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人文書ベストセレクション
貴店印

2021年11月 人文会
「人文書ベストセレクションNo．108」をお届けします。

テーマは「各社のロングセラー ５点」です。
定番書・今おすすめの本・隠れたロングセラー・・・。
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。
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マルクス思想・批 資本論邦訳のスタンダード。第1部1章から7章までを収
判理論
録。

1 大月書店

資本論①（国民文庫）

カール・マルクス

1,200

9784272802517

2 大月書店

茶色の朝

フランク・パブロフ

1,000

9784272600472

2003/12 海外文学

3 大月書店

マルクス自身の手による資本論入門

ヨハン・モスト/カール・
マルクス

2,200

9784272111145

2009/10

4 大月書店

うつ病を体験した精神科医の処方せん 蟻塚亮二

1,500

9784272360550

2005/9 精神医学

自らのうつ病体験と医師としての豊富な治療経験をもと
に、うつ病のメカニズムと具体的な対処法を解説

5 大月書店

リキッド・モダニティ

ジグムント・バウマン

3,800

9784272430574

2001/6 社会学理論

個人主義化が進む現代社会を「液状化」という概念で論
述する、著者の代表作。

1 紀伊國屋書店

愛するということ

エーリッヒ・フロム

1,300

9784314011778

2020/9 精神分析

読み継がれて60年。「愛」という万人のテーマに正面から
挑む世界的ロングセラー。「愛する技術」とは？

2 紀伊國屋書店

生きるということ 新装版

エーリッヒ・フロム

1,900

9784314011761

2020/9 精神分析

To HaveからTo Beへ。執着から解き放たれ、何にも束縛
されず、変化を恐れない、＜ある＞という生き方とは？

3 紀伊國屋書店

１００の思考実験－あなたはどこまで考
ジュリアン・バジーニ
えられるか

1,800

9784314010917

2012/3

4 紀伊國屋書店

消費社会の神話と構造 新装版

ジャン・ボードリヤール

2,100

9784314011167

2015/9 社会学一般

5 紀伊國屋書店

モラル・ハラスメント

マリー＝フランス・イルゴ
イエンヌ

2,200

9784314008617

1999/12 社会心理

今では言葉として定着した「モラル・ハラスメント」の概念を
日本に最初に紹介した書。対処法も提示。

1

慶應義塾大学出版会

レポート・論文の書き方入門 第4版

河野哲也

1,000

9784766425277

2018/7 文章術

レポート・論文執筆の入門書決定版！ 大学での初年次
教育だけでなく、新社会人教育にもオススメです！

2

慶應義塾大学出版会

迷わず書ける記者式文章術

松林薫

1,400

9784766424966

2018/2 文章術

元日経新聞記者が、大手新聞で標準的に使われている
「書く技術」を分かりやすく解説します！

3

慶應義塾大学出版会

学問のすゝめ

福澤諭吉

1,000

9784766416237

2009/5

4

慶應義塾大学出版会

サイバーセキュリティ入門

羽室英太郎

3,000

9784766425475

5

慶應義塾大学出版会

世界と僕のあいだに

タナハシ・コーツ

2,400

9784766423914

2017/2 海外事情

全米図書賞受賞の大ベストセラー！ アメリカにあって黒
人として生きることを説く、父から子への長い手紙。

1 勁草書房

構造と力

浅田彰

2,200

9784326151288

1983/9 日本の現代思想

構造主義／ポスト構造主義の思想を一貫したパースペク
ティヴのもとに再構成。1980年代を代表する思想書

2 勁草書房

言語哲学大全Ⅰ

飯田隆

2,500

9784326152001

1987/10 分析哲学

