(株)日本評論社 五月女 行
FAX ０３－３９８７－８５９０

人文書ベストセレクション

貴店印

2019年8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．103」をご案内いたします。
今回のテーマは 「死」とは何か です。
人は必ず死ぬもの。概念としては理解しているものの、いったい「死」とはどういうことなのでしょうか。
あらゆる生あるものの目指すところは死である。（フロイト）
人間一度しか死ぬことはできない。（シェークスピア）
僕が死を考えるのは、死ぬためじゃない。生きるためなんだ。（マルロー) 等々。
死生観はそれぞれでしょうが、結局は、「死」を通して「生（どう生きるべきか）」を考え、
実践することが大切なのでは・・・。
宗教・哲学・思想・心理･民俗学・・・等、関連書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。

《社会》
出版社名

書名

著者名

大月書店

死の自己決定権のゆくえ

児玉真美

1,800 2013/8 現代社会

尊厳死とその制度化の問題点を考え、世界各国で安楽死・自殺幇助・治療の強
制終了などが合法化されている事実を告発。

9784272360697

御茶の水書房

自然・人間・神々

上原雅文

4,600 2019/3

9784275021038

御茶の水書房

しあわせのハードル タイでエイズ孤児たちと暮らして

名取美和

2,200 2013/12 差別社会

共同研究『自然観の東西比較』を元に、多様な地域と時代、および方
法論とジャンルが交差する場を形成。
HIVに母子感染した孤児たちの生活施設で子どもたちと分かち合った
こと。

紀伊國屋書店

図説 死因百科

マイケル・ラルゴ

2,200 2012/11 社会その他

人はいつか死ぬーそこには死亡の理由が必ず存在する。

9784314010764

勁草書房

終の選択 終末期医療を考える

田中美穂・児玉聡

3,200 2017/12 現代社会

9784326701018

慶應義塾大学出版会

いま死刑制度を考える

井田良・太田達也編

2,000 2014/2

9784766421002

慶應義塾大学出版会

海外の安楽死・自殺幇助と法

甲斐 克則 編訳

4,600 2015/1

春秋社

「そのとき」までをどう生きるのか

山崎章郎

1,600 2018/8

春秋社

さいごまで「自分らしく」あるために ホスピスの現場から

山崎章郎・二ノ坂保喜・
佐藤健・米沢慧

1,900 2018/6

晶文社

自死－現場から見える日本の風景

瀬川正仁

1,500 2016/5

青土社

親友はエイズで死んだ 沙耶とわたしの２０００日 今井COCO

1,900 2014/10

穏やかな死を迎えるにはどうしたらいいのか。超高齢社会となった日
本における終末期医療の現状と課題を考える。
わが国の死刑制度のあり方について、どのように考えるべきか、また
現代社会 今後どうしていくべきか？
安楽死，医師による自殺幇助。大きく報道されるこの法的・倫理的問
海外事情 題は海外ではどのように扱われているのか。
わが国の終末期ケアを牽引し続ける著者が、全ての人に開かれたホ
現代社会 スピスケアの充実を訴える。
人生の最終章を自分らしく迎えるために、終末期の「いのち」と向き合
現代社会 い続けてきた先駆者が伝えたいこと。
日本論･日本人 日本は飛びぬけて自死の多い国。問題にかかわっている多くの人び
論
とを取材しながら、実態を明らかにる。
ジェンダー・
AIDSで亡くなった友との日々を綴ったドキュメント。女と女の信頼と友
フェミニズム
情から「生きる理由」がみえてくる。

