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　　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．104」をご案内いたします。

 今回のテーマは 「変わりゆく価値観」　です。

　価値観とは、何に価値があると認めるかに関する考え方。価値(善・悪、好ましいこと・好ましくないこと、といった価値)を

判断するときの根底となる ものの見方。（ウィキペディアより）

物事の捉え方であったり優先度の違いであったり、何を大切にしているかを指すときの指標になるといえます。

価値観は、ある程度の傾向はあるものの、個人・国・性別・環境等によって様々です。また、時代とともに変わってゆくものもあります。

その「価値観」をテーマに、社会・宗教・哲学・思想・心理･・・・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 本体価格 発行年月 ジャンル 内容 ISBN ご注文

大月書店 リキッド・モダニティ ジークムント・バウマン 3,800 2001/6 社会学一般
「いま」という時代がどこへむかって流れているのか。激しく変転す

る社会・政治生活諸条件を分析。 9784272430574

御茶の水書房 自然・人間・神々－時代と地域の交差する場 上原雅文他 4,600 2019/3 社会学理論 
共同研究「自然観の東西比較」を元に、多様な地域と時代、方法

論とジャンルが交差する場を形成。 9784275021038

御茶の水書房 国際女性デーは大河のように 伊藤セツ 2,600 2019/2
ジェンダー・

フェミニズム

二〇世紀の初頭に始まった「国際女性デー」の歴史と意義を確認

する。 9784275021052

御茶の水書房 誰が表現の自由を殺すのか 安世鴻他 2,400 2017/9 メディア論
ニコンサロン「慰安婦」写真展中止事件は日本が直面する大きな

課題である。裁判の意義、事件の本質を考察。 9784275020765

御茶の水書房 パックスアメリカーナのアキレス腱 佐々山泰弘 5,500 2019/6 差別社会
グローバルな視点から米軍基地戦略の本質と地位協定の近未来

も考察。 9784275021083

晶文社 しあわせとお金の距離について 佐藤治彦 1,450 2019/4 現代社会
現代の老後において「お金は貯めたい」「人生も楽しみたい」２つ

を両立させるお金との距離とは？ 9784794970848

晶文社 呪いの言葉の解きかた 上西充子 1,600 2019/5 現代社会
政権の欺瞞から日常のハラスメント問題まで、現代、隠された「呪

いの言葉」を徹底的に解く! 9784794970886

晶文社 よかれと思ってやったのに―男たちの「失敗学」入門 清田　隆之　著 1,400 2019/7 現代社会
現代の1200人以上の女性たちの声に耳を傾けるなかで気づい

た、嫌がられる男性に共通する傾向や問題点‼ 9784794970954

晶文社
検診で見つかるがんの8割は良性がんである――過

剰診断時代の予防がん学 渡辺 泱（ひろき） 1,650 2019/6 現代社会
 検診で発見されるがんの約８割は自然に生長を止める。がん検

診の権威が伝えるがん治療の新常識 9784794970978

青土社 〈情弱〉の社会学　ポスト・ビッグデータ時 柴田邦臣 2,200 2019/9 現代社会
身体的な障害者だがＩＴを駆使し世界を駆ける人と、ネットが使え

ない健常者。現代の社会的弱者とは誰か。 9784791772186

青土社 退行の時代を生きる　人びとはなぜレトロト ジグムント・バウマン 2,000 2018/10 現代社会
争いが絶えず、広がり続ける格差社会。従来の値観観で乗り越え

られない壁を前に社会学の巨人が遺した言葉。 9784791771134

日本評論社 「地球温暖化」の不都合な真実 マーク・モラノ 1,800 2019/6 環境問題
過去に懸念された地球温暖化が原因とされる現象すべてに渡り、

膨大な文献と説得力ある構成で疑念を解消する。 9784535788879

日本評論社 AIにできること、できないこと 藤本浩司　柴原一友 2,000 2019/2 現代社会
現在のAI技術の実態を技術者がやさしく語る。実際にAIをビジネ

スで活用している事例も紹介。 9784535788770

白水社 無礼な人にNOと言う44のレッスン チョン・ムンジョン 1,500 2019/5
ジェンダー・

フェミニズム

職場・家族・恋人との関係の中で、女性が無礼な相手にセンスよく意見

し、自分を大切に前向きに生きるための44のトリセツ 9784560096956

白水社 ホモ・デジタリスの時代　ＡＩと戦うための ダニエル・コーエン 2,200 2019/9 現代社会
ＡＩ時代の労働はどうなる？ＧＡＦＡ等デジタル社会の覇者とどう付