フレーゲとラッセルにはじまる現代の言語哲学のエッセン
スをわかりやすく集約した代表的な入門書

3 勁草書房

コウモリであるとはどのようなことか

トマス・ネーゲル

3,000

9784326152223

1989/6 分析哲学

死、性、戦争、意識…人間の生に関わる問いを明晰な表
現と誠実な態度で議論する。

4 勁草書房

ジェンダー秩序 新装版

江原由美子

3,500

9784326654314

5 勁草書房

戦争の論理

加藤陽子

2,200

9784326248353

1 春秋社

それでも人生にイエスと言う

V.E. フランクル

1,700

9784393363607

2 春秋社

中村元の仏教入門

中村元

1,600

9784393135815

3 春秋社

チョンキンマンションのボスは知ってい
小川さやか
る アングラ経済の人類学

2,000

9784393333716

4 春秋社

17歳のための世界と日本の見方 セイ
松岡正剛
ゴオ先生の人間文化講義

1,700

9784393332658

5 春秋社

神道のこころ<新装版>

葉室頼昭

1,600

9784393299319

2013/9 その他の宗教

奈良・春日大社元宮司が語る、その波瀾万丈の半生と、
日本人の本当の生き方に目覚め生きることの大切さ。

1 晶文社

普及版 数の悪魔 算数・数学が楽し
くなる

エンツェンスベルガー

1,800

9784794964540

2000/9 理工

数学嫌い治します！数の世界のはてしない不思議と魅力
をやさしく面白くときあかす、オールカラーの入門書。

2 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

9784794968937

3 晶文社

セルフケアの道具箱 ストレスと上手に
伊藤絵美
つき

1,600

9784794971814

4 晶文社

ポストコロナ期を生きるきみたちへ

内田樹編

1,600

9784794970428

5 晶文社

こわいもの知らずの病理学講義

仲野徹

1,850

9784794969729

2017/9 医学

医学界騒然！大阪大学医学部名物教授による、ボケと
ツッコミで学ぶ病気のしくみとその成り立ち。

1 誠信書房

影響力の武器[第三版] なぜ、人は動
かされるのか

ロバート・Ｂ・チャル
ディーニ著 社会行動研
究会訳

2,700

9784414304220

2014/7 社会心理

世界でロングセラーを続ける消費者のための心理学書、
待望の第三版。

2 誠信書房

ポケットブック 影響力の武器 仕事と
人間関係が変わる２１の心理学

1,300

9784414304275

2020/6 社会心理

影響力の武器シリーズに、持ち運びにも便利なポケット版
が誕生。

ベストセレクション108

ノア・Ｊ・ゴールドスタイン/
スティーブ・Ｊ・マーティン/
ロバート・Ｂ・チャルディー

1 / 3 ページ

1972/3

内容紹介

「茶色のペット以外は飼ってはいけない」という法律ができ
たことで起こる変化を描いた反ファシズムの寓話。

マルクス思想・批 マルクス自身がわかりやすく加筆・改訂したただひとつの
判理論
『資本論』の入門書

哲学（事典・概
論・哲学史）

日本の哲学・思
想（近代）

2018/10 PC

多岐にわたるテーマから選りすぐった、簡単には答えの出
ない哲学・倫理学・論理学の100の難問を考える。
1970年にいち早く「消費社会」という概念を提示し、時代
を拓いた先駆的名著。

日本の将来をになう者たちへ、独立の精神と修身のあり
方を説いた、福澤思想のエッセンスが凝縮された一冊。
スマートフォン、IoT、仮想通貨等も抑えたセキュリティの
最新ガイド！ その基本をイラストQ&Aでやさしく解説。

ジェンダー・フェミ 「ジェンダー」という「精緻な仕掛け」を解明する。ジェン
ニズム
ダーと性支配を生むメカニズムを捉えた名著再び
近代日本における戦争の論理を解明する。戦争を準備し
2005/6 日本史（近代）
正当化する論理を一貫して追求する著者の中軸をなす
論集
『夜と霧』の著者が、その体験と思索を踏まえ、悩める人
1993/12 精神医学
に「人生を肯定する」ことを訴えた感動の講演集。
2021/8

