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2020年7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．106」をご案内いたします。

　「働く」とは？なぜ、何のために働くのか？誰でも一度は考えたことはある問題ではないでしょうか。

収入、自己実現、生きがい、社会貢献・・・と、人によって働くことの意味・意義・目的は違います。

特に、ライフスタイル・価値観が多様化している現代は、働くことへの意識や働き方も大きく変わってきています。

また、新型コロナウィルスの世界的な感染拡大は、改めて働き方を考えるきっかけとなりました。

今回は、「働くとは？」がテーマです。

キーワードは、働き方改革・ワークライフパランス・副業・複業・定年・外国人労働問題・テレワーク・

ハラスメント・労働安全衛生・賃金・・・。

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。

出版社名 書名 著者名 本体価格 発行年月 大分類 中分類 内容 ISBN ご注文

大月書店 新聞奨学生　奪われる学生生活 横山真 1,800 2018/2 教育 教育問題
著者の実体験をとに、新聞奨学生の生活面の苦
難、大学での学びの自由が奪われている問題を
語る。

9784272310524

御茶の水書房 社会と個人－どこからそしていずこへ－ 高橋英博 3,400 2017/12 社会 社会学理論 
「個人」と「社会」の再考。資本の発展とクロスさせ
ながら、個人や社会の変化について「概念的に再
構成」する。

9784275020796

法政大学出版局 「労働」の社会分析　時間・空間・ジェンダ Ｍ．グラックスマン 3,400 2014/2 社会 社会学理論 
織工として定収入を得る人から、その家事を代行
し稼ぐ人まで、戦間期のイギリスでは女性の働き
方が多様化する。

9784588675171

紀伊國屋書店 働くことの哲学 Ｌ．スヴェンセン　著 1,700 2016/4 社会 家族
幸福で満たされた人生を求める中で、仕事がどの
ような位置を占めるのかを探求。 9784314011365

ミネルヴァ書房 「労働」から学ぶジェンダー論 	乙部　由子 著 2,500 2019/10 社会
ジェンダー・
フェミニズム

生活者の視点から女性の現状を分析し、近未来
の家族像と働き方を展望する。 9784623087020

勁草書房 子育て支援を労働として考える 相馬　直子　編著 2,500 2020/2 社会 福祉
一時保育やひろば事業などの「地域子育て支援」
に従事する人たちの労働実態とその問題を明らか
にする。

9784326603275

大月書店 最低賃金1500円がつくる仕事とくらし 後藤道夫　他 2,000 2018/10 社会 現代社会
最低賃金引き上げで地域経済を元気にする戦略
など最低賃金時給1500円が切り開く社会への展
望を示す。

9784272310531

紀伊國屋書店 仕事を持つのは悪い母親？ S.ジャンピノ 1,600 2002/7 社会 現代社会
子どもと働く両親とのベストな関係を提案、母親を
不安と憂鬱から解放する。 9784314009218

勁草書房 モバイルメディア時代の働き方 松下慶太 2,700 2019/7 社会 現代社会
テレワーク、ワーケーション、コワーキング。「働く」
を取り巻く環境が刷新される中、私たちはどう働く
か？

9784326550821

勁草書房 人生の歩みを追跡する　東大社研パネル調査 石田　浩　他編著 3,200 2020/1 社会 現代社会
若年者・壮年者を十年以上追跡した「働き方とライ
フスタイルの全国調査」から格差・不平等の問題
を分析。

9784326603268

春秋社 ノマド　漂流する高齢労働者たち Ｊ．ブルーダー　著 2,400 2018/10 社会 現代社会
グローバル企業の舞台裏と、労働力の使い捨て
が常態化する現代社会が浮び上る密着ルポ。 9784393333648

晶文社 日本の異国－在日外国人の知られざる日常 室橋裕和 1,800 2019/5 社会 現代社会
250万人を超えた海外からの日本移住者。彼らの
仕事、暮らしの実態を探る。 9784794970916

