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2022年6月　人文会

 「人文書ベストセレクションNo．109」をお届けします。

テーマは「コミュニティ、コミュニケーション」です。

コロナ禍のもと、対面でのやり取りが難しくなりました。

オンライン会議が広く普及し、便利になった反面その負の側面も見えてきました。

また、コミュニティのあり方も変わってきそうです。

出版社名 書名 著者名 本体価格 ISBNコード 発行年月 ジャンル 内容紹介 ご注文

法政大学出版局
儀礼としての相互行為　新訳版　新装
版

アーヴィング・ゴッフマン 3,800 9784588099519 2012/6 社会学一般
人と人との対面的状況における行為のパターンを分析・体系化し、相
互行為の場における儀礼的要素を抽出し社会的機能を究明する。

みすず書房
子どもたちの階級闘争　ブロークン・ブ
リテ

ブレイディみかこ 2,400 9784622086031 2017/4 社会学一般
「わたしの政治への関心は、ぜんぶ託児所からはじまった。」、保育の
現場から格差と分断の情景を描き出す。

みすず書房 サードプレイス レオ・オルデンバーグ 4,200 9784622077800 2013/10 社会学一般
「とびきり居心地よい場所」に親しみ観察してきた実感と、「コミュニティ
の問題は住民の力で解決できる」という市民魂がみなぎる。

慶應義塾大学出版会 分断と対話の社会学 塩原 良和 2,500 9784766424232 2017/4 社会学一般
効率化し分断され、常に自己革新を迫られる高度資本主義社会。一
人一人が生きていくのに必要な「批判的想像力」を養うための入門書。

平凡社 リスクコミュニケーション 福田　充 940 9784582859966 2022/1 社会学一般
かつてない分断が広がる世界を生き抜くために、私たちは何をすべき
か？　危機を乗り越える新しい「リスクコミュニケーション」論.

晶文社 コミュニティ・アーカイブをつくろう！
佐藤知久・甲斐賢治・
北野央著

1,850 9784794968746 2018/1 社会学一般
地域をみんなの手で活性化する、あたらしい映像記録の方法論。市民
の市民による市民のための、草の根型アーカイブ入門！

ミネルヴァ書房 個人化の社会学
 ウルリッヒ・ベック /エ
リーザベト・ベック＝ゲ
ルンスハイム 著

6,000 9784623092871 2022/2 社会学理論 個人化概念について構造的・制度論的議論を展開し論争も巻き起こし
たまさに古典といえる一書

慶應義塾大学出版会
コミュニケーション場のメカニズムデザ
イン

谷口忠大ほか 2,700 9784766427738 2021/10 社会学理論
ビブリオバトル、ディベート、演劇ワークショップ、発話権取引の実践か
ら「コミュニケーション場」のメカニズムを解明する。

勁草書房 ヒューマンサービスとコミュニティ
秋山美紀・宮垣　元編
著

2,500 9784326603473 2022/2 福祉
人口減少時代の課題解決に向けて、様々な「ヒューマンサービス」に共
通するコミュニティ型課題解決アプローチの考え方と実践を一望。

みすず書房
手話を生きる　少数言語が多数派日
本語と出

斎藤道雄 2,600 9784622079743 2016/2 福祉
「手話を生きる」子どもたちのことばをとおして、過去から未来へ現在進
行形で変わりつつある手話の世界を描く。

慶應義塾大学出版会 コミュニケーション研究　第５版 大石 裕 2,700 9784766428100 2022/4 メディア論
コミュニケーションが社会の中で果たす役割、SNS等の新たなメディア
の社会的影響などを体系的に整理し、わかりやすく解説。

筑摩書房 メディアの文明史 ハロルド・A・イニス 1,500 9784480510846 2021/11 メディア論
ダイナミックな文明史観とともに、今日的なメディア産業批判にも通じる
議論を提示したメディア論の必読古典

