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書 物 復 権によせて
岩川ありさ

（いわかわ・ありさ）1980 年兵庫県生まれ。東京大学大学院総合文化研究科言語情報科学専攻博士課程
修了。博士（学術）。現在、早稲田大学文学学術院准教授。専攻は、現代日本文学、クィア・スタディー
ズ、フェミニズム、トラウマ研究。大江健三郎や多和田葉子らの作品を中心に、傷ついた経験をいかに語
るのか、社会や言語、歴史との関わりにおいて研究している。著書に『物語とトラウマ──クィア・フェミ
ニズム批評の可能性』（青土社、2022 年）。

ある人にとって本を読むことは生きのびるための手がかりになる。本のなかに広がる
世界には、かつて他者によって書かれた言葉があふれている。本は記憶を伝えるための
時間輸送装置だ。あなたは何を見て、何を感じ、何を考え、何を伝えるために、この本
を書いたのだろう。あなたが生きた時代や世界にはどんな景色が広がっていたのだろう。
書物が復刊されるということは、過去と現在とのあいだに改めて関係性を結ぶことにほ
かならない。「いま、ここ」と、あなたがいる時間や空間に回路がつくられる。すると、
この生きづらい時代を照らすような言葉が生まれる。
しかし、書物のバトンは、伝えなければ、伝わらない。ひとつの世代、ひとつの集団
で、独占してはいけないのが「知」だ。思わぬ出会い、思わぬ混淆、思わぬ変容、思わ
ぬ意味の発生、それらをためらわなくてもよいのではないか。あまりにも、嘘と虚像で
世界が塗り込められて、自分たちに刻まれた傷や痛みにすら気がつけない。ものわかり
のよい言葉、共感するための言葉がゆきかい、怒りや悲しみをとじこめることが求めら
れる。そのうちに、自分自身の言葉は枯れ果てて、スローガンのように自動化した言葉
を用いてしまう。戦時下の戦意高揚、ヘイト・クライム、ヘイト・スピーチなど、言葉
の硬直がもたらしたのは、こわばった全体主義と差別と殺害だ。
誰の言葉が伝えられて、誰の言葉が伝えられないできたのか。尊厳を奪われてきた人
びとが語るための言葉はすくない。しかし、たしかに、伝えようとした人びとがいて、
書物をとおして、言葉は届く。百年前の言葉、千年前の言葉が、今を生きる私たちの困
難をあらわしていて、驚くことがある。あなたも困難な時代を生きたのかという発見が
ある。読み解かれるまでの長い時間を本は待っている。その手触り、その存在が、私の
現在の困難とむきあうための手立てをくれる。
書物復権。この言葉は本を未来に伝える営みを指すのではないか。書物は音を立てて
消え去るのではない。ひっそりと書店から姿を消し、出版社の倉庫からも姿を消してゆ
く。私は、すぐに何でも擬人化してしまうので、書物が去る姿を思い浮かべる。消えた
いと思って消える書物もあるかもしれない。でも、ほとんどの書物はそう望んでいない
のではないか。だから、もう一度、戻ってきてくれたことを喜びたい。出版や書店のあ
り方は大きく変わっている。どう本を届けるのか。たやさぬバトンの届く先に私たちの
生をつなぐ可能性はある。
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◉ご案内
毎年恒例の〈書物復権〉共同復刊、2023 年は第 27 回を数えます。復刊の候補にあがっ

たのは 140 点 142 冊と、充実したリストをそろえることができました。参加各社がそれぞ
れの出版の歴史のなかで、この後も読者に届けたいと考えている各分野の基本書です。
ぜひ、ご覧のうえリクエストいただき、1 点でも多くの復刊の実現にご協力ください。応募
期間は 2023 年 2 月 28 日まで、ぜひ皆さまから多数のリクエストをいただけますようお願
いします。

また今回も、通常では復刊が難しい少数の要望にも応えるべく、個別の注文に対応する
オン・デマンド版での復刊も実施いたします。

◉実施要領
1. 次頁より参加 10 出版社の復刊候補リストを分野別に掲載してあります。番号（リクエス

トの際に使用します）、出版社名、書名、著者名、初版刊行年、最終発行年、判型、頁数、
予価（オン・デマンド予価ではありません）、内容の順に記載されています。最終発行
年は品切れ期間がどれくらいだったかの目安としてご覧ください。

2. このリーフレットに掲載されている書目は復刊の候補書籍です。皆さまからいただいたリ
クエストの結果を受け発行出版社の判断により、実施書目を決定いたします。

3. リクエストは下記のウェブサイトからお願いします。リクエストの理由、またリスト以外
の 10 社の品切れ書で復刊を希望される書籍などもお書きいただければ幸いです。

https://store.kinokuniya.co.jp/event/fukken2023/　（紀伊國屋書店）
https://www.fukkan.com/　（復刊ドットコム）

リクエストは FAX でも受け付けています。本リーフレット最終ページをご利用ください。

4. 復刊決定書名は 4 月中旬発行予定の〈書物復権〉共同復刊決定書リーフレットおよび上
記のウェブサイトでお知らせします。ご予約はそれ以降にお願いします。

5. リクエスト締め切りは2023 年 2月28日です。

6. 通常の方法で復刊された書籍は 5 月下旬より全国の協力書店でご覧になれます。オン・
デマンド版はご注文いただいてからの製作になります。

書物復権 2023年10社共同復刊27
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哲学│思想
言語│宗教

▼リクエストには白抜き数字の番号をお書きください

1 � 岩波書店
ハイデガーの政治哲学
小野紀明
初版2010・最終版2010年◆A5判◆528頁◆予価12100円（本体11000円）
ファシズムの悲惨を経験した 20世紀という時代を体現
するハイデガー哲学の読解に政治思想史の領域から果
敢に挑んできた著者の集大成。