晶文社 自分の仕事をつくる 西村　佳哲 1,900 2003/9 社会 現代社会
働き方が変われば社会も変わる！魅力的な働き
方をしている人びとの現場から、その魅力を伝え
る。

9784794965851

晶文社 働くコンパスを手に入れる――〈仕事旅行社〉式・職業体験のススメ 田中　翼 1,600 2020/1 社会 現代社会
500種類以上の職業体験を提供してきた〈仕事旅
行社〉代表の著者が、これからの働き方のヒントを
伝える。

9784794969927

青土社 Ｕｂｅｒｌａｎｄ　アルゴリズムはいかに働き方を変えているか Ａ．ローゼンブラット 2,600 2019/8 社会 現代社会
Uberの役員やドライバーへのインタビューからギ
グエコノミーの時代を暴き出す。新しい働き方の光
と影。

9784791771868

日本評論社 セックスワーク・スタディーズ　当事者視点 SWASH 1,900 2018/9 社会 現代社会
セックスワーカー当事者と研究者・支援者・ライ
ターたちが協働で書き上げた、性と人権を学ぶ人
に必携の一冊。

9784535587243

白水社 もうひとつのプロ野球　若者を誘引する「プ 石原豊一 1,800 2015/12 社会 現代社会
華やかな世界とは対照的な、もうひとつのプロ野
球があった。居場所を求め世界を漂う若者たち。
彼らの終わりなき旅の果てとは

9784560084717

白水社 ホモ・デジタリスの時代　ＡＩと戦うための Ｄ．コーエン　著 2,200 2019/10 社会 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

白水社 エコノミクス・ルール　憂鬱な科学の功罪 Ｄ．ロドリック　著 1,800 2018/3 社会 現代社会
労働価値説から限界革命、行動論から制度の経
済学まで、あらゆる学説をモデルと捉え、経済学と
は何かを明解に説いた社会科学方法論

9784560095980

白水社 移民の政治経済学 Ｇ．ボージャス　著 2,200 2018/1 社会 現代社会
労働市場に与えるインパクトから財政への影響ま
で、キューバ移民でハーバード教授が語る、移民
をめぐる通説を根底から覆す記念碑

9784560095911

平凡社 怠ける権利 Ｐ．ラファルグ　著 1,200 2008/8 社会 現代社会
「労働」の神格化をあざけり倒し、「１日最長３時間
労働」を提唱。マルクスの娘婿による話題の書。 9784582766479

平凡社 「おもてなし」という残酷社会　過剰・感情 榎本博明 780 2017/3 社会 現代社会
行き過ぎた「おもてなし」の精神が働く私たちを追
い詰めている。その社会的背景を示し対処法を考
える。

9784582858396

みすず書房 エコノミックス Ｍ．グッドウィン　著 3,200 2017/3 社会 現代社会
経済の思想、力関係、政策…が動かしてきた世界
の歴史	350年を一気読み。新世代の経済の教科
書

9784622085973

みすず書房 21世紀の資本 Ｔ．ピケティ　著 5,500 2014/12 社会 現代社会
資本主義は自動的に大きな格差を生み出す──
今後の経済議論の出発点となる世界的ベストセ
ラー

9784622078760

ミネルヴァ書房 日本の「いい会社」－地域に生きる会社力－ 坂本　光司　著 2,000 2017/4 社会 現代社会
地域をささえる、魅力ある会社とは。「日本でいち
ばん大切にしたい会社」のすばらしい取り組み
20！

9784623080380

慶應義塾大学出版会 人手不足なのになぜ賃金が上がらないのか 玄田 有史 編 2,000 2017/4 社会 海外事情
企業業績は回復し人手不足の状態なのに賃金が
思ったほど上がらないのはなぜか？　“最大の謎”
の解明に挑む！

9784766424072

慶應義塾大学出版会 正規の世界・非正規の世界－現代日本労働経 神林 龍 4,800 2017/11 社会 海外事情
現代日本の労働市場の姿を、「正規・非正規の関
連」を機軸に多彩なアプローチで描き出す意欲
作。