き合うべきか。 9784560097212

平凡社 「差別はいけない」とみんないうけれど。 綿野恵太 2,200 2019/7 現代社会
反発・反感を手がかりにして、差別が生じる政治的・経済的・社会

的な背景に迫る。 9784582824896

法政大学出版局 社会的なものを組み直す ブリュノ・ラトゥール 5,400 2019/1 社会学一般
近代的世界認識を超え、脱中心的なネットワークとして社会を記

述するアクターネットワーク理論の解説。 9784588010903

法政大学出版局 ジェンダー史とは何か ソニア・O・ローズ 3,200 2017/1
ジェンダー・

フェミニズム

ジェンダー史の変遷を知るとともに、歴史学を捉え直す視点を獲

得できる刺激的な入門書。 9784588350085

ミネルヴァ書房 ソーシャルアクション！ あなたが社会を変えよう！ 木下　大生　編著 2,400 2019/9 福祉
実際に問題を解決し、世の中を変えていった人が「なぜ」「どう

やって」動かしていったかを紹介する。 9784623086061

ミネルヴァ書房 ポスト〈カワイイ〉の文化社会学－女子たち 吉光　正絵　他編著 3,500 2017/4 海外事情
プリンセス、歴女、メイド、島ガール、ハロウィン…… 多様化と洗

練化を続ける「女子文化」、その可能性。 9784623078301

《宗教》

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

慶應義塾大学出版会 移民とＡＩは日本を変えるか 翁 邦雄 2,000 2019/7 宗教一般
人口減少とＡＩ化について正確な実態把握に努め、現時点での全

体像を一挙に俯瞰できるタイムリーな一冊。 9784766426113

勁草書房 日本人は右傾化したのか　データ分析で実像 田辺俊介編著 3,000 2019/9 宗教一般
ネット右翼、日本礼賛番組、安倍政権長期化。私たちは本当に右

傾化したのか。データ分析で実像を読み解く。 9784326351794

春秋社 〈仏教3.0〉を哲学する 藤田　一照　他著 1,800 2016/9 仏教（日本）
禅僧・藤田一照、哲学者・永井均、ワンダルマ仏教僧・山下良道

の三者による、白熱、スリリングな徹底討論。 9784393135921

春秋社 女らしくなく、男らしくなく、自分らしく生きる 露の団姫 1,600 2019/9 仏教（日本）
女だから、男だから、ではなく、本当に自分らしく生きる、そのため

にできること！ 9784393436561

ミネルヴァ書房 日本発母性資本主義のすすめ－多死社会での  藤　和彦 著 2,000 2019/8 宗教一般
ポジティブな死生観の確立と介護・看取り分野での母性機能に価

値を認める経済社会システムの構築を提言。 9784623087433

《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

勁草書房 文化的進化論　人びとの価値観と行動が世界

ロナルド・イングル

ハート／山﨑聖子訳 3,000 2019/6 社会心理
人びとの価値観と行動は何によってかたちづくられるのか。100か

国、40年におよぶ調査から読み解く。 9784326603183

勁草書房 「日本人」は変化しているのか 池田謙一編著 3,500 2018/1 社会心理
政権交代、地震・原発事故から再度の政権交代へ。これらの経験

を経た「日本人」の価値観やその変化を描く。 9784326251247

勁草書房 日本人の考え方 世界の人の考え方 池田謙一編著 4,300 2016/4 社会心理
日本人はどのように考え、世界の人々とどう違うのか。世界価値観

調査から見えてくる世界の多様性と共通性。 9784326251162

青土社 サイコパスのすすめ　人と社会を操作する闇 P.T.エリオット 2,000 2019/3 社会心理
ネガテイブな捉え方をされるサイコパス。一方で成功者の多くは

サイコパスとも言われる。衝撃の人生ガイド。 9784791771455

筑摩書房
改訂版　金持ち父さんのキャッシュフロー・クワドラン

ト ロバート・キヨサキ 1,900 2013/11 社会心理
従業員・自営業者・ビジネスオーナー・投資家…４つの生き方を

決める価値観の違いを知って、人生の夢を実現しよう。 9784480864253

東京大学出版会 神の亡霊　近代という物語 小坂井敏晶 2,800 2018/7 社会心理
責任ある主体として語りふるまう我々の近代はなぜ殺したはずの

神の輪郭をいつまでも経巡るか。渾身の論考。 9784130131513

ミネルヴァ書房 男性は何をどう悩むのか－男性専用相談窓口 濱田　智崇　編 2,600 2018/3 心理一般
日本初の男性専用相談窓口を開設した著者たちが、現代を生き

る男性像に迫るとともに、支援のあり方を示す。 9784623082438

人文書ベストセレクション
貴店印
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《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