ミネルヴァ書房 情報コミュニケーション学への招待
明治大学情報コミュニ
ケーション学部 編

2,600 9784623093748 2022/3 メディア論
情報とコミュニケーションという現代を読み解くためのキーワードから、
社会、文化、世界についてやさしく解説する入門書

慶應義塾大学出版会
５人目の旅人たち－「水曜どうでしょう」
と

広田 すみれ 1,600 9784766426243 2019/10 メディア論
ＨＴＢ「水曜どうでしょう」が、多くのファンにとって“人生になくてはなら
ないコンテンツ”にまでなった理由を明らかに！

東京大学出版会
コミュニケーション資本主義と〈コモン〉
の探求

伊藤 守 編 5,000 9784130501989 2019/9 メディア論
コミュニケーション資本主義が全面展開した制御＝管理型社会におい
て、私たちの〈生〉のあり方の実相を浮かび上がらせる。

勁草書房 モバイルメディア時代の働き方 松下慶太 2,700 9784326550821 2019/7 現代社会
テレワークに、ワーケーション、コワーキングスペース。「働く」を取り巻く
環境が絶えず刷新される時代に、私たちはどう働くのか？

青土社 「コミュ障」の社会学 貴戸理恵 1,800 9784791770625 2018/5 現代社会
学校や職場を支配する「コミュニケーション至上主義」の背景を明らか
にする、生きづらさを抱えたみんなのための社会学。

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 9784560096956 2019/5 現代社会
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

平凡社 「友だちいない」は“恥ずかしい”のか 武長脩行 720 9784582856330 2012/3 現代社会
生きるとき人は一人である。本当の人の絆、つながりは、一人ひとりが
自立し、孤独力の高い個人になったときに生まれるものである。

青土社 働く人のための感情資本論 山田陽子 2,200 9784791772230 2019/11 現代社会
職場のコミュニケーションや人間関係が重視される中、私たちは感情と
いう資本をどう扱っていけばいいのか。感情と社会の渦を考える。

筑摩書房 コミュニティと都市の未来 吉原　直樹 880 9784480072597 2019/10 現代社会
多様性を認める寛容な精神に満ちた作法が、既存のコミュニティをも変
えていく可能性を探る、碩学による最新社会評論。

白水社 日本の夜の公共圏 スナック研究会 1,900 9784560095478 2017/6 現代社会
スナックという「夜の公共圏」・「やわらかい公共圏」の存在から日本社
会の「郊外/共同体」と「社交」のあり方を逆照射する

平凡社 科学はなぜ誤解されるのか 垂水雄二 760 9784582857344 2014/5 現代社会
科学は難しい。なぜか？科学の拠って立つ論理と、人間の理解の仕
方、言葉による伝達を見ながら、難しさの理由を明らかにしていく。

法政大学出版局 我々みんなが科学の専門家なのか？ ハリー・コリンズ 2,800 9784588010552 2017/4 現代社会
原発、気候変動、ワクチン接種など、特に日常生活に関わる論争での
事例とともに、「専門知」の適切な捉え方を提言する。

ミネルヴァ書房 よくわかる観光コミュニケーション論
須藤　廣 /遠藤英樹/
高岡文章/松本健太郎
編著

2,800 9784623091874 2022/3 現代社会 観光学の基礎概念に加え、「バーチャル観光」「インスタ映えスポット」
等、最新の研究対象をも網羅した入門書

慶應義塾大学出版会
スポーツのちから－地域をかえるソー
シャル

松橋 崇史ほか 2,400 9784766423723 2016/10 現代社会
スポーツで人と人がつながれば、大きな「ちから」が生まれる。全国各地
の成功事例から豊かなまちをつくるための考え方と方法を示す！

筑摩書房 コミュニティ　安全と自由の戦場 ジグムント　バウマン 1,100 9784480098252 2017/12 現代社会
グローバル化し個別化する世界のなかで、コミュニティはいかなる様相
を呈しているか。安全をとるか、自由をとるか。代表的社会学者が根源
から問う。

