェイクと憎悪 歪むメディアと民主主義

メディア論
情報化のトポロジー

慶應義塾大学出版会 メディア・社会・世界－デジタルメディアと
慶應義塾大学出版会 入門メディア・コミュニケーション

永田浩三
寄川条路
福田豊
ニック・クドリー
山腰修三編著

慶應義塾大学出版会 サイバーセキュリティ入門－図解×Ｑ＆Ａ 羽室英太郎
慶應義塾大学出版会 ネットカフェの社会学－日本の個別性をアジ

平田知久

慶應義塾大学出版会 革命と騒乱のエジプト－ソーシャルメディア 山本達也著

勁草書房

ネット炎上の研究 誰があおり、どう対処す

晶文社

｢ポスト真実｣時代のネットニュースの読み方

晶文社

インターネットが普及したら、ぼくたちが原
始人に戻っちゃったわけ

田中辰雄・山口真一

松林 薫
小林弘人、柳瀬博一

本体価格

発行年月

ジャンル

内容

ISBN

1,800 2018/6 メディア論

「反日をあぶり出せ」と煽る新聞、沖縄ヘイト、日本礼賛の裏での
外交的孤立…メディアの劣化にジャーナリストらが警鐘を鳴らす。

9784272330942

2,000 2007/3 メディア論

現代の代表的なメディア論を概括し、各メディア論
を付す

9784275005113

5,800 1996/2 メディア論

情報を切り口とした経済理論の再整理、再構成を試
みる

9784275016157

4,600 2018/11 メディア論

デジタル化が進むメディアと日常生活、権力、社会秩序、
民主主義の関係を問い直す。

9784766425444

2,500 2017/11 メディア論

ニュースをキーワードにしたメディア・コミュニケーションの
捉え方、デジタル化による変化などを解説

9784766424447

3,000 2018/10 現代社会

Q&A とイラストで、セキュリティのポイントと基本を視
覚的にやさしく解説。

9784766425475

4,500 2019/3 海外事情

現代社会におけるオンラインとオフラインの境界「ネットカ
フェ」に、コミュニケーションの可能性を探る。

9784766425901

2,500 2014/7 海外事情

エジプトでの2011年の革命、2013年の騒乱とその後を情報通信
技術とエネルギー関連技術の視角から読み解く。

9784766421415

2,200 2016/4 現代社会

炎上参加者はネット利用者の0.5％だった。実証分
析から見えてくるネット炎上の真実。

9784326504220

1,600 2017/3 環境問題

ネット情報を正確に読み解くためのノウハウを解説
する。

9784794969569

1,500 2015/1 環境問題

〈原始時代2.0〉におけるビジネス／マーケティングの
新常識をレクチャー。

9784794968692
9784794969552

晶文社

11歳からの正しく怖がるインターネット

小木曽 健

1,300 2017/2 現代社会

子どもにスマホを買い与える時に親が知っておくべ
き情報を網羅！

晶文社

子どもの人権をまもるために

木村草太 編著

1,700 2018/2 現代社会

現場のアクティビストと憲法学者が協同して編んだ、
子どもを支えるための論考集。

9784794970343

2,200 2010/7 現代社会

ネットは我々の脳をどう変え、結果どうなるのか。著
者ネット社会三部作の起点。

9784791765553
9784791768448

青土社

ネット・バカ インターネットがわたしたち

ニコラス・G・カー

青土社

オートメーション・バカ 先端技術がわたし ニコラス・G・カー

2,200 2015/1 現代社会

自動運転、すべて機械が教えてくれる世界、その向こう側にあるも
のとは。自動化する世界のおそるべき真実。

青土社

ウェブに夢見るバカ ネットで頭がいっぱい ニコラス・G・カー

2,400 2016/12 現代社会

ネット時代に失われつつある人間性を取り戻すため
に何ができるかを問う。

9784791769674

3,400 2016/2 現代社会

元警察官、米国サイバー犯罪の権威である著者が