2014/12 仏教
2019/7 文化人類学
2006/12 日本の現代思想

2015/10

哲学（事典・概
論・哲学史）

2020/7 心理一般
2020/11 日本の現代思想

仏教学の泰斗が、仏教をさまざまなユーモアあふれるエ
ピソードを交え、やさしく解説する初心者必読の書。
香港の魔窟と呼ばれる雑居ビル内のアングラ経済下に生
きる、タンザニア人たちに学ぶ不真面目な互助文化。
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。

“考える”行為の本質が見え、難しい問題に対する有効
な解決策が導ける「ロジカルシンキング」の定番書。
ストレスで苦しい、つらい、眠れない……今日から実行で
きる100個のワーク。
10代のきみに向けて、５世代20名の識者が伝える知的刺
激と希望に満ちたメッセージ集。

ご注文

3 誠信書房
4 誠信書房
5 誠信書房

影響力の武器 実践編［第二版］ 「イエ ノア・Ｊ・ゴールドスタイン/
スティーブ・Ｊ・マーティン/
ス！」を引き出す６０の秘訣
ロバート・Ｂ・チャルディー
ロバート・Ｂ・チャルディー
ＰＲＥ－ＳＵＡＳＩＯＮ ―プリ・スエージョン
ニ著 安藤清志監訳 曽根
― 影響力と説得のための革命的瞬間
寛樹訳
スティーブ・Ｊ・マーティン/
影響力の武器 戦略編
ノア・Ｊ・ゴールドスタイン/
小さな工夫が生み出す大きな効果
ロバート・Ｂ・チャルディー

2,200

9784414304251

2019/12 社会心理

豊富な実例が好評の「実践編」が新たなシーンを加えさら
に実用的に!

2,700

9784414304244

2017/12 社会心理

膨大な文献とプロフェッショナルたちの言動から説得に並
外れたパワーをもたらす要素が明らかに

2,200

9784414304237

2016/7 社会心理

2,200

9784791752430

1993/4 科学哲学

仕事や日常での交渉・人間関係において絶大な効果をも
たらす、５３の”小さな工夫”を紹介
免疫学の大家である著者が医学の概念だった免疫の働
きを人間や社会を考える枠組みに広げてみせた画期の
書。
1965年から1974年までの8篇。「夜中に台所で」をはじめ
いつの時代も読まれ続ける永遠の詩篇。