白水社 フランス語っぽい日々
じゃんぽ～る西、カリン
西村

1,800 9784560088814 2020/9 現代社会
日本人の夫は漫画家、フランス人の妻はジャーナリスト。日仏夫婦が漫
画とコラムでつづる、異文化・外国語学習・子育ての悲喜こもごも

法政大学出版局
対抗言論　反ヘイトのための交差路　1
号

杉田 俊介 1,800 9784588616112 2019/12 現代社会
外国人差別、歴史の改竄、性差別や障害者・非正規労働者差別など、
私たちの社会を取り巻くヘイトの体制を克服する。

ミネルヴァ書房 インターネットというリアル 岡嶋　裕史 著 2,500 9784623091768 2021/5 現代社会
音響カプラに始まりＳＮＳ全盛期に至るまでのインターネットについて、
ポストモダンをキーワードに解説する

紀伊國屋書店
ＬＩＦＥ　３．０　　人工知能時代に人間
であるということ

マックス・テグマーク 2,700 9784314011716 2020/1 現代社会
超知能AIが出現したら何が起こるか―労働、法律、軍事から、生命と宇
宙、機械の意識まで多岐にわたる未来を論じたベストセラー。

勁草書房
孤立不安社会　つながりの格差、承認
の追求

石田光規 2,800 9784326654185 2018/12 現代社会
人とつながっていても不安がなくならない。つながる機会の多さと裏腹
に増してゆく不安。現代社会の孤立問題を多角的に読み解く。

白水社 私がホームレスだったころ 李玟萱 2,300 9784560097939 2021/6 現代社会
ホームレスを「明日は我が身」と多くの人が身近に感じる今こそ、ホーム
レスへの理解と支援について考え実践していく必要がある。

貴店印
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法政大学出版局 対抗言論　反ヘイトのための交差路　2号 杉田 俊介 2,500 9784588616129 2021/2 現代社会
新型コロナで幕を開けた2020年代。社会の分断や貧困拡大を助長す
る新自由主義や性差別・民族差別などの複合差別を問う。

青土社
その島のひとたちは、ひとの話をきか
ない

森川すいめい 1,400 9784791769315 2016/7 現代社会
ホームレス支援やボランティア活動を行う精神科医が国内の５ヶ所の
「自殺希少地域」を歩き、生きやすさのヒントを探す。

白水社 異文化間教育
マルティーヌ・アブダラ
゠プレッツェイユ

1,200 9784560510438 2021/4 現代社会
複数のエスニック・グループが共存する多言語・多文化の文脈の中、
教育がどのような役割を果たすのかを規定し分析し再定義を試みる

平凡社 コミュニティを再考する
伊豫谷登士翁 齋藤純
一 吉原直樹

760 9784582856897 2013/6 現代社会
政治思想、経済学、社会学の分野から、近代が抱える課題を浮き彫り
にするコミュニティの現状を読み解く。

法政大学出版局 ヴェール論争　リベラリズムの試練 クリスチャン・ヨプケ 3,000 9784588603402 2015/6 現代社会
増えるヨーロッパとイスラムの政治的・社会的軋轢。英独仏3か国の移
民政策や現在の課題を示し、リベラリズムの今後を考察する。

白水社 国際文化交流を実践する 国際交流基金 2,100 9784560097977 2020/11 現代社会
国際文化交流とは何か、世界各地で文化と交流がいかに結び付けら
れているか、といった大きな問題を一人ひとりの等身大の視点から描く

紀伊國屋書店
10代のうちに知っておきたい折れない
心の作り方

水島広子 1,200 9784314011181 2014/7 心理一般
自信を持てるものがない/LINEがストレスなのにやめられない/親の干
渉がうるさい…10代の心のモヤモヤに精神科医が答える。

春秋社 自信を育てる心理学 「自己評価」入門
N. ブランデン著／手塚
郁恵訳

1,800 9784393366400 2013/5 心理一般
｢自分｣がどんどん好きになる！ 豊かな人間関係、創造的・精神的な人
生を生きたい人のための28のエクササイズ。