創元社

未来の戦死に向き合うためのノート

1,600 2019/2

社会学一般

ゴジラ論や特攻の自己啓発受容等、独自の現代日本社会分析を織り込みなが
ら「戦死にどう向き合うか」について語る。

9784422300726
9784535983991

井上義和

本体価格 発行年月 ジャンル

社会学一般

内容

ISBN

9784275010575

9784766422634
9784393365458
9784393365571
9784794969248
9784791768288

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 社会その他

「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、現地在住の著者が描く。

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

台湾のベストセラー作家が綴る、やさしさと情愛に満ちた家族の物語

9784560084601

故なき職業差別と身分差別に抗いながら、大阪・松原の屠場でいのち
と向き合う人びとを追った、渾身のドキュメント。
死に方や葬られ方は本人が自己決定できる？死や葬送のあり方が多
様化する現代、どこまで自由が許されるのか。
350人以上を看取った往診医が語る、さまざまな死の記録。2019年日
本エッセイストクラブ賞受賞
認知症や終末期医療に長年携わってきた医師が、超高齢社会の生老
病死に思索をめぐらす
長寿時代の終末期をどう生き、最期の時をどう迎えるのか。現役外科
医が描く人間ドラマ
緩和医療やホスピスをめぐる誤解や偏見を正し、よりよい終末期のた
めの医療と社会制度を目指す
妻として 助死医として。癌と闘った夫。の最期を自宅で看取り 喪失感
から回復途中の心境を綴ったエッセイ

9784582277838

平凡社

屠場

本橋成一

2,800 2011/3 差別社会

平凡社

これからの死に方 葬送はどこまで自由か

橳島次郎

760 2016/3 現代社会

みすず書房

死を生きた人びと 訪問診療医と３５５人の

小堀鷗一郎

2,400 2018/5 現代社会

みすず書房

老年という海をゆく 看取り医の回想とこれ

大井玄

2,700 2018/4 現代社会

みすず書房

死すべき定め 死にゆく人に何ができるか

A・ガワンデ

2,800 2016/6 現代社会

みすず書房

死ぬとはどのようなことか

G・D・ボラージオ

3,400 2015/8 現代社会

玉地 任子 著

1,800 2017/9 家族

ミネルヴァ書房 ホスピス医が自宅で夫を看取るとき

ご注文

9784582858082
9784622086901
9784622086680
9784622079828
9784622079231
9784623080885

《心理》
出版社名

書名

勁草書房

グリーフケア入門 悲嘆のさなかにある人を 髙木慶子編著

著者名

2,400 2012/4 臨床心理

春秋社

〈突然の死〉とグリーフケア

1,800 2005/5 臨床心理

A.デーケン編

本体価格 発行年月 ジャンル

内容

ISBN

愛する家族や親しい友人など、大切な人の喪失によるどうしようもない
ほどの悲嘆を支え癒すために大切なこととは。
事故、犯罪被害、自殺等で近親者を喪った人の悲嘆ケアの研究成果
を踏まえ援助のあり方を探る。

9784326299003

9784535586369

ご注文

9784393364796

日本評論社

心病む母が遺してくれたもの－精神科医の回

夏苅郁子

1,300 2012/8 精神病理

統合失調症の母、放蕩三昧の父、友人の裏切り、二度の自殺未遂…。過酷な環
境を生き抜き、自信を取り戻した著者のメッセージ。

白水社

喪の悲しみ

マリ＝フレデリック・バッケ、
ミシェル・アヌス

1,200 2011/9 心理一般

肉親を失い悲しみにくれる人への寄り添い方を具体的に解説

9784560509616

白水社

ケアの倫理 ネオリベラリズムへの反論

ファビエンヌ・ブルジェール

1,200 2014/1 心理一般

配慮をめぐって社会的な絆の問題を提起

9784560509876

出版社名
御茶の水書房

書名
対外戦争戦没者の慰霊－敗戦までの展開－

著者名
今井昭彦

春秋社

往生際の日本史 人はいかに死を迎えてきたのか

小山聡子

《歴史》
本体価格 発行年月 ジャンル

8,800 2018/5

日本史（近代）

2,000 2019/1 歴史一般

内容
「荒魂」を「和魂」に転換せせる慰霊、戦没者の場合はこれに「顕彰」と
いう作用が加えられる。

ISBN
ご注文
9784275020727

日本人は古代から「終活」に勤しんでいた！より良き死に際を迎えるため、試行
錯誤してきた。偉人たちの，往生際の物語。

9784393134276
9784794969521

晶文社

いのちの証言 ナチスの時代を生き延びたユ

六草いちか

1,900 2017/1

世界史(ヨーロッ ナチ政権下、ホロコースト時代をどのように生き延びたのか──。なぜ
パ）
自分だけが生き残ったのか!?