2 � 岩波書店
一般言語学講義
フェルディナン・ド・ソシュール／小林英夫訳
初版1972・最終版2013年◆A5判◆528頁◆予価11000円（本体10000円）
20世紀の言語学はソシュールによって一大転回をなし
た。言語学の範囲にとどまらず、他の諸科学の方法に
も大きな影響を及ぼした記念碑的名著。

3 � 紀伊國屋書店
ソクラテスのカフェ
マルク・ソーテ／堀内ゆかり訳
初版1996・最終版1999年◆四六判◆192頁◆予価2970円（本体2700円）
1992年、著者はパリのカフェで毎週日曜日、一般の人々
と哲学ディスカッションの会を始めた。「哲学カフェ」
の生みの親が、生き生きと語る。

4 � 紀伊國屋書店
分裂分析的地図作成法
フェリックス・ガタリ／宇波彰・吉沢順訳
初版1998・最終版1998年◆A5判◆456頁◆予価6600円（本体6000円）
ドゥルーズとの共著『アンチ・オイディプス』などの
作品で現代思想界のスターとなったフェリックス・ガ
タリの思考の集積的結晶。

5 � 紀伊國屋書店
知識人の時代　バレス／ジッド／サルトル
ミシェル・ヴィノック／塚原史・立花英裕・築山和也・久保昭博訳
初版2007・最終版2007年◆A5判◆872頁◆予価13200円（本体12000円）
20世紀フランス知識人の実像を、彼らの出会いと対決
と訣別に迫りながら、時代の激流とともに生き生きと
描き出した大河ロマン。メディシス賞受賞。

6 � 紀伊國屋書店
エーリッヒ・フロム　人と思想
ライナー・フンク／佐野哲郎・佐野五郎訳
初版1984・最終版1988年◆四六判◆264頁◆予価3850円（本体3500円）
長く彼の助手をつとめ、遺稿管理者であり、ドイツ語
版フロム著作集の編者でもあった著者が、社会思想家
フロムの生涯と思想の全体像をあざやかに描き出す。

7 � 紀伊國屋書店
歴史の観念
R.G.コリングウッド／小松茂夫・三浦修訳
初版1970・最終版2005年◆A5判◆416頁◆予価4730円（本体4300円）
ヘロドトスから、デカルト、カント、ヘーゲル、トイ
ンビーらに至る歴史観の変遷を踏まえながら、独自の
歴史哲学を構想した哲学的思索の結実。

8 � 紀伊國屋書店
差異の世界　脱構築・ディスクール・女性
バーバラ・ジョンソン／大橋洋一・青山恵子・利根川真紀訳
初版1990・最終版2004年◆四六判◆416頁◆予価5500円（本体5000円）
ディコンストラクションを文学という閉域に囲うので
はなく、現実世界の権力構造、とりわけ男と女の差異
へと押しひろげていく力作批評集。

9 � 紀伊國屋書店
西夏文字　その解読のプロセス
西田龍雄
初版1967・最終版1998年◆四六判◆212頁◆予価3080円（本体2800円）
11世紀に栄えた西夏の国では、漢字をもとにした謎の
文字が使用されていた。西夏文字研究の泰斗が、その
解読の過程を興味深く解説。

10 � 勁草書房
分析哲学の起源　言語への転回
マイケル・ダメット／野本和幸ほか訳
初版1998・最終版2005年◆A5判◆322頁◆予価5500円（本体5000円）
分析哲学の基本的アイデアが何であり、どのように形
成されたのかを 19～ 20世紀の哲学の文脈に探る。現
象学派との同根性を確認する。

11 � 勁草書房
実在論と知識の自然化　自然種の一般理論とその応用
植原亮
初版2013・最終版2013年◆A5判◆356頁◆予価6270円（本体5700円）
なぜ世界についての知識が成立するのか。この哲学史
上の難題に自然主義の立場から挑み、一貫した実在論
から知識の自然化を目指す。

12 � 勁草書房
信頼を考える　リヴァイアサンから人工知能まで
小山虎編著
初版2018・最終版2018年◆A5判◆372頁◆予価5170円（本体4700円）
ホッブズにはじまり、20世紀アメリカで盛んになった
信頼研究。様々な研究分野にまたがって行われている
信頼研究の見取り図を作る！

13 � 勁草書房
フレーゲ著作集2　算術の基礎
G.フレーゲ／野本和幸、土屋俊編
初版2001・最終版2011年◆A5判◆264頁◆予価4840円（本体4400円）
算術の全体系を論理学によって基礎づける論理主義の
立場を、記号を使用せずに解説する。文脈原理を通し
て現代哲学への扉を開く。
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14 � 勁草書房
フレーゲ著作集4　哲学論集
G.フレーゲ／黒田亘、野本和幸編
初版1999・最終版2006年◆A5判◆368頁◆予価5280円（本体4800円）
現代論理学の創始者から届く鮮烈なメッセージ。フレ
ーゲが最も旺盛な活動に従事していた 19世紀末の 10
年間から晩年まで、16篇を収録。

15 � 勁草書房
フレーゲ著作集5　数学論集
G.フレーゲ／野本和幸、飯田隆編
初版2001・最終版2001年◆A5判◆360頁◆予価6050円（本体5500円）
当時の有力な数学者・哲学者を相手に、1880年代から
1920年代にかけて書かれた論争的な論文・講義録・書
評など 13篇を収録する。