晶文社 声をかける 高石宏輔著 1,700 9784794969699 2017/7 心理一般
人と分かりあうということはどういうことなのか。ナンパを通して辿りつい
たコミュニケーションの小さな萌芽。

紀伊國屋書店 自信をもてない人のための心理学 フレデリック・ファンジェ 2,200 9784314011228 2014/9 心理一般
人生を難しくしている〈思い込み〉から自由に。簡単な心のトレーニング
で悪循環から抜け出す方法をやさしく説く仏のロングセラー。

春秋社
あなたは、なぜ、つながれないのか　ラ
ポールと身体知

高石 宏輔著 1,600 9784393365373 2015/5 心理一般
ナンパ、催眠、カウンセリングの技術から、他者を通して自分を見出す
方法とは。

日本評論社
オープンダイアローグがひらく精神医
療

斎藤環 著 2,000  9784535984653 2019/7 心理一般
「開かれた対話」を通じて精神疾患にアプローチする。この画期的な手
法であり思想を、日本に導入すべく奔走する著者の最新論集。

日本評論社 オープンダイアローグ
ヤーコ・セイックラ トム・
エーリク・アーンキル 著
高木俊介 岡田愛 訳

2,200 9784535984219 2016/3 心理一般
フィンランド発、急性期精神病に24時間以内にチームで介入し、対話
中心で治療する実例とシステムを紹介した基本的テキストの決定版！

春秋社
〈つながる〉技術　未来のためのソー
シャル・コミュニケーションガイド

J. リス著／国永 史子訳 1,700 9784393366318 2010/10 心理一般
新しい働き方・暮らし方をさがしはじめた人たちにおくる、持続可能な
関係ナビ。

勁草書房 政治家のレトリック
木下　健・オフェル・フェ
ルドマン

3,200 9784326351855 2022/4 認知心理
政治家が有権者を惹きつけるために用いるテクニックとは。話術だけで
なく笑顔やしかめっ面にどのような意図が隠されているかを探る。

勁草書房 コミュニケーションの起源を探る
マイケル・トマセロ著 松
井　智子・岩田　彩志訳

3,500 9784326199631 2013/11 認知心理
人間のコミュニケーションは指さしと物まねからはじまった。人間の子ど
もと大型類人猿の比較から明らかになるその進化的起源。

日本評論社 いやな気持ちは大事な気持ち
大河原美以 作 山本実
玖 絵

1,900  9784535563940 2021/3 発達心理
怒りをコントロールできない子、よい子なのにいじめをしてしまう子ーー
そんな子どもたちを救うための心理教育絵本。

日本評論社
去られるためにそこにいる　子育てに
悩む親との心理臨床

田中茂樹 著 1,700  9784535563919 2020/6 教育心理
子どもの「問題」には必ず大切な意味がある。カウンセリングの事例から
見えてくる親の役割や子どもへの接し方をやさしく伝える。

春秋社
悩みを聴く技術　〈ディープ・リスニン
グ〉入門

J. リス著／国永 史子訳 1,700 9784393366271 2009/1 臨床心理
聞いてくれてありがとうと言われる聴き方をセラピストが伝授。元気のな
い家族、友達の「力になりたい」すべての人に役立つ一冊。

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、実例をふくめてわかりやすく説いた1冊。

創元社 プロカウンセラーの共感の技術 杉原保史 1,400 9784422115801 2015/1 臨床心理
愚痴の聴き方、ネガティヴな感情との関わり方、対立する相手への共
感のしかた等、プロカウンセラーならではの共感の技の数々を紹介。

春秋社 「間合い」とは何か　二人称的身体論
諏訪 正樹編著／伝 康
晴著／坂井田 瑠衣著
／高梨 克也著

2,200 9784393373316 2020/2 臨床心理
野球、サッカーから、何気ない会話まで。変化する状況のなかで、主観
と客観の壁を乗りこえ、「人間らしさ」に迫る知能研究の最先端。