描くネット犯罪の実態とその対処法。

9784791769094

2,400 2017/1 現代社会

無知から来る自己の過信をキーワードに、ネット時代
における「新しい知」のあり方を提案する。

9784791769667

青土社
青土社
筑摩書房
筑摩書房
筑摩書房
筑摩書房

フューチャー・クライム サイバー犯罪から

マーク・グッドマン

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

大人を黙らせるインターネットの歩き方 小木曽 健
スモールワールド・ネットワーク〔増補改訂版〕

ネットのパン屋で成功しました

ダンカン・ワッツ

田中 明子

ウェブ小説の衝撃－ネット発ヒットコンテン 飯田一史

820 2017/5
1,600 2016/10

「ネットは危険！」「スマホなんて勉強の邪魔」？ そ
社会学一般
んなお説教はもうたくさん！

9784480689832

ウイルスの感染拡大、文化の流行など様々な現象に
社会学一般
潜むネットワークの数理を解き明かす。

9784480097378

1,200 2003/7 現代社会

一斤２６００円のシナモンパンが、わずか３分で完売
する?!

9784480877512

1,500 2016/2 現代社会

ネットの特性を活かした出版の新たなトレンドのしく
みと可能性をわかりやすく解説する。

9784480864406

ご注文

人文書ベストセレクション NO.102
「ネットとのつきあい方」
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《社会》
出版社名

書名

著者名

筑摩書房

ウェブ進化論－本当の大変化はこれから始ま

梅田 望夫

ダイヤモンド社

つながっているのに孤独－人生を豊かにする

シェリー・タークル

本体価格

発行年月

ジャンル

800 2006/2 現代社会

内容
技術革新とブログ人口の急増により、知の再編と経
済の劇的な転換が始まった。

2,800 2018/9 現代社会

心を満たすテクノロジーこそが「人間らしさ」を奪っていく。テクノロ
ジーが人間関係に及ぼす「今そこにある危機」とは？

草思社

操られる民主主義 デジタル・テクノロジー

ジェイミー バートレット

1,600 2018/9 現代社会

デジタル技術が根幹から変容させはじめた社会状況と新たに生

化学同人

フェイクニュースを科学する 拡散するデマ

笹原和俊

1,500 2018/12 現代社会

フェイクニュースはいかにして拡散するのか。複雑怪奇な現象を

1,600 2013/7 現代社会

ネット選挙や著作権をめぐる新しい思想をレポートし、透明性のあ

白水社
白水社
白水社
平凡社
平凡社
みすず書房
みすず書房
みすず書房
未來社

海賊党の思想－フリーダウンロードと液体民

浜本 隆志

モラル・ハラスメント 職場におけるみえな

マリー=フランス・イルゴ
イエンヌ

1,200 2017/2 現代社会

ドゥニア・ブザール

1,500 2017/10 海外事情

家族をテロリストにしないために
知の操縦法
デジタルネイティブの時代 なぜメールをせ

佐藤 優
木村忠正

テクニウム テクノロジーはどこへ向かうの

ケヴィン・ケリー

メディア論 人間の拡張の諸相

マーシャル・マクルーハ
ン

情報倫理 技術・プライバシー・著作権 大谷卓史

モダン・コンピューティングの歴史

ポール・E・セルージ

まれつつある難題を検証、処方箋を呈示する

「計算社会科学」という新しい分野から読み解く。

るガバナンス（統治）について考える。
職場ハラスメントのメカニズム、その原因と結果、諸外国での取り
組み状況を紹介し、職場のいじめ問題を解説。日本の現状にも
言及。
多くの若者が、ネット動画を通じて過激思想に洗脳されていく。フ
ランスで起きていることは他人ごとではない。

ISBN

ご注文

9784480062857
9784478026106
9784794223524
9784759816792
9784560082904
9784560510100
9784560095775