16 � 勁草書房
〈私〉のメタフィジックス
永井均
初版1986・最終版2009年◆四六判◆240頁◆予価3520円（本体3200円）
〈私〉をめぐる様々な言説は重畳し屈折している。本書
はヴィトゲンシュタインに導かれながらこの問題を整
理し、哲学と倫理学の難問に挑む。

17 � 勁草書房
視覚新論　付：視覚論弁明
G.バークリ／下條信輔、植村恒一郎、一ノ瀬正樹訳／鳥居修晃解説
初版1990・最終版2009年◆四六判◆352頁◆予価3850円（本体3500円）
認識の主要な起源は触覚にある、とする簡潔で明快な
議論。哲学者と心理学者の協力によって、いま蘇える
バークリ。

18 � 勁草書房
権力とはどんな力か　続・自己組織システムの倫理学
大庭健
初版1991・最終版2000年◆四六判◆360頁◆予価3850円（本体3500円）
呼びかけ－応答しあう〈人－間〉は、いかなる〈力〉
に支えられているのか。個人と社会というテーマに即
し、権力現象を解く。

19 � 勁草書房
道徳的に考えること　レベル・方法・要点
R.M.ヘア／内井惣七、山内友三郎監訳
初版1994・最終版2010年◆四六判◆408頁◆予価4950円（本体4500円）
道徳的な葛藤を解決する妥当な議論とはどのようなも
のか。『道徳の言語』で確立した普遍的指令主義の立場
から功利主義へ進んだヘア理論の新展開。

20 � 勁草書房
虚構世界の存在論
三浦俊彦
初版1995・最終版2012年◆四六判◆440頁◆予価4070円（本体3700円）
虚構とは何か、というテーマを可能世界論と呼ばれる
概念枠組を使って説明。テキストの同一性の基準、虚
構世界と確実世界の関係など。

21 � 勁草書房
健康格差と正義　公衆衛生に挑むロールズ哲学
ノーマン・ダニエルズ、ブルース・ケネディ、イチロー・カワチ／児玉聡監訳
初版2008・最終版2011年◆四六判◆192頁◆予価3520円（本体3200円）
格差社会は健康に悪い──社会疫学で検証が進むこの
仮説に、ロールズ流の正義論はどう向き合うのか。沸
騰する議論と提言を示す。

22 � 勁草書房
パース著作集2　記号学
内田種臣編訳
初版1986・最終版2014年◆四六判◆232頁◆予価3300円（本体3000円）
記号を分類する観点が「関係の分類」にはじまり 3～ 6
～ 10個へ拡張する過程をフォロー。パース記号学の全
容に迫る。

23 � 勁草書房
パース著作集3　形而上学
遠藤弘編訳
初版1986・最終版2011年◆四六判◆224頁◆予価3300円（本体3000円）
「概念の原子価」を想定する形而上学とは？　記号現象
から習慣・法則へ向かい、自然と精神の偶然性・連続
性を論じる。

24 � 勁草書房
反事実的条件法
デイヴィッド・ルイス／吉満昭宏訳
初版2007・最終版2007年◆四六判◆340頁◆予価4400円（本体4000円）
事実に反する仮定を使って何事かを述べるとき、私達
は何を意味しているのか。可能世界論によってこの問
いに理論を与えた画期的名著。

25 � 青土社
合理主義　東と西のロジック
中村元
初版1993・最終版2005年◆四六判◆206頁◆予価1760円（本体1600円）
「ある」を現実的に把握する多値論理こそ、実態に根づ
いた合理的思考ではないのか──。インド学の権威に
よる新しい〈論理〉への視座。

26 � 青土社
王国と栄光　オイコノミアと統治の神学的系譜学のために
ジョルジョ・アガンベン／高桑和巳訳
初版2010・最終版2010年◆四六判◆544頁◆予価4180円（本体3800円）
権力の〈オイコノミア〉と〈栄光〉の系譜を明らかにして、
現代のコンセンサス民主主義やメディアの構造的母型
を照らし出す。

27 � 青土社
日本美を哲学する　あはれ・幽玄・さび・いき
田中久文
初版2013・最終版2016年◆四六判◆279頁◆予価2420円（本体2200円）
近代日本の知の巨人たちの言葉を通じて、伝統的な美
意識や、茶の湯、能、浄瑠璃、建築、仏教美術など数々
の芸術美の根底に流れる思想をつかむ。
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28 � 青土社
犬と人が出会うとき　異種協働のポリティクス
ダナ・ハラウェイ／高橋さきの訳
初版2013・最終版2013年◆四六判◆462頁◆予価3960円（本体3600円）
犬のみならず猫や鶏、想像上の生物まで、非言語コミ
ュニケーションの現場をトレースし、動物と人間の関
係を圧倒的な知的離れ業で解き明かす。

29 � 青土社
時間と自我
大森荘蔵
初版1992・最終版2011年◆四六判◆266頁◆予価2420円（本体2200円）
「アキレスと亀の逆説」「他我問題」を解消し、過去世
界の実在をも疑わしめる臨界へと至る、澄明な思考の
軌跡。

30 � 青土社
行為の代数学　スペンサー =ブラウンから社会システム論へ
大澤真幸
初版1988・最終版2008年◆四六判◆383頁◆予価2860円（本体2600円）
スペンサー = ブラウンの「指し示しの算法」をもちい、
ラカンやバタイユなどの描き出す社会の全事象を、全
く独自の社会システム論へと発展させる。

31 � 青土社
ポジシオン
ジャック・デリダ／高橋允昭訳
初版1981・最終版2008年◆四六判◆265頁◆予価2640円（本体2400円）
現代思想の核心を衝く諸問題を縦横に論じて、現代の
〈知〉にとってなにが最も重要な課題なのかを鮮明に浮
き彫りにする。