1 青土社

免疫の意味論

2 青土社

夜中に台所でぼくはきみに話しかけた
谷川俊太郎
かった

1,000

9784791750863

1975/9 文芸

3 青土社

唯脳論

養老孟司

1,600

9784791750368

1989/9 科学哲学

4 青土社

ネット・バカ

ニコラス・G・カー著 篠
儀直子訳

2,200

9784791765553

2010/7 現代社会

5 青土社

デザインの自然学 新々・新装版

ジョージ・ドーチ著 多木
浩二訳

3,700

9784791772742

2020/5

1 創元社

新装版 人を動かす

Ｄ・カーネギー著 山口
博訳

1,500

9784422100517

1999/10 心理一般

人づきあいの根本原則を実例豊かに説き起こし、時代を
超えて読み継がれる不朽の名著。

2 創元社

プロカウンセラーの聞く技術

東山紘久

1,400

9784422112572

2000/9 臨床心理

「聞く」ことのプロであるカウンセラーが、「聞き上手」になる
ための極意をわかりやすく説いた1冊。

3 創元社

こころが晴れるノート

大野裕

1,200

9784422112831

2003/3 臨床心理

認知療法を手軽に学びたいと思っている人たちにも役立
つハンディで便利な一冊。

4 創元社

河合隼雄のカウンセリング入門

河合隼雄

1,500

9784422111964

1998/9 臨床心理

カウンセリングのやり方を、実践をとおして直接指導した
貴重な記録。ライブの魅力が満載。

5 創元社

自分でできる対人関係療法

水島広子

1,300

9784422113210

2004/8 臨床心理

対人関係療法を一般の読者が自分で試せるように工夫さ
れた初めての入門書。

1 筑摩書房

思考の整理学

外山滋比古

520

9784480020475

1986/4 その他

自らの体験に則し、独自の思考のエッセンスを明快に開
陳する、恰好の入門書。

2 筑摩書房

現代語訳 論語と算盤

渋沢栄一

820

9784480065353

2010/2

3 筑摩書房

改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん

ロバート・キヨサキ

1,600

9784480864246

4 筑摩書房

現代語訳 学問のすすめ

福澤諭吉

820

9784480064707

2009/2

5 筑摩書房

レポートの組み立て方

木下是雄

780

9784480081216

1994/2 その他

正しいレポートを作るにはどうすべきか。豊富な具体例を
もとに、そのノウハウをわかりやすく説く。

多田富雄

デザイン・建築・
自然科学

日本の哲学・思
想（近代）

2013/11 その他
日本の哲学・思
想（近代）

解剖学者である著者が、脳について医学的・科学的見地
から論ずる哲学書。高名な著者の出発点的著作。
脳科学、心理学の知見を横断し「ネットが脳を変える」とい
う言説を10年前に打ち出す、今でも古びない斬新な警
笛。
生命あるものが、何故美しく存在するのか。その疑問を黄
金比率で解明するデザインを学ぶ人びとのマスト書。

日本実業界の父が、生涯を通じて貫いた経営哲学とはな
にか
お金と人生について一度は読んでおきたい本
世のために動くことで自分自身も充実する生き方を示し、
激動の明治時代を導いた大ベストセラー