1,300 2016/12 現代社会

反知性主義が横行するいま、求められている知とは何か。多元的
な視点を身につけ、混迷する世界を生き抜く知の使い方を指南す
る。

9784582824841

800 2012/11 海外事情

デジタル通信メディアを軽々と使う若者たちは、どん
なコミュニケーションをしているのか？

9784582856606

4,500 2014/6 メディア論

イノベーションの普遍法則とは何か？『ワイヤード』
創刊編集長によるテクノロジー版〈種の起源〉

9784622077534

5,800 1987/6 メディア論

自動車、広告、テレビ、漫画など、現代マス社会の多様な
メディアの本質と機能を分析した古典

9784622018971

5,500 2017/5 メディア論

インターネットの諸問題から、電子書籍と図書館、著作権の哲学、
個人情報、国家と公共性の行方…

9784622085621

5,800 2008/10 メディア論

商用コンピューターのあけぼの 、ソフトウェアの黎明期、インター
ネットの時代の変遷とこれからを予測する。

9784624000233

《心理》
出版社名

書名

著者名

紀伊國屋書店

モラル・ハラスメント 人を傷つけずにいられない

マリー＝フランス・イル
ゴイエンヌ

勁草書房
青土社
晶文社
東京大学出版会
日本評論社
ミネルヴァ書房

レイシズムを解剖する 在日コリアンへの偏 高史明

本体価格

発行年月

ジャンル

内容

ISBN

2,200 1999/12 心理一般

モラル・ハラスメントという「見えない暴力」を解説。

9784314008617

2,300 2015/9 社会心理

ネットが加速させるレイシズムとヘイトスピーチ。在日コリア
ンへの差別・偏見がくり返されるのはなぜなのか。

9784326299089
9784791769698

一緒にいてもスマホ ＳＮＳとＦＴＦ

シェリー・タークル

2,400 2017/3 社会心理

スマホの普及で便利さと引き換えで私たちが失ったものと
は。そしてそれを取り戻す方法をTEDでも著名が提言す
る。

男子劣化社会 ネットに繋がりっぱなしで繋

フィリップ・ジンバル
ドー著、ニキータ・クー
ロン

2,000 2017/7 社会心理

ゲーム中毒、引きこもり、ニート…。今、若者たち、特に男
性にどんな変化が起きているのかを検証。

9784794969682

4,000 2013/6 社会心理

ネットを介したコミュニケーションを、自殺予防に活かすことができ
るか。ネット時代の臨床心理学の新たな試み。

9784130111386

インターネットは自殺を防げるか ウェブコ 末木 新

承認をめぐる病

斎藤環

1,700 2013/12 社会心理

自分を認めてもらいたい気持ちに過度にこだわるとき、人はさまざ
まな病理を露呈する。気鋭の精神科医が世相を読み解く。

9784535984011

〈前向きな諦め〉を促すインターネット認知行動療法

下山 晴彦 監修/菅沼
慎一郎 著

2,800 2018/10 発達心理

「諦めること」のポジティブな側面に着目し、ＩＣＴを活用した最新の
認知行動療法を生み出す研究と実践

9784623084531

書名

著者名

ご注文

《歴史》
出版社名

本体価格

発行年月

ジャンル

内容

ISBN

ご注文

狼煙にはじまり、古代ﾍﾟﾙｼｱの駅制、江戸時代の飛脚、ﾌﾗﾝｽの

法政大学出版局

情報と通信の文化史

星名定雄

6,300 2006/10

世界文化史

電信・電話、そして現代のｲﾝﾀｰﾈｯﾄ社会までの情報通信の足跡
を描く。

9784588371127

ミネルヴァ書房

情報がつなぐ世界史

南塚 信吾 責任編集

5,000 2018/12

世界史(ヨーロッパ）

写本からインターネットまで、メディアの変遷を辿り世界史に与え
たインパクトを多角的に読み解く

9784623084708

ジャンル

内容

《哲学・思想》
出版社名

書名

著者名

勁草書房

＃リパブリック インターネットは民主主義

キャス・サンスティーン
／伊達尚美訳

3,200 2018/8

政治哲学・社 インターネット世界における集団極性化や分極化に抗し、正しく民
主的な熟議を確保する方策とは？
会哲学

9784326351763

勁草書房

選択しないという選択 ビッグデータで変わ

キャス・サンスティーン
／伊達尚美訳

2,700 2017/1

政治哲学・社 ネットに氾濫する「あなたへのおすすめ」の数々。来たる世界は効
率的なユートピアか、強制に満ちたディストピアか？
会哲学

9784326550777

晶文社

無責任の新体系－きみはウーティスと言わね

1,800 2019/2

日本の現代
思想

9784794970763

荒木優太

本体価格

発行年月

「自己責任」「連帯責任」の同時抑圧に対し、「無責任」は戦略とし
て有効か？

ISBN

ご注文

《その他》
出版社名

書名

著者名

勁草書房

最新判例にみるインターネット上の名誉毀損の理論と実務 第2版

松尾剛行・山田悠一郎

本体価格

発行年月

ジャンル

5,500 2019/2 法律

内容
時に激しく対立する「名誉毀損」と「表現の自由」。どこまでがセー
フでどこからがアウトなのか。決定版法律実務書。

ISBN
9784326403622

ご注文