9784766424829
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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 社会 海外事情
人口減少下の日本社会の変容を、移民とＡＩ（人
工知能）に焦点を当てて丁寧に解いていく注目
作！

9784766426113

慶應義塾大学出版会 日本のセーフティーネット格差－労働市場の 酒井 正 2,700 2020/2 社会 海外事情
働き方が多様化する中で、社会保険に綻びが生
じている現状を、確かなエビデンスをもとに検証。 9784766426496

慶應義塾大学出版会 多様化する日本人の働き方－非正規・女性・ 阿部　正浩　編 4,200 2018/1 社会 海外事情
少子高齢化した労働市場にも対応できる、 ダイ
バーシティ経営を推進するシステム構築を提言！ 9784766424942

平凡社 日本人はいつから働きすぎになったのか 礫川全次 820 2014/8 社会
日本論･日
本人論

今日の日本人に見られる「勤勉精神」はいつ誕生
し、いかに定着したか。 9784582857443

ミネルヴァ書房 男性は何をどう悩むのか 濱田　智崇　編 2,600 2018/3 心理 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、 現代に生きる男性特有の心理に迫り、支援の
あり方を示す

9784623082438

東京大学出版会 職場における性別ダイバーシティの心理的影響 正木郁太郎 4,800 2019/1 心理 社会心理
性別ダイバーシティは職場のメンバーに好ましい
心理的影響を与える職務特性や組織風土につい
て考察。

9784130161213

吉川弘文館 旗本・御家人の就職事情 山本英貴著 1,700 2015/10 歴史 日本史（近世）
旗本・御家人の就職口は少なく、家柄や人脈でポ
ストを争った。出世を図る武士の姿と幕府の人事
システム。

9784642058100

吉川弘文館 武士の奉公　本音と建前　江戸時代の出世と 高野信治著 1,700 2015/1 歴史 日本史（近世）
役人として生きねばならなかった武士たち。上司
に取り入り人間関係に配慮したその「働く思い」を
検証する。

9784642057936

法政大学出版局 近代都市の下層社会　東京の職業紹介所をめ 町田祐一 3,400 2016/11 歴史 日本史（近代）
職業紹介事業の成立と展開を辿り、明治に入り下
層社会が拡大した経緯を追う。 9784588603495

吉川弘文館 近代日本の就職難物語　「高等遊民」になる 町田祐一著 1,700 2016/7 歴史 日本史（近代）
高学歴だが定職に就いていない「高等遊民」。彼
らはいかに生み出され、社会はどう向き合ってきた
のか。

9784642058285

吉川弘文館 荷車と立ちん坊　近代都市東京の物流と労働 武田尚子著 2,400 2017/9 歴史 日本史（近代）
荷車から経済革命が起こった！　近代の物流を支
えた「立ちん坊」の生活や賃金などから明治社会
を掘り起こす。

9784642083249

法政大学出版局 戦時期の労働と生活 榎　一江　編著 4,800 2018/3 歴史
日本文化
史（論）

戦争遂行のために推進された政策や運動は、
人々の日々の営みをどう変えたのか？ 9784588625398

吉川弘文館 鳥羽・志摩の海女　素潜り漁の歴史と現在 塚本　明著 2,200 2019/7 歴史
日本文化
史（論）

身ひとつで自然界から食べ物を採ってくる。海女
の豊かで力強い文化を紹介し、働くことの意味を
問いかける。

9784642083546

御茶の水書房 「シングル」で生きる－人類学者のフィール 椎野若菜 1,800 2010/10 歴史 文化人類学
異なる文化をもった特定のフィールドと行き来する
日本の文化人類学者の実地調査の中で「シング
ル」を考える。