創元社

沖縄戦を生きぬいた人びと

吉川麻衣子

1,600 2017/6

日本史（現代）

生と死が隣り合わせの沖縄戦体験者と17年間共に活動し、500名を超える人た
ちに寄り添い、その声に耳を傾けた調査記録。

9784422300702

文化人類学

葬儀社で現場作業に従事しながら得た経験的事例を豊富に提示し、現代の日
本における「現代の死」とは何かという問題に挑む。

9784130563109

東京大学出版会 葬儀業のエスノグラフィ

田中大介

5,200 2017/1
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《歴史》
出版社名
日本評論社

書名

著者名

教誨師関口亮共とＢＣ級戦犯 シンガポール

布川玲子・伊藤京子

2,300 2017/7

日本史（現代）

平凡社

大江戸死体考 増補 人斬り浅右衛門の時代

氏家幹人

1,300 2016/2

日本史（近代）

新村拓

2,800 1991/9 日本文化史（論）

古来、人々は〈老い〉をどう生きたか。その生活・意識・病などの実態を明らかに
高度経済成長末期以降，急速に失われた看取りの文化を，地主や開業医の日

法政大学出版局 老いと看取りの社会史

本体価格 発行年月 ジャンル

法政大学出版局 在宅死の時代 近代日本のターミナルケア

新村拓

2,800 2001/4 日本文化史（論）

法政大学出版局 中世の死－生と死の境界から死後の世界まで

N.オーラー

4,000 2005/7

世界史(ヨーロッ
パ）
世界史(その
他）

法政大学出版局 音楽と病 改装版－病歴にみる大作曲家の姿

J.オシエー

3,800 2017/1

吉川弘文館

跋扈する怨霊 祟りと鎮魂の日本史

山田雄司著

1,700 2007/1 日本考古

吉川弘文館

神と死者の考古学 古代のまつりと信仰 笹生 衛著

1,700 2015/12 日本考古

吉川弘文館

殺生と往生のあいだ 中世仏教と民衆生活 苅米一志著

1,700 2015/11

吉川弘文館

お葬式 死と慰霊の日本史

1,500 2009/1 民俗学

吉川弘文館

新谷尚紀著

1,700 2006/9

日本史（中世）

日本文化史
（論）

内容
87名のBC級戦犯死刑囚を見送った教誨師に届いた遺族からの手紙
と生還者の手記。「庶民にとっての戦争」の記憶。
山田浅右衛門の家業「試し切り」から見る江戸屍事情。新たに山田家
の女性に関する論文を収録。
し、扶養と介護の精神、期待される老人像等を探る。
記，小説・病院資料を通して明らかする。
教皇や皇帝から庶民まで、疾病や天災による死から刑罰や戦争による死まで、
中世における死を追体験しつつ現代の生と死をも考える。

音楽史を飾る大作曲家の個性や作品がいかに〈病〉に関係している
かを生と死のエピソード豊かに明らかにする。
長屋王、菅原道真、平将門、崇徳院…。災いなすものたちの系譜を探
り、彼らはなぜ怨霊となって祟るのかに迫る。
五世紀、神祭りの原形が古墳祭祀と関連し形成された。祭りや古墳と
の関係、現代の文化・信仰への影響などを探る。
動物を殺し、食べることは罪なのか？ 殺戮をなりわいとする武士の苦
悩にも触れ、中世の文化や宗教の特質を考える。
誰にでもやがて訪れる死。日本人は、死といかに向きあってきたのか。
葬式・墓・慰霊、多様な習俗・弔い方からたどる。
なぜ、死んだら戒名が必要なのか。「戒名」の原点について、歴史を
遡りながら考える。知られざる戒名の謎に迫る。