紀伊國屋書店 社会はなぜ左と右にわかれるのか ジョナサン・ハイト 2,800 2014/11 歴史一般
従来の理性一辺倒の道徳観を否定し、感情のもつ力強さに着目

した新たな道徳心理学を提唱。 9784314011174

慶應義塾大学出版会 真実が揺らぐ時－ベルリンの壁崩壊から９． トニー・ジャット 5,500 2019/4 歴史一般
飽くことなく事実と真実を追究した知識人、トニー・ジャットの魂の

軌跡。 9784766424546

春秋社
チョンキンマンションのボスは知っている　アングラ

経済の人類学 小川さやか 2,000 2019/7 文化人類学
既存のセーフティネットが崩壊しつつある今、最も読まれるべき異

色の「救世」の書。 9784393333716

白水社 見ることは信じることではない　啓蒙主義の キャロリン・パーネル 3,400 2019/4
世界史(ヨーロッ

パ）

盲学校の誕生、おならを芳香にする薬、18世紀式“アロマテラ

ピー”、ゾウ肉やネズミ肉など珍奇な肉料理が流行したわけ 9784560096895

平凡社 逝きし世の面影 渡辺京二 1,900 2005/9 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す。 9784582765526

みすず書房 下丸子文化集団とその時代　一九五〇年代サ 道場親信 3,800 2016/10
日本文化史

（論）

誰もが詩を書きガリを切った、50年代の東京で活躍した下丸子集

団から見る、もう一つの戦後史。 9784622085591

吉川弘文館 ここまで変わった日本史教科書 高橋　秀樹　他著 1,800 2016/8
日本史（概論・

通史・史料）

進む歴史研究、変わる教科書の記述。あなたが学んだ日本史は

すでに過去のものになっている？ 9784642082990

吉川弘文館 ここが変わる！日本の考古学　先史・古代史 藤尾　慎一郎　編 2,000 2019/2 日本考古
近年の研究成果を受けて、古代史像が大きく変化してきている。

第一線で活躍する研究者が平易に解説する。 9784642083423

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!?　新しい価値観に直面

した弥生人の実像。 9784642058490

吉川弘文館 平安京はいらなかった　古代の夢を喰らう中 桃崎有一郎著 1,800 2016/11 日本史（古代）

理念優先で造られた都市が「使いにくさ」を克服していく姿。これ

までにない視点で平安京を描く。 9784642058384

吉川弘文館 踏絵を踏んだキリシタン 安高啓明著 1,800 2018/6 日本史（近世）

踏んだのか？　踏まされたのか？ 悲劇的文脈で語られてきた絵

踏観は正しいのか。 9784642058698

《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

御茶の水書房 日本とフランスのあいだで－思想の軌跡 棚沢直子 4,600 2017/9 哲学その他
フランス学研究者棚沢直子の思想はいかに形成されたか。その

思想の構成要件とは何か。 9784275020697

紀伊國屋書店 正義論　改訂版 ジョン・ロールズ 7,500 2010/12 近代哲学
社会は、正義の約束の上に成り立つが、現代においてその本質

について十分明らかにされているとは言えない。 9784314010740

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 2012/10 分析哲学
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

慶應義塾大学出版会 私は自由なのかもしれない－〈責任という自 斎藤 慶典 2,800 2018/7
現象学・実存主

義

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」はいかにして可能か。 9784766425284

慶應義塾大学出版会 音楽の哲学入門 セオドア・グレイシック 2,500 2019/3 表象文化論
単なる音と音楽の違い、音楽鑑賞に必要な知識、音楽と情動の

関係など、音楽を哲学的に考察する。 9784766425888

勁草書房 政治において正しいとはどういうことか 田畑　真一　他編著 4,000 2019/4
政治哲学・社会

哲学

いかなる究極の価値も真理も前提にできない現代、政治における

正しさをどのように語ることができるか。 9784326302772

春秋社 藝術２．０ 熊倉敬聡 2,200 2019/5 表象文化論
限界を迎えていたアート界に現れたニューウェーブを捉える挑戦

的な論考。 9784393333723

春秋社
無意味のススメ　〈意味〉に疲れたら、〈無意味〉で休

もう。 川崎昌平 1,300 2019/7 表象文化論
高度情報化社会における「意味」の束縛から抜け出し「無意味」を

花開かせるための本。 9784393333747

晶文社
5歳からの哲学―考える力をぐんぐんのばす親子会

話 ベイツ・ゴート、モーラ・ゴート 1,600 2019/1
日本の哲学・思

想一般

本書は5歳以上の子どもたちに哲学の手ほどきをする一冊 。子ど

もの思考力、そして議論する力を伸ばす。 9784794970725

青土社 ヴァーチャル社会の〈哲学〉－ビットコイン 大黒岳彦 3,600 2018/12 科学哲学
ビットコイン・ＶＲ・ポストトゥルース。従来維持されてきた現実が失