創元社 勇気づけの方法 野田俊作 1,400 9784422116341 2017/2 臨床心理
ほめる、励ますより効果的な「勇気づけ」のコツや、子どもの個性を伸ば
す方法など、いろいろな場面で役立つ対人関係の秘訣を語る。

ミネルヴァ書房 よくわかるコミュニティ心理学　第３版
植村勝彦 /高畠克子/
箕口雅博/原　裕視/久
田　満 編

2,500 9784623080915 2017/10 臨床心理
多様な分野における問題を研究と実践の対象とするコミュニティ心理
学の考え方やアプローチの仕方の初歩を学ぶためのテキスト最新版。

みすず書房 悩む力　べてるの家の人びと 斉藤道雄 2,000 9784622039716 2002/4 精神医学
精神障害を抱える人たちがみずから共同住居と作業所をいとなんで、
長い年月が過ぎた。地域社会と新しい道をさぐる姿に共感が集まる。

平凡社
コロナ不安に向き合う　精神科医から
のアド

藤本　修 840 9784582859546 2020/9 精神医学
新型ウイルスによって、人々に強い不安やストレスが生まれている。精
神科医としてこれらを分析し、症例に合わせた対処法を伝授する。

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 9784314011174 2014/4 社会心理
米国の政治的分断状況の根にある人間の道徳心を、進化理論や哲
学、人類学などの知見から多角的に検証、解説する全米ベストセ
ラー。

誠信書房
情報発信者（メッセンジャー）の武器
なぜ、人は引き寄せられるのか

S・マーティン 著
Ｊ・マークス 著
安藤　清志 監訳

2,500 9784414304282 2022/3 社会心理 人に影響し動かす存在情報発信者(メッセンジャー)。その力を分析。

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

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

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。

大月書店 傷を愛せるか 宮地尚子 2,000 9784272420124 2010/1 社会心理
傷がそこにあることを認め、受け入れ、傷のまわりをそっとなぞる。トラウ
マと向き合う精神科医のエッセイ集。

晶文社 心を読み解く技術－ＮＬＰパート理論 原田幸治著 2,300 9784794969316 2016/8 社会心理
さまざまな気持ちや行動が起きる「仕組み」を考えるNLPの理論が、手
に負えない感情、厄介なコミュニケーションを解きほぐす。

誠信書房
影響力の武器　実践編［第二版］ 「イ
エス！」を引き出す６０の秘訣

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

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!

創元社
ひと目でわかる　マネジメントのしくみと
はたらき図鑑

野田稔日本語版監修
／千葉喜久枝訳

3,000 9784422101217 2022/2 社会心理
組織内でも個人のワークライフでも活用できるマネジメントの基礎を、古
典から最新の理論までイラストでわかりやすく解説する。

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。

誠信書房
ＰＲＥ－ＳＵＡＳＩＯＮ　―プリ・スエー
ジョン― 影響力と説得のための革命
的瞬間

ロバート・Ｂ・チャル
ディーニ著 安藤清志監
訳 曽根寛樹訳

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

吉川弘文館 戦国のコミュニケーション　新装版 山田邦明 2,300 9784642083744 2020/1 日本史（中世）
武将たちはいかにして遠隔地まで自らの意思や情報を伝えようとした
のか。乱世を駆け抜けた驚異の情報戦略。待望の新装復刊。

吉川弘文館
戦乱の中の情報伝達　使者がつなぐ
中世京都

酒井紀美 1,800 9784642057721 2014/2 日本史（中世）
備中国新見庄と東寺の間では頻繁に文書での情報交換が行われた。
担い手である使者たちの活動を追い、在地の人々の思想と行動を分
析。

吉川弘文館
中世のうわさ　新装版　情報伝達のしく
み

酒井紀美 2,600 9784642083782 2020/3 日本史（中世）
中世において「うわさ」は重要な情報伝達手段だった。「うわさ」を丁寧
に分析し、新たな中世情報論に挑んだ意欲作を復刊。