32 � 東京大学出版会
神と人のはざまに生きる　近代都市の女性巫者
アンヌ・ブッシイ
初版2009・最終版2009年◆四六判◆292頁◆予価3960円（本体3600円）
「白高」のお告げをうけ、憑依する神々と助けを求める
人々との仲立ちをする巫者として生きた女性を通して、
日本近代の豊穣な民間信仰の姿を描く。

33 � 東京大学出版会
都市の詩学　場所の記憶と徴候
田中純
初版2007・最終版2007年◆A5判◆496頁◆予価5280円（本体4800円）
過去の記憶と未来の徴候とが揺曳している場所として
の都市。都市が可能にした想像力の経験の根拠を問う
都市表象分析。表象文化論の一つの結実。

34 � 白水社
随感録
アルトゥール・ショーペンハウアー／秋山英夫訳
初版1998・最終版2005年◆四六判◆327頁◆予価4620円（本体4200円）
著名な「博識と学者」「自分で考えること」「女について」
など 12篇の小品の他に本邦初訳の詩を含む。天才思想
家を満喫できるエッセイ集。

35 � 白水社
自然と社会
ジャン = ジャック・ルソー／平岡昇編訳
初版1999・最終版1999年◆A5変型判◆304頁◆予価5500円（本体5000円）
文明・社会を〈自然〉に対するものと捉え、独自の思
想を展開したルソー。本書は、『エミール』『告白』な
どから抜粋、詳細な解説を加えた。

36 � 白水社
文学とテクノロジー　疎外されたヴィジョン
ワイリー・サイファー／野島秀勝訳／高山宏解説
初版2012・最終版2012年◆四六判◆378頁◆予価6380円（本体5800円）
非人間的な近代産業に反逆したはずの十九世紀芸術家
たちが、テクノロジーに毒されていたことを喝破。「視
覚の支配」などを批判した文化史の傑作。

37 � 白水社
社会統合と宗教的なもの　十九世紀フランスの経験
宇野重規、伊達聖伸、髙山裕二編著
初版2011・最終版2011年◆四六判◆268頁◆予価3850円（本体3500円）
宗教を否定した革命後のフランス。人類教から人格崇
拝まで、そこに幻出した〈神々のラッシュアワー〉状
況を通じて社会的紐帯の意味を問い直す。

38 � 白水社
ニーチェをドイツ語で読む
細見和之編著
初版2017・最終版2018年◆四六判◆174頁◆予価2970円（本体2700円）
代表作の印象的な一節を対訳で参照しながら、キーワ
ードを解説。和訳だけではわかりづらいニュアンスに
迫る画期的なニーチェ入門書。

39 � 法政大学出版局
推測と反駁　科学的知識の発展
K.R.ポパー／藤本隆志、石垣壽郎、森博訳
初版2009・最終版2014年◆四六判◆808頁◆予価9020円（本体8200円）
古代から現代に至る諸思想あるいは数学や言語に及ぶ諸
問題を批判検討しつつ、「過ちから学ぶ」という基本的
態度で批判的合理主義を唱道、ポパー哲学の基流を示す。

40 � 法政大学出版局
水と夢　物質的想像力試論
G.バシュラール／及川馥訳
初版2016・最終版2016年◆四六判◆374頁◆予価4840円（本体4400円）
原初の生命に力を与えた、無限に生々流転する物質、水。
詩句や神話に表現された水の想像力への分析が、新し
い批評の時代を予見させたバシュラールの名著の新訳。

41 � 法政大学出版局
論理哲学論考
L.ヴィトゲンシュタイン／藤本隆志、坂井秀寿訳
初版1968・最終版2004年◆四六判◆350頁◆予価3300円（本体3000円）
分析哲学の分野に多大な影響を与え、現世紀最大の天
才と称される著者の傑作『トラクタートゥス』完訳と
あわせ、『哲学探究』抄訳を収む。
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42 � 法政大学出版局
解明 M.セールの世界　B.ラトゥールとの対話
M.セール／梶野吉郎、竹中のぞみ訳
初版1996・最終版1996年◆四六判◆334頁◆予価3740円（本体3400円）
現代思想界に特異な光彩を放つセールが、自らの思想の
生成過程を初めて明かす。百科全書的知の探検を経て、
科学と詩・哲学と文学との統合に至る軌跡を縦横に語る。

43 � 法政大学出版局
イスラームにおける女性とジェンダー
L.アハメド／林正雄、岡真理訳
初版2000・最終版2006年◆四六判◆422頁◆予価4950円（本体4500円）
中東ムスリム社会においてジェンダーの観念が形成され
る経緯を先行する社会や隣接社会および西欧による植民
地支配との関連において歴史的に解明するアラブ女性史。

44 � 法政大学出版局
宗教の自然史　ヒューム宗教論集Ⅰ
D.ヒューム／福鎌忠恕、斎藤繁雄訳
初版2011・最終版2011年◆四六判◆142頁◆予価2420円（本体2200円）
謎と神秘にみちた宗教の起源と盛衰を自然史的に考察
し、多神教と一神教の比較を通じて人間本性の深部に
迫る。

45 � 法政大学出版局
聖と俗　宗教的なるものの本質について
M.エリアーデ／風間敏夫訳
初版2014・最終版2014年◆四六判◆284頁◆予価3190円（本体2900円）
聖なるものの現象形態全般と、その中での宗教的人間の
生存状況、精神的宇宙をあざやかに照射しつつ、俗化し
た現代社会における我々の在りかたに疑問をなげかける。