ISBN
ご注文
9784535587076
9784582768374
9784588312045
9784588312083
9784588008214
9784588410376
9784642056373
9784642058179
9784642058148
9784642079990

戒名のはなし

藤井正雄著

9784642056175

出版社名
大月書店

書名
いのちと責任 対談 高史明・高橋哲哉

著者名

大月書店

死体は見世物か 「人体の不思議展」をめぐって 末永恵子

1,800 2012/8

御茶の水書房

手さぐりでわかる人生の形

池田宗彰

1,500 2017/1

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 キリスト教

哲学者・高橋哲哉が、在日朝鮮人の作家・高史明を訪ねた2010年12
月から2011年8月までの対談集。
死体標本の一般展示は死者への冒涜ではないか―倫理的諸問題を
提起する。
「人生」とは何か、人生の主体である「私」とは何か、「手さぐり」とは何
か、「幸せ」は何か、について語る
内村鑑三が当時の社会、歴史、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。

紀伊國屋書店

告白と呪詛

シオラン

2,800 1994/4

哲学思想その他

晩年のシオランが自らの老い、死に向き合いつつ著した。

慶應義塾大学出版会

私は自由なのかもしれない

斎藤 慶典

2,800 2018/7

9784766425284

勁草書房

死ぬ権利 カレン・クインラン事件と生命倫

香川知晶

3,300 2006/10

勁草書房

存在と時間 上 新装版

M.ハイデガー著／松尾啓吉訳

6,500 2015/5

勁草書房

存在と時間 下 新装版

M.ハイデガー著／松尾啓吉訳

7,000 2015/5

春秋社

恐れを超えて生きる

ハロルド・S・クシュナー

2,000 2017/9

現象学・実存主 生命の自己保存を至上命令とする自然に生きる私たちに、「自由」は
義
いかにして可能か。
人工呼吸装置をはずすのは是か非か？ 死という極めて個人的な問
古代哲学 題を権利として主張する激しさと痛切さ。
現象学・実存主 「死」から人間の存在を根本的にとらえなおし、20世紀の哲学・思想に
義
大きな影響を与えたハイデガーの主著。
現象学・実存主 「死」から人間の存在を根本的にとらえなおし、20世紀の哲学・思想に
義
大きな影響を与えたハイデガーの主著。
テロ・天災・老いや死…我々を脅かす恐れに臆せず、豊かに生を享
その他の宗教
受するための手引き。

晶文社

死者が立ち止まる場所－日本人の死生観

マリー・ムツキ モケット
高月園子訳

2,500 2016/1

仏教（日本） 母の国では、死者は毎年戻ってくる。

9784794969149
9784794970558
9784794970664

《哲学・宗教》
高史明・高橋哲哉

本体価格 発行年月 ジャンル

2,000 2012/2

日本の現代思
想
文学・芸術批評
/理論
哲学思想その他

内容

ISBN
ご注文
9784272430895
9784272330775
9784275020611
9784275020604
9784314006941

9784326153893
9784326102440
9784326102457
9784393333563

晶文社

四苦八苦の哲学 生老病死を考える

永江 朗

1,700 2018/9

日本の哲学・思想
哲学は、「生老病死」の苦しみとどう折り合いを付けてきたのか？
一般

晶文社

濃霧の中の方向感覚

鷲田清一

1,800 2019/1

日本の現代思
想

「人間の尊厳」の系譜を、ギリシア哲学やキリスト教神学からたどり直
科学哲学 し、生権力の淵源に迫る画期の書。
東洋思想（イン 自己/生き甲斐/愛/老い/死など、万人が直面する人生の根本問題
ド含む）
を、東洋哲学の世界的権威が説きあかす。
日本の現代思 生命科学、医学、社会学、経済学、政治学。あらゆる知の最新の達成
想
を渉猟し、「生」を描きだす。