吉川弘文館
海辺を行き交うお触れ書き　浦触の語
る徳川情報網

水本邦彦 1,800 9784642058865 2019/8 日本史（近世）
江戸時代、国や藩の境を越えて届く、海運・海難に関するお触れ書き
「浦触」。幕府の情報ネットワークと全国支配の実態に迫る。

吉川弘文館
「自由の国」の報道統制　大戦下の日
系ジャーナリズム

水野剛也 1,700 9784642057813 2014/7 日本史（現代）
第二次大戦下、アメリカは「敵性外国人」である日系人の新聞をいかに
統制・利用したのか。〝戦争〟と〝言論・報道の自由〟を考える。

東京大学出版会 見知らぬものと出会う 木村大治 2,800 9784130131520 2018/9 文化人類学
「未知との遭遇」の多様な思考実験の蓄積があるSF作品を渉猟し、コ
ミュニケーションの成立条件を考察する。

紀伊國屋書店
ぼくはテクノロジーを使わずに生きるこ
とにした

マーク・ボイル 1,900 9784314011877 2021/11
哲学（事典・概
論・哲学史）

携帯電話、パソコン、テレビ、電動工具、時計、ガスコンロ、蛇口の水も
一切ない暮らしが始まった。究極の生活から見えてきたのは―。
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筑摩書房
わかりやすいはわかりにくい？－臨床
哲学講

鷲田　清一 740 9784480065391 2010/3
現象学・実存
主義

人はなぜわかりやすい論理に流され、思い通りにゆかず苛立つのか―
―常識とは異なる角度から哲学的に物事を見る方法をレッスンし、自ら
の言葉で考える力を養う。

大月書店 「あいだ」の思想 高橋源一郎　辻信一 1,600 9784272431052 2021/6
日本の現代思
想

他者とのあいだ、国と国のあいだ、生と死のあいだ…広がる連想と対話
を通じて、危機の時代を生きぬくための立地点をさぐる。

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 9784272430963 2014/2
日本の現代思
想

「弱者」は社会にとって不必要な害毒なのだろうか。「弱さ」に向き合
い、語り合う対談。

大月書店
いのちと責任－対談　高史明・高橋哲
哉

高史明　高橋哲哉 2,000 9784272430895 2012/2
日本の現代思
想

在日朝鮮人と日本人、仏教と西洋哲学−。自らを深くえぐりながら現実
の問題に真摯に向き合うふたりの、鋭く、そしてあたたかい対話。

晶文社
よかれと思ってやったのに　男たちの
「失敗

清田隆之（桃山商事）
著

1,400 9784794970954 2019/7
文学・芸術批
評/理論

ジェンダー観のアップデートが求められる現代を生きるすべての人たち
に贈る、より良い関係を築くための“心の身だしなみ”読本！

青土社 なぜ私たちは友だちをつくるのか ロビン・ダンバー 2,800 9784791774272 2021/12 その他
ダンバー数（友だちの上限は150人）を提唱した著者が、なぜ「友だち」
は重要なのかを、さまざまな分野の知見をもとに考察する。

晶文社 AIが会話できないのはなぜか 西田豊明著 2,300 9784794972972 2022/2 その他
人同士の会話をよりスムーズに行うためのAIのサポート技術について、
現時点での到達点と今後の可能性を明らかにする。

青土社 コーチングの哲学 佐良土茂樹 2,400 9784791773725 2021/4 その他
コーチングに求められる思慮や人柄とは。古代の哲学者と現代の名将
を横断し理想のコーチ像を考える。マネジメントにも参考になる一冊。

創元社 カーネギー話し方入門　文庫版
Ｄ・カーネギー著／市
野安雄訳

650 9784422101095 2016/1 その他
人の心をつかむ話し方には理由があった。人前で上手に話せない人
でも、正しい方法を学び、意欲を持って取り組めば、必ずできる。

日本評論社
コミュニケーション力が上がる！ 伝わ
る声のつくり方

あらたに葉子 著 1,400 9784535586963 2016/7 その他
長年のボイストレーナーの経験を活かして、声の出し方、身体のつくり
方の両面からコミュニケーション力のアップを目指す。
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