46 � 法政大学出版局
自律の創成　近代道徳哲学史
J.B.シュナイウィンド／田中秀夫、逸見修二訳
初版2011・最終版2011年◆四六判◆1028頁◆予価14300円（本体13000円）
カントによる「自律」としての道徳観の創成を解明す
べく近代の道徳思想史を網羅的に分析し、考察した記
念碑的著作。

47 � 法政大学出版局
ロマン主義　あるドイツ的な事件
R.ザフランスキー／津山拓也訳
初版2010・最終版2010年◆四六判◆470頁◆予価5830円（本体5300円）
「遅れてきた国民」の近代二〇〇年にわたる思想経験を、
ロマン派の来歴と転変から描きだす精神史の白眉。

48 � みすず書房
人の子イエス
カリール・ジブラーン／小森健太朗訳
初版2011・最終版2011年◆四六判◆320頁◆予価3520円（本体3200円）
使徒たちほかイエスの同時代人七十数名の証言のかた
ちで生涯を描く。著者は『預言者』で著名な米国のア
ラブ系詩人である。今も地上を歩むイエス。

49 � みすず書房
ロールズ 哲学史講義 上
ジョン・ロールズ／坂部恵監訳
初版2005・最終版2010年◆A5判◆328頁◆予価6160円（本体5600円）

ロールズ 哲学史講義 下
ジョン・ロールズ／坂部恵監訳
初版2005・最終版2010年◆A5判◆256頁◆予価5500円（本体5000円）
『正義論』の著者によるハーバード大学名講義。ヒュー
ム、ライプニッツ、カント、ヘーゲル……　自由な個
人から社会契約へ、そして国家論へと展開。

50 � みすず書房
構造人類学
クロード・レヴィ= ストロース／荒川幾男・生松敬三・川田順造・佐々木明・田島節夫訳
初版1972・最終版2016年◆A5判◆498頁◆予価7920円（本体7200円）
『野生の思考』、『神話論理』へと結実する論文集。言語、
宗教、神話、芸術を分析し、構造主義人類学の方法論
を説いたマニフェストとなっている。

51 � みすず書房
ロラン・バルト 喪の日記
ロラン・バルト／石川美子訳
初版2009・最終版2015年◆四六判◆304頁◆予価4840円（本体4400円）
母の死から書き起こされた断章が、母の写真をめぐる
『明るい部屋』を生みだす。悲しみをエクリチュールに
組みこもうともがくバルトの懸命の物語。

52 � みすず書房
ハンナ・アーレント、あるいは政治的思考の場所
矢野久美子
初版2002・最終版2014年◆四六判◆168頁◆予価3300円（本体3000円）
〈現われ〉とは、〈あいだ〉とは、アイヒマン論争の
真意とは何か。20世紀を代表する政治哲学者の言葉の
ありかと、〈思考の現場〉を、精密に追跡。

53 � 吉川弘文館
仏教伝来の研究
吉田一彦著
初版2012・最終版2012年◆A５判◆368頁◆予価11000円（本体10000円）
インドに生まれた仏教は、新しい要素を多分に含み込
みながら日本へと伝来した。仏教が日本文化の形成に
果たした役割を解き明かす。
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社会

▼リクエストには白抜き数字の番号をお書きください

54 � 岩波書店
中絶論争とアメリカ社会　身体をめぐる戦争
荻野美穂
初版2012・最終版2012年◆四六判◆376頁◆予価4840円（本体4400円）
中絶は、殺人罪か、基本的人権か。中絶という最も個
人的な出来事をめぐって「内戦」を続ける、現代アメ
リカのもうひとつの姿。初の網羅的研究。

55 � 紀伊國屋書店
清潔文化の誕生
スーエレン・ホイ／椎名美智訳／富山太佳夫解説
初版1999・最終版1999年◆四六判◆416頁◆予価5060円（本体4600円）
いつから人々はきれい好きになったのか？　泥と垢に
まみれた 19世紀から清潔を求めて奔走する現代へ。清
潔文化発祥の地アメリカにみる “清潔” の社会史。

56 � 紀伊國屋書店
文化とコミュニケーション　構造人類学入門
エドマンド・リーチ／青木保・宮坂敬造訳
初版1981・最終版2001年◆四六判◆208頁◆予価3740円（本体3400円）
我々をとりまく世界はどのような論理的仕組みで成り立
っているのか。時間・空間、音、色彩、儀礼行為などを
題材に構造分析と記号論の手法と思想を平易に説く。

57 � 勁草書房
権力の予期理論　了解を媒介にした作動形式
宮台真司
初版1989・最終版2008年◆A5判◆196頁◆予価3850円（本体3500円）
〈権力なき自由〉への夢想を斥け、社会が自らを再生産
するための装置である権力のメカニズムを解く。権力
理論の新たな段階を画す。

58 � 勁草書房
女は世界を救えるか
上野千鶴子
初版1986・最終版2002年◆四六判◆192頁◆予価3300円（本体3000円）
〈男にできることは女にもできる〉〈男に救えない世界
は女にも救えない〉。フェミニスト神話を拒否し、女と
男の関係を治す。

59 � 勁草書房
ハゲを生きる　外見と男らしさの社会学
須長史生
初版1999・最終版2006年◆四六判◆240頁◆予価2750円（本体2500円）
人間関係が生み出す通俗心理とコンプレックスの構図
を暴く。男はなぜハゲを恐れるのか。ハゲをめぐる初
の本格的男性性研究。

60 � 勁草書房
自己への物語論的接近　家族療法から社会学へ
浅野智彦
初版2001・最終版2012年◆四六判◆280頁◆予価3520円（本体3200円）
「私」はいかにして生み出され、変容していくのか。物
語療法をふまえながら、社会学的自己論の大胆な書き
換えを図る。