1 東京大学出版会 知の技法

小林康夫/船曳建夫編

1,500

9784130033053

1994/4 人文一般

東大文系１年生の必修科目として開設された「基礎演習」
のテキスト。累計46万部。

2 東京大学出版会 論理学

野矢茂樹

2,600

9784130120531

1994/2 論理学

現代論理学という知の風景へ誘う、文科のための入門
書。累計6万部。

3 東京大学出版会 心理学 第5版補訂版

鹿取廣人/杉本敏夫/
鳥居修晃/河内十郎編

2,400

9784130121170

2020/3 心理一般

心理学の全体像を見通し、体系立てて学べる定番テキス
ト。累計20万部。

4 東京大学出版会 教養としての認知科学

鈴木宏昭

2,700

9784130121101

2016/1 認知心理

認知科学が描き出す、知られざる“知性"の姿。青学・東
大での人気講義を書籍化。

5 東京大学出版会 社会学 第2版

奥井智之

1,900

9784130520256

2014/3 社会学一般

社会学のスピリットとは何か。平明な記述で公務員試験等
にも最適。楽しさをつめこんだコンパクトな入門書。

1 日本評論社

勉強するのは何のため？

苫野一徳

1,400

9784535563292

2013/8 教育学・教育論

なんで勉強なんかしなきゃいけないの？ この問いを切実
に抱いているすべての子どもと大人のための本。

2 日本評論社

「助けて」が言えない ＳＯＳを出さない
松本俊彦編
人

1,600

9784535563797

2019/7 臨床心理

「困っていません」と言われた時、あなたならどうします
か？ 多様な当事者の心理をどう理解し関わるか。

3 日本評論社

去られるためにそこにいる

田中茂樹

1,700

9784535563919

2020/6 発達心理

子どもの「問題」には、必ず大切な意味がある。いつしか
巣立っていく子どもに、親ができること。

4 日本評論社

「死にたい」に現場で向き合う

松本俊彦編

1,400

9784535564039

2021/2 社会心理

「死にたい」「助けて」その必死の告白をどう受け止め、支
援するか。自殺対策にかかわるすべての支援者へ。

5 日本評論社

［新版］14歳からの精神医学

宮田雄吾

1,400

9784535984974

2021/1 精神医学

心の病気って、どんな症状があるの？ どんな治療をする
の？ 新章を加えた10年ぶりの待望の新版！

1 白水社

哲学者とオオカミ

マーク・ローランズ

2,400

9784560080566

2010/4

哲学（事典・概
論・哲学史）

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。

2 白水社

エセー １

ミシェル・ド・モンテー
ニュ

2,300

9784560025741

2005/10

哲学（事典・概
論・哲学史）

3 白水社

クリスマスの文化史

若林ひとみ

2,200

9784560081044

2010/11 世界文化史

4 白水社

パンセ

パスカル

2,800

9784560018866

1990/11

哲学（事典・概
論・哲学史）

これまでのモンテーニュのイメージを一新する、平易かつ
明晰な訳文。
意外と知られていないクリスマスの歴史を本場ドイツを中
心に紹介し、さらにはカードやお菓子の知識、貴重で楽し
い図版も満載。
時代を越えて多くの人びとに読みつがれてきた、鮮烈な
人間探究の書。

5 白水社

思想としての翻訳

三ッ木道夫

3,400

9784560024775

2008/12

哲学（事典・概
論・哲学史）

翻訳とは何かを考える上で必須の、翻訳関係者待望の翻
訳論集。

1 平凡社

昭和史１９２６－１９４５

半藤一利

900

9784582766714

2009/6 日本史（近代）

授業形式の語り下ろしでわかりやすい通史。過ちを繰り返
さない日本へ、今こそ読み直すべき一冊。

2 平凡社

逝きし世の面影

渡辺京二

1,900

9784582765526

2005/9 日本史（近世）

幕末から明治の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した超大作。

3 平凡社

日本奥地紀行

イザベラ・バード

1,500

9784582763294

2000/2 日本史（近代）

日本の真の姿を求めて奥地を旅した英国女性の克明な
記録。明治初期の日本を紹介した旅行記の名作。

4 平凡社

増補 無縁・公界・楽

網野善彦

1,165

9784582761504

1996/6

5 平凡社

オリエンタリズム

エドワード・Ｗ．サイード

1,553

9784582760118

1993/6 世界史(アジア）

ヨーロッパのオリエントに対する思考様式と支配様式を、
厳しく批判した問題提起の書。

1 法政大学出版局 ヒロシマ 増補版 新装版

J.ハーシー

1,500

9784588316302

2014/5 日本史（現代）

「ヒロシを暴いた男」ピューリッツァ賞作家ハーシーによる
史上初の原爆被害記録。

2 法政大学出版局 自己暗示 〈新装版〉

C.H.ブルックス

1,900

9784588182143

2010/1 心理一般

フランスの薬剤師エミール・クーエが開発し、ブルックスが
祖述した誘導自己暗示法のバイブル。

3 法政大学出版局 エロスと精気 新装版 性愛術指南

J.N.パウエル

2,000

9784588162053

2003/2 心理一般

西欧人の性意識を，宮廷愛現象，タオイズム，インド哲学
に学んで現代人の性愛のかたちを問い直す。
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日本史（概論・通 近代から古代まで遡り、多様な領域に人間の本源的自由
史・史料）
に淵源する無縁の原理の展開をよみとる。