9784275009074

法政大学出版局 お母さんは忙しくなるばかり　家事労働とテ Ｒ．Ｓ．コーワン　著 3,800 2010/10 歴史
世界史(ヨー
ロッパ）

今日まで強固に存在する「男女別領域」の教義が
確立される過程を描いた家事労働論の基本文
献。

9784588364143

ミネルヴァ書房 電話交換手はなぜ「女の仕事」になったのか 	石井　香江 著 6,500 2018/5 歴史
世界史(ヨー
ロッパ）

「男の仕事」と「女の仕事」が誕生したとき、 情報
通信産業を支えた女性たちの物語。 9784623080663

青土社 働かない　「怠けもの」と呼ばれた人たち トム・ルッツ 3,200 2006/12 歴史 世界文化史
人類と労働のせつない歴史の数々を社会学、心
理学など様々なデータを駆使して綴られた労働文
化誌。

9784791763078

大月書店 マルクス　賃労働と資本 金子　ハルオ　解説 1,200 2009/6 哲学・思想
マルクス思
想・批判理論

賃金とは、資本とは何か。資本家と労働者はなぜ
対立せざるをえないのか。剰余価値の法則をもと
に解説。

9784272005338

みすず書房 波止場日記　労働と思索 Ｅ．ホッファー　著 3,600 2014/9 哲学・思想
マルクス思
想・批判理論

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。沖仲士の哲学者による思索の結晶 9784622083740

御茶の水書房 現代（いま）に生きる安藤昌益 石渡博明他 2,500 2012/10 哲学・思想
日本の哲学・
思想（近世）

万人直耕の「自然世」を理想とした人。世は「人間
の存在と生活」をこそ至上とする価値観への転換
を求めている。

9784275010001

筑摩書房 おとな「学問のすすめ」 齋藤　孝 1,500 2011/12 哲学・思想
日本の哲学・
思想（近代）

「独立自尊の道を歩め！」「学問で人生を切り開
け！」――『学問のすすめ』の精神がきっちり頭に
入る

9784480878458

春秋社 労働者のための漫画の描き方教室 川崎昌平 1,800 2018/7 哲学・思想
日本の現
代思想

懸命に働くすべての社畜に贈る、忙しい日常でも
実践できる、生き抜くための方法論。 9784393333631

春秋社 トランジション　何があっても生きていける方法 松本　紹圭　著 1,800 2019/5 哲学・思想
日本の現
代思想

人生百年時代を生き抜くために、悩める二〇代に
ＭＢＡ僧侶がトランジション的仏教思想を伝授。 9784393333693

青土社 魂の労働　ネオリベラリズムの権力論 渋谷望 2,200 2003/11 哲学・思想
日本の現
代思想

グローバル、ネオリベ、公共圏、介護など、現代思
想の最重要キーワードを軸に現代の矛盾を抉り出
す労働論。

9784791760688

ミネルヴァ書房 いま、働くということ 	橘木　俊詔 著 2,000 2011/9 哲学・思想
日本の現
代思想

仕事への意欲、適度な余暇、働かないという選
択・・・哲学・思想はどう語り、人間はどう応じている

9784623061099

勁草書房 ちょっと気になる「働き方」の話 権丈英子 2,500 2019/12 その他 経営
これからの働き方をめぐる課題を網羅。働き方と社
会保障を一体のシステムとして根本からわかりや
すく学ぶ。

9784326701117

勁草書房 ダイバーシティ経営と人材マネジメント 佐藤博樹編著 2,300 2020/2 その他 経営
生協をモデルに、多様な就業志向や価値観を
持った人材が経営成果に貢献できるダイバーシ
ティ経営を提唱。

9784326504664
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また、新型コロナウィルスの世界的な感染拡大は、改めて働き方を考えるきっかけとなりました。

今回は、「働くとは？」がテーマです。

キーワードは、働き方改革・ワークライフパランス・副業・複業・定年・外国人労働問題・テレワーク・

ハラスメント・労働安全衛生・賃金・・・。

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。
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  貴店印 
 

勁草書房 岐路に立つ自営業　専門職の拡大と行方 仲修平 4,500 2018/11 その他 経営
大規模な社会調査と分析から、知られざる自営業
の姿を浮かび上がらせる。雇われずに働く今日的
な意味とは？