61 � 勁草書房
オルグ学入門
村田宏雄
初版1982・最終版2012年◆四六判◆248頁◆予価3300円（本体3000円）
非力なものを組織化によって強力なパワーを発揮させ
るためにはいかにすべきか。組織者オルグを養成する
ための実践的指導書。

62 � 青土社
「AV女優」の社会学　なぜ彼女たちは饒舌に自らを語るのか
鈴木涼美
初版2013・最終版2015年◆四六判◆306頁◆予価2090円（本体1900円）
AV女優の労働を見つめなおし、性の商品化の現場で
真に商品化されている「何か」を解体していくことで、
自由意志論を机上から解き放つ。

63 � 青土社
ユダヤとイスラエルのあいだ　民族/国民のアポリア
早尾貴紀
初版2008・最終版2008年◆四六判◆345頁◆予価2860円（本体2600円）
矛盾する理念に思想はなにを問い、なにを問わずにき
たのか。ネイションの世界的展開を再考する、かつて
ないユダヤ‐イスラエル論。

歴史
民俗

▼リクエストには白抜き数字の番号をお書きください

64 � 岩波書店
軍部と民衆統合　日清戦争から満州事変期まで
由井正臣
初版2009・最終版2009年◆A5判◆280頁◆予価4840円（本体4400円）
なぜ軍部は政治勢力と化したのか。第一次史料を駆使
して、近代日本における軍部の政治勢力化の過程と国
民組織化の動態を実証的に解明する。

65 � 岩波書店
戦後治安体制の確立
荻野富士夫
初版1999・最終版1999年◆A5判◆408頁◆予価7920円（本体7200円）
破防法、公安調査庁を要とする戦後の治安体制の特質
とは何か。戦後初期の膨大な資料を駆使して謎に包ま
れた権力の全体像に迫る労作。
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66 � 岩波書店
翻訳の政治学　近代東アジア世界の形成と日琉関係の変容
與那覇潤
初版2009・最終版2014年◆A5判◆344頁◆予価8360円（本体7600円）
翻訳概念の再定義を通して、「短い近代」と「長い近代」
という新しい時代区分を提起し、東アジア近代史の捉
え直しと方法論的再検討を迫る力作。

67 � 紀伊國屋書店
日本人の宇宙観　飛鳥から現代まで
荒川紘
初版2001・最終版2002年◆A5判◆368頁◆予価5720円（本体5200円）
日本人は宇宙をどのように見てきたか？　外来の宇宙
思想をどのように摂取・消化したかを明らかにしつつ、
基層に流れつづけた日本的感性の本質に迫る。

68 � 紀伊國屋書店
千年王国の追求　新装版
ノーマン・コーン／江河徹訳
初版1978・最終版2008年◆A5判◆480頁◆予価6600円（本体6000円）
千年王国信仰が楽園を求める民衆のエネルギーや想像
力とどのように結びついたかをドラマティックに再現
した、中世史の影に光をあてる画期的名著。

69 � 青土社
ドレフュス事件のなかの科学
菅野賢治
初版2002・最終版2002年◆四六判◆464頁◆予価3520円（本体3200円）
フランスの国論を二分した冤罪事件を、豊富な資料で
新しい角度から浮び上がらせ、人間科学の歴史を塗り
かえる。

70 � 創元社
中国の食文化
周達生
初版1989・最終版1995年◆A5判変型判◆480頁◆予価4620円（本体4200円）
中国の食文化について様々な分野から言及する。調味
料と香辛料、口に運ぶ食器類の変遷、手食、匙、箸の
起源と発展等、興味深い話題満載。

71 � 創元社
図説 ヒエログリフ事典
マリア・カルメラ・ベトロ／吉村作治監修／南條郁子訳
初版2001・最終版2009年◆A5判◆256頁◆予価5500円（本体5000円）
ヒエログリフの中から代表的な文字 238字を、豊富な
図版や歴史的変遷とともに詳しく解説した画期的な事
典である。

72 � 創元社
図説 マヤ文字事典
マリア・ロンゲーナ著／植田覚監修／月森左知訳
初版2002・最終版2006年◆A5判◆184頁◆予価4620円（本体4200円）
マヤ人にとっての金星の意味は？　王や王妃の宮廷生
活は？　どのような神が信仰されていたのか？　文字
を知ればどんどんマヤ文明の謎が解けていく。

73 � 創元社
ホロコースト全史
Ｍ・ベーレンバウム著／芝健介監修／石川順子、高橋宏訳
初版1996・最終版2009年◆四六判◆500頁◆予価5280円（本体4800円）
ナチスの台頭、ユダヤ人迫害の歴史、ゲットーでの生活、
強制収容所での大量殺戮、収容所開放と社会復帰まで
の道のり…写真とともに伝える。

74 � 創元社
戦闘技術の歴史1　古代編
サイモン・アングリム、フィリス・Ｇ・ジェスティス、ロブ・Ｓ・ライス、 
スコット・Ｍ・ラッシュ、ジョン・セラーティ／松原俊文監修／天野淑子訳
初版2008・最終版2015年◆A5判◆404頁◆予価5500円（本体5000円）
古代の戦闘における歩兵や騎兵の役割から部隊の配置
や統率、攻囲戦や海戦における戦術までを豊富なカラ
ー図版と共に詳説。

75 � 創元社
戦闘技術の歴史２　中世編
マシュー・ベネット、ジム・ブラッドベリー、ケリー・デヴリース、 
イアン・ディッキー、フィリス・Ｇ・ジェスティス／淺野明監修／野下祥子訳
初版2009・最終版2014年◆A5判◆368頁◆予価5500円（本体5000円）
歩兵や騎兵の役割、大砲や鉄砲の技術的進歩、海戦の
全容など、中世に進化を遂げた戦闘技術を豊富なカラ
ーイラストや戦略地図と共に読み解く。