4 法政大学出版局 危険社会 新しい近代への道

U.ベック

5,000

9784588006098

1998/10 社会学一般

チェルノブイリ原発事故，ダイオキシン…，致命的な環境
破壊を増殖させる社会のメカニズムを分析。

5 法政大学出版局 新版 古文書学入門

佐藤進一

3,300

9784588320118

2003/3 歴史一般

古文書学界の研究の発展による新たな問題を検討し，さ
らにて自らの見解を示す佐藤古文書学の決定版。

1 みすず書房

夜と霧 新版

Ｖ．Ｅ．フランクル著 池
田香代子訳

1,500

9784622039709

2002/11 臨床心理

人間の偉大と悲惨をあますところなく描いた本書は、世界
的なロングセラーです。

2 みすず書房

生きがいについて

神谷美恵子

1,600

9784622081814

2004/10 臨床心理

神谷美恵子はつねに苦しむひと、悲しむひとのそばにあ
ろうとした。本書は、まさに生きた思想の結晶である。

3 みすず書房

習得への情熱―チェスから武術へ―

ジョッシュ・ウェイツキン

3,000

9784622079224

2015/8 その他

優れた競技者になるための内的技法は驚くほど共通して
いる。その習得の技法とは。

4 みすず書房

子どもたちの階級闘争

ブレイディみかこ

2,400

9784622086031

2017/4 現代社会

2017年第16回新潮ドキュメント賞受賞。保育の現場から
格差と分断の情景をに描き出す。

5 みすず書房

ピダハン 「言語本能」を超える文化と
世界

ダニエル・Ｌ・エヴェレッ
ト

3,400

9784622076537

2012/3 文化人類学

驚きあり笑いありで読み進むうち、私たち自身に巣食う西
欧的な普遍幻想が根底から崩れはじめる。

1 ミネルヴァ書房

つきあい方の科学 バクテリアから国際 Ｒ. アクセルロッド著 松
関係
田裕之訳

2,600

9784623029235

1998/5 社会学一般

「協調か裏切りか」というジレンマ状況を、ゲーム理論でと
りいれた進化生物学の視点から解く。

2 ミネルヴァ書房

キラリと、おしゃれ

津端英子/津端修一

1,000

9784623049127

2007/7 その他

映画「人生フルーツ」でも話題。津端夫妻のこころゆたか
な生き方とは。

3 ミネルヴァ書房

よくわかる文化人類学［第２版］

綾部恒雄/桑山敬己編

2,500

9784623056965

2010/2 文化人類学

文化人類学の主要なテーマをやさしいことばで解説し、
その面白さと奥深さの両方を伝える。

4 ミネルヴァ書房

よくわかる臨床心理学［改訂新版］

下山晴彦編

3,000

9784623054350

2009/9 臨床心理

旧版の部・章の構成を組み立て直し、より充実した内容に
なった臨床心理学の定番テキスト。

5 ミネルヴァ書房

教養のための西洋史入門

中井義明/佐藤專次/渋
谷聡/加藤克夫/小澤卓
也

2,500

9784623049097

2007/5

世界史(ヨーロッ
パ）

1 吉川弘文館

概論 日本歴史

佐々木潤之介他編

1,900

9784642077101

2000/5

日本史（概論・通 古代から現代まで歴史の流れを把握できるように編集し
史・史料）
た、日本史を学ぼうとする人びとに送る最良の入門書。

2 吉川弘文館

日本料理の歴史

熊倉功夫

1,700

9784642056458

2007/12

3 吉川弘文館

大飢饉、室町社会を襲う！

清水克行

1,700

9784642056588

2008/7 日本史（中世）

慢性的な飢餓に直面し生と死の狭間で生きていた室町
人。現代にも通じる飢餓と飽食の残酷な構造をえぐる。

4 吉川弘文館

南朝の真実 忠臣という幻想

亀田俊和

1,700

9784642057783

2014/6 日本史（中世）

皇統が二つにわかれた南北朝時代の、皇位や政策をめ
ぐって頻発した内乱と複雑に絡みあう人物相関を詳述。

5 吉川弘文館

日本史を学ぶための 古文書・古記録
訓読法

日本史史料研究会監
修 苅米一志著

1,700

9784642082730

2015/3
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西洋史をこれから学ぶ人、教養を身につけたい人に平易
に解説する。

日本史（概論・通 平安貴族の宴会から庶民の食卓、精進料理、本膳料理、
史・史料）
懐石、京料理、菓子と茶の湯までをわかりやすく描く。

日本史（概論・通 変体漢文を訓読するための、はじめてのガイドブック。豊
史・史料）
富な文例に訓読と現代語訳を配置。演習問題も付す。