9784326603138

晶文社 レンタルなんもしない人のなんもしなかった話 レンタルなんもしない人 1,300 2019/4 その他 ｻﾌﾞｶﾙﾁｬー
「なんもしない」というサービスが生み出す「なに
か」とは。スタートから、半年間におこった出来事。 9784794970831

青土社 プライスレス　必ず得する行動経済学の法則 Ｗ．パウンドストーン 2,400 2010/1 その他 経済
働いてお金を得る。ではそもそもお金はなぜ必要
なのか？労働とお金のしくみを解き明かした行動
経済学書。

9784791765287

青土社 Good to Go 最新科学が説き明かす、リカバリーの真実 Ｃ．アシュワンデン 1,800 2019/3 その他 ビジネス教養
現代人に求められる回復力。ビジネスパーソンも
使えるアスリートが実践する最新リカバリー術を
数々紹介。

9784791771554

創元社 ワンピースで世界を変える！ ブローレンヂ智世 1,400 2020/3 その他 ﾉﾝﾌｨｸｼｮﾝ
お金も技術も人脈もない専業主婦が、男性的な骨
格の人も着られるかわいい洋服ブランドを設立す
る起業する。

9784422101293

筑摩書房 漫画家入門 浅野いにお 1,500 2019/9 その他 エッセイ
画業２０周年。生活をとおして「漫画を描くこと」を
見つめた、１年の記録。 9784480874023

筑摩書房 僕にもできた！　国会議員 山本　太郎 1,400 2019/4 その他 政治
国会議事堂の方向もわからない。そんな山本太郎
が猛烈に学び、時に総理に挑み、災害対策、生
活保護ｅｔｃ

9784480864666

筑摩書房 「本をつくる」という仕事 稲泉　連 1,600 2017/1 その他 ﾉﾝﾌｨｸｼｮﾝ
校閲がいないと、ミスが出る。つたえるのに書体は
大切。紙がなければ本はできない…。こんなところ
にもプロがいた！

9784480815347

筑摩書房 ドライブイン探訪 橋本　倫史 1,700 2019/1 その他 ﾉﾝﾌｨｸｼｮﾝ
激動の時代に、ドライバー客を迎え続けた店主た
ちの半生。傑作ノンフィクション！ 9784480818508

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・岡
本佳子・中村
優希 編

2,800 2019/3 その他 教育
不確実な時代を生き抜くキャリアを創るには？　人
生の節目で何を大切にし、どう選択してきたかを
熱く語る。

9784130530910

東京大学出版会 職場学習論－仕事の学びを科学する 中原 淳 2,800 2010/11 その他 経営
人は職場で他者とどうかかわり、学び、そして成長
するのか？　「仕事の学び」を向上させたい人の
必読の書。

9784130402507

東京大学出版会 スタートアップ入門 長谷川克也 2,500 2019/4 その他 ビジネス
起業にするためには何が必要なのか？　そして何
を知っていればいいのか？　人気講座・はじめて
の入門書。

9784130421515

日本評論社 AIにできること、できないこと 藤本　浩司　著 2,000 2019/2 その他 ビジネス
現在のAI技術では何ができて何ができないのかを
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

日本評論社 働き方改革の経済学　少子高齢化社会の人事 矢代尚宏 1,700 2017/9 その他 経済
少子高齢化が進む低成長期に対応できるような
構造改革をどこまで進められるかを労働市場の動
きを基に解説。

9784535558878

平凡社 怠惰への讃歌 Ｂ．ラッセル　著 1,300 2009/8 その他 経営
労働生産性が向上して同じだけ働けば過剰生産
と失業が生まれる。ではどうすればいいのか？ 9784582766769

平凡社 ルヴァンとパンとぼく 甲田幹夫 1,800 2019/11 その他 文芸
自然酵母パン屋の草分け「ルヴァン」の哲学。働き
方に悩む人、食を仕事にしたい人必読！ 9784582632255

平凡社 知っておきたい入管法 浅川晃広 860 2019/3 その他 法律
入管法改正で具体的に何が変わる？外国人にま
つわる素朴な疑問に法制度的観点から答える。 9784582859065