76 � 創元社
戦闘技術の歴史３　近世編
クリステル・ヨルゲンセン、マイケル・Ｆ・パヴコヴィック、ロブ・Ｓ・ライス、 
フレデリック・Ｃ・シュネイ、クリス・Ｌ・スコット／淺野明監修／竹内喜、徳永優子訳
初版2010・最終版2017年◆A5判◆384頁◆予価5500円（本体5000円）
近世（1500～ 1763年）の戦争、兵器や装備を豊富な図
版やカラーイラストで活写。常備軍が生まれた時代の
主要な戦いのすべてがわかる。

77 � 創元社
戦闘技術の歴史４　ナポレオンの時代編
ロバート・Ｂ・ブルース、イアン・ディッキー、ケヴィン・キーリー、マイケル・
Ｆ・パヴコヴィック、フレデリック・Ｃ・シュネイ／淺野明監修／野下祥子訳
初版2013・最終版2017年◆A5判◆380頁◆予価5500円（本体5000円）
フランス革命からワーテルローの戦いまでの時代にお
ける戦略や戦闘技術を詳しく分析。ナポレオンが活躍
した時代の戦争のすべてがわかる。

78 � 東京大学出版会
商人と宣教師 南蛮貿易の世界
岡美穂子
初版2010・最終版2011年◆A5判◆404頁◆予価9460円（本体8600円）
マカオ商人と宣教師は、利害関係にもとづき相乗的に
活動を展開した。「ウエスタン・インパクト」重視では
ない新たな東アジア海域像を提示。

79 � 東京大学出版会
家船の民族誌　現代日本に生きる海の民
金柄徹
初版2003・最終版2003年◆A5判◆256頁◆予価6160円（本体5600円）
豊島漁民の船世帯民が以前の家船の「残存」ではなく、
近代以降あらたに「出現」し伝統的漁法や船世帯生活
を続けることを可能とした背景を探る。
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80 � 東京大学出版会
マラリアと帝国　植民地医学と東アジアの広域秩序
飯島渉
初版2005・最終版2005年◆A5判◆466頁◆予価8580円（本体7800円）
台湾統治における衛生行政を起点とし、各地で展開さ
れたマラリア対策の問題を抉り出し、東アジアの統治
秩序や広域秩序の形成への影響を検討する。

81 � 白水社
スターリン 青春と革命の時代
サイモン・セバーグ・モンテフィオーリ／松本幸重訳
初版2010・最終版2010年◆四六判◆724頁◆予価6050円（本体5500円）
命知らずの革命家、大胆不敵な犯罪者、……誕生から
十月革命まで、「若きスターリン」の実像に迫る画期的
な伝記。亀山郁夫氏推薦！

82 � 法政大学出版局
ラジオの歴史　工作の〈文化〉と電子工業のあゆみ
高橋雄造
初版2011・最終版2012年◆A5判◆402頁◆予価5280円（本体4800円）
厖大な史料を博捜し、ラジオ工作少年やフリーランサ
ーの技術者、中小の部品メーカーなどを主人公に、日
本のラジオ、テレビ、オーディオの歴史をあとづける。

83 � 法政大学出版局
楽園・味覚・理性　嗜好品の歴史
W.シヴェルブシュ／福本義憲訳
初版1988・最終版2007年◆A5判◆258頁◆予価3300円（本体3000円）
コーヒーの市民的理性とチョコレートのエロチシズム、
喫煙のシンボリズムや酒の飲み方の人類学……嗜好品の
歴史に時代・社会を読みとる味覚のイデオロギーの歴史。

84 � みすず書房
動くものはすべて殺せ　アメリカ兵はベトナムで何をしたか
ニック・タース／布施由紀子訳
初版2015・最終版2016年◆四六判◆416頁◆予価4950円（本体4500円）
ベトナム戦争終結から 40年後に刊行された書。アメリ
カ軍による軍事作戦と民間人殺戮の詳細、そして軍司
令部と国防総省による事実隠蔽を初めて描く。

85 � 吉川弘文館
日本中世の穢と秩序意識
片岡耕平
初版2014・最終版2014年◆A５判◆304頁◆予価12100円（本体11000円）
天皇や神など清浄なものと、死など不浄とするものか
ら意識された中世社会の「穢＝不浄概念」を分析。秩
序意識を歴史的に位置づける。

86 � 吉川弘文館
武士の成立
元木泰雄
初版1994・最終版2002年◆四六判◆242頁◆予価2860円（本体2600円）
平安中期以降、兵（つはもの）の家は、諸国に進出し、
中央では政治的地位を向上させる。武士政権が成立過
程を、職能論と在地領主の両面から解明。

87 � 吉川弘文館
室町幕府と地域権力
大薮海
初版2013・最終版2013年◆A５判◆304頁◆予価11000円（本体10000円）
北畠氏や興福寺を事例に、幕府と直結して地域支配を
していた非守護地域権力を分析。新たに「室町幕府─
守護・知行主体制」論を提唱。

88 � 吉川弘文館
織田信長権力論
金子拓
初版2015・最終版2015年◆Ａ５判◆436頁◆予価7150円（本体6500円）
近年の研究によって、新時代を切り拓く「革命児」と
いわれた信長像が揺らいでいる。史料を丹念に読み解
き、信長権力の実態を解明。

89 � 吉川弘文館
織豊政権と東国社会　「惣無事令」論を越えて
竹井英文
初版2012・最終版2012年◆Ａ５判◆336頁◆予価10450円（本体9500円）
織豊政権による全国統一過程に関する研究に多大な影
響を与えた「惣無事令」論を再検討。「境目」地域論や
国分論にも言及する。