9784791766789

哲学（事典・概論・
大切な人を亡くしたあなたに贈る、読む“祈り”の本。
哲学史）

9784480843098

青土社

生権力の歴史 脳死・尊厳死・人間の尊厳をめぐって

小松美彦

2,400 2012/11

青土社

人生を考える 新装版

中村元

1,800 2000/1

青土社

生と病の哲学 生存のポリティカルエコノミー 小泉義之

2,400 2012/6

筑摩書房

死者は生きている－「見えざるもの」と私た

町田宗鳳

1,600 2016/6

筑摩書房

生きているとはどういうことか

池田清彦

哲学（事典・概論・
1,400 2013/12 哲学史）

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

哲学（事典・概論・
哲学史）

筑摩書房

いのちへの礼儀 国家・資本・家族の変容と 生田武志

2,500 2019/2 倫理学

シェリー・ケーガン 著／
柴田裕之 訳

1,850 2018/10 倫理学

東京大学出版会 死の所有 増補新装版 死刑・殺人・動物利

一ノ瀬正樹

7,000 2019/5 倫理学

東京大学出版会 死生学1 死生学とは何か

島薗 進・竹内整一 編

2,800 2008/5 倫理学

文響社

白水社

「死」とは何か イェール大学で２３年連続

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

ミネルヴァ書房 よくわかる哲学・思想

納富 信留／檜垣 立哉／
柏端 達也 編著

2,400 2010/4

哲学（事典・概論・
哲学史）
哲学（事典・概論・

2,400 2019/4 哲学史）

哲学（事典・概論・
哲学史）

ミネルヴァ書房 18歳で学ぶ哲学的リアル［改訂版］

大橋 基 著

3,200 2019/4

ミネルヴァ書房 現代の死と葬りを考える－学際的アプローチ

近藤 剛 編著

日本の哲学・思想
3,800 2014/12 一般

ミネルヴァ書房 三島由紀夫－豊饒の海へ注ぐ－

島内景二 著

3,000 2010/12

歴史認識･ナショ
ナリズム論

危機の時代の知性とは、方向感覚を保ちつづけること。

発生、進化、免疫、性、老化と死といった生命現象から、生物の本質
に迫る。
私たちは、いつも先のことばかり考えて生きている。だが、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。
人類の来し方を振り返り、肉食への態度を語ることで、動物との共生を
ひらく。書き下ろし評論。
人は必ず死ぬ。だからこそ、どう生きるべきか。死を通すことでますます
「生」が輝きを増す、世界的名著。
「人格」「所有」といった近代的な概念が可能にしている“死をめぐる思
考”を問い直し、私たちの死生観の深層を探る。
今日、人びとは死を前にしてよりどころを喪失し、強い不安のなかにい
る。現代の死生観を多彩な執筆陣で探究する。
気鋭の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
古代から現代までの哲学の流れ、基本主題などを網羅しつつ、現代
の諸問題にも対応した最新の基本書。
「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する。
改訂版では、事件・事例を大幅に刷新
現代における死生観を問い直し、多様化する葬送儀礼のあり方をめ
ぐって学際的に検討する。
戦後文学を代表する三島由紀夫の生涯の原点に、「和歌の申し子」
「日本文化の申し子」という視点から迫る。
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9784560080566
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《その他》
出版社名
青土社

書名
ゲノムに書いてないこと

著者名
中村桂子

平凡社

死を想う 新版 われらも終には仏なり

石牟礼道子 伊藤比呂美

760 2018/7 文芸

平凡社

生死問答 平成の養生訓

五木寛之 帯津良一

700 2011/1 文芸

本体価格 発行年月 ジャンル

2,200 2014/1 科学

内容
日常と科学を結ぶ柔らかな感性と見識で、科学信仰や効率一点張りの
風潮に待ったをかける痛快エッセイ。
日本を代表する詩人と、水俣病を通して死を見つめ続けた作家が語る
魂の対話。
人間はどこから来て、どこにゆくのか？ 作家と名医がその声にじっく
りと向き合い、死後のビジョンを語りつくす。
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