われはじめた実相を分析、解明する。 9784791771264

青土社 真昼の盗人のように　ポストヒューマニティ スラヴォイ・ジジェク 2,600 2019/7
政治哲学・社会

哲学

世界で次々に起こる空前絶後の情勢への解釈は従来の概念では

立ち向かえない。唯一無二の現代思想家が挑む。 9784791771837

筑摩書房 事物のしるし　方法について ジョルジョ・アガンベン 2,600 2011/5
構造主義・ポス

ト構造主義

フーコーを契機に、パラダイム、しるし、考古学という三つについて発展

的可能性を検討し、諸学の方法をその根源から問い直すアガンベン版

「方法論序説」。 9784480847188

筑摩書房 やわらかい頭の作り方 細谷功 1,400 2015/3 論理学
自分の「常識」や「価値観」や「見方」が絶対でないことを知り、創

造的思考を広げるヒントにしよう。 9784480878830

白水社 モンテーニュの言葉　人生を豊かにする 久保田剛史 編 1,800 2019/8
哲学（事典・概

論・哲学史）

人間のすべての問いに対し深い思索を重ねた『エセー』のエッセ

ンス 9784560097151

平凡社 スロー・イズ・ビューティフル 辻信一 1,000 2004/6 日本の現代思想

「スロー」をキーワードに、〈遅さ〉という大切なものを再発見するユ

ニークな試み。 9784582765014

法政大学出版局 人間の尊厳と人格の自律　生命科学と民主主 ミヒャエル・クヴァンテ 3,600 2015/3 論理学
人間の生命にかかわるバイオテクノロジーは、民主主義的価値に

対していかなる問題提起を行うのか。 9784588010248

法政大学出版局 差別はいつ悪質になるのか デボラ・ヘルマン 3,400 2018/7
政治哲学・社会

哲学

私たちは人々の間にある特徴に基づいて区別をつけるが、この区

別が「悪質な差別」になるのはなぜか。 9784588603549

法政大学出版局 多文化主義のゆくえ　国際化をめぐる苦闘 ウィル・キムリッカ 4,800 2018/12
政治哲学・社会

哲学

世界的に著名な政治学者が、多文化主義の普及をめざす1990

年以降の国際社会の取り組みの軌跡をたどる。 9784588603563

みすず書房 幕末的思考 野口良平 3,600 2017/11
日本の哲学・

思想（近世）

明治の到来と共に隠蔽された、普遍と道理に拠る立国思想。その

活気性を歴史の中に読み取る 9784622086529

みすず書房 良妻賢母主義から外れた人々　湘煙・らいて 関口すみ子 4,200 2014/6
日本の哲学・

思想（近代）

近代国家の確立と同時につくられた良妻賢母主義。女子教育を

めぐる攻防からその核心に迫る 9784622078395

ミネルヴァ書房 〈自閉症学〉のすすめ－オーティズム・スタ 野尻　英一　他編著 2,000 2019/4
日本の現代思

想

なぜ研究者たちは学問の域を超え自閉症学に関心をもつのか？

自閉症学という新たな試みがここにはじまる。 9784623086481

《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

東京大学出版会 未来をはじめる　「人と一緒にいること」の 宇野重規 1,600 2018/9 政治
異なる人たちがどう一緒に暮らしていけるか。変わりゆく世界のな

かで政治の根本を考え抜く5つの講義。 9784130331081

東京大学出版会 東大キャリア教室で1年生に伝えている大切なこと 標葉　靖子　他編 2,800 2019/3 教養
不確実な時代を生き抜くキャリアを創るには。仕事のどこに重きを

置くかなど、キャリアのエッセンスが満載。 9784130530910

日本評論社 資本主義はどこに向かうのか 生存科学叢書 堀内　勉　編著 2,800 2019/7 経済
資本主義への不信感が高まっている。学界・業界を超え様々な

叡智が集結し資本主義の行方と限界を熱く論じる。 9784535559325

日本評論社 表現の自由とメディアの現在史 田島泰彦 2,200 2019/6 憲法
民主党政権前後から第２次安倍政権までの表現の自由とメディア

に関する論点、展開を記録しその問題点を提示。 9784535524354

平凡社 金沢城のヒキガエル 奥野良之助 1,400 2006/1 生物学
生物は競争原理では生きていない？金沢城址の池に生息するヒ

キガエルの調査から生き物の世界を知る。 9784582765649

平凡社 物欲なき世界 菅付雅信 1,400 2015/11 教養
物欲が低下する先進国のトレンドから、資本主義の先の来るべき

世界を浮かび上がらせる。 9784582824810

貴店印