90 � 吉川弘文館
歴史のなかの『夜明け前』　平田国学の幕末維新
宮地正人
初版2015・最終版2015年◆四六判◆556頁◆予価5280円（本体4800円）
島崎藤村が幕末期の人間模様を描いた『夜明け前』。そ
の舞台である地域の人々の、小説よりも多様な姿や物
語の歴史的背景を描く。

91 � 吉川弘文館
帝国の視線　博覧会と異文化表象
松田京子
初版2003・最終版2007年◆Ａ５判◆244頁◆予価6600円（本体6000円）
国民国家形成期、植民地パビリオン等の「異文化」展
示が果たした役割とは。帝国意識とナショナル・アイ
デンティティの問題を考察。

92 � 吉川弘文館
戦争とトラウマ　不可視化された日本兵の戦争神経症
中村江里
初版2018・最終版2020年◆Ａ５判◆330頁◆予価5060円（本体4600円）
アジア・太平洋戦争期に軍部の注目を集めた戦争神経
症。様々な医療アーカイブズや医師への聞き取りから
忘却されたトラウマに迫る。

93 � 吉川弘文館
内大臣の研究　明治憲法体制と常侍輔弼
松田好史
初版2014・最終版2014年◆Ａ５判◆228頁◆予価9900円（本体9000円）
平田東助・木戸幸一ら歴代内大臣の時代を辿りつつ、「常
侍輔弼」のあり方とその運用を検討。国家意思の形成
と宮中の役割を追究する。
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94 � 吉川弘文館
満洲出版史
岡村敬二
初版2012・最終版2012年◆Ａ５判◆352頁◆予価9350円（本体8500円）
日本は満洲国建国を経て敗戦まで多くの文化活動を展
開した。未開拓だった満洲出版史に光を当て法制や諸
団体、各出版社の実態を解明。

心理
教育

▼リクエストには白抜き数字の番号をお書きください

95 � 紀伊國屋書店
意識の起源史　改訂新装版
エーリッヒ・ノイマン／林道義訳
初版2006・最終版2006年◆A5判◆642頁◆予価9900円（本体9000円）
「個人の自我意識の発達は、人類の歩んできた意識発達
の元型的諸段階を辿る」という仮説を元にその軌跡を
世界の神話に探る。ユング心理学の金字塔。

96 � 勁草書房
シングル・ケース研究法　新しい実験計画法とその応用
岩本隆茂、川俣甲子夫
初版1990・最終版2008年◆A5判◆332頁◆予価4950円（本体4500円）
心理学・医学・薬理学などに応用できる新しい実験計
画法。単一事例ないし少数事例を扱う際の統計学的な
根拠・やり方について概説する。

97 � 青土社
分裂病の心理
C.G.ユング／安田一郎訳
初版1979・最終版2003年◆四六判◆309頁◆予価2420円（本体2200円）
フロイトの理論と方法を、精神分裂病の臨床研究に応
用し、無意識の構造に光を当てて、精神分析学に新た
な地平をひらいた古典的名著 ｡

98 � 創元社
愛すること、生きること　全訳『愛と心理療法』
Ｍ・スコット・ペック著／氏原寛・矢野隆子訳
初版2010・最終版2017年◆四六判◆344頁◆予価2640円（本体2400円）
精神的成長という「往く人の少ない路」をいかに歩む
かー全世界で広く読まれた古典的名著『愛と心理療法』
を、新たに訳し起こした、待望の全訳版。

99 � 創元社
新装版　摂食障害の不安に向き合う　対人関係療法によるアプローチ
水島広子
初版2015・最終版2019年◆四六判◆240頁◆予価1650円（本体1500円）
治療者の仕事の目的は「安心の提供」。患者の「不安」
に注目しつつ摂食障害の治療の実際を述べる、患者へ
のやさしさにあふれた本。

100 � 創元社
自己愛的（ナル）な人たち
岡野憲一郎
初版2017・最終版2017年◆四六判◆240頁◆予価2200円（本体2000円）
人に認められたいという願望を暴走させる病的な自己
愛（ナル）人間。木嶋佳苗、三島由紀夫なども取り上
げながらその心の深層を探る。

文学
芸術

▼リクエストには白抜き数字の番号をお書きください

101 � 青土社
大江健三郎論
蓮實重彥
初版1980・最終版1994年◆四六判◆265頁◆予価2420円（本体2200円）
徹底して、作品に即して読むことから導きだされた、
大江文学解読の新しい鍵──。文芸批評の新地平。

102 � 青土社
大島渚1960
大島渚
初版1993・最終版1993年◆四六判◆384頁◆予価3080円（本体2800円）
『青春残酷物語』『日本の夜と霧』などを中心に、その
後の全作品に通底する主題と方法を徹底的に論じ尽く
し、〈1960〉の核心を世に問う。

103 � 青土社
われ映画を発見せり
青山真治
初版2001・最終版2008年◆四六判◆350頁◆予価3080円（本体2800円）
『Helpless』で〈昭和の終わり〉を描き、『ユリイカ』で〈生
きること〉を発見し、中上健次を追って『路地へ』。青
山真治がすべてを語る。

104 � 青土社
魔法の石板　ジョルジュ・ペロスの方へ
堀江敏幸
初版2003・最終版2003年◆四六判◆291頁◆予価2420円（本体2200円）
ブルターニュ地方の漁師町に暮らし、おのれの生の小
宇宙を瞑想した作家ペロスの生涯と言葉に息を吹き込
み、ものを書く人の魂の闘いを描き切る。

105 � 青土社
復興文化論　日本的創造の系譜
福嶋亮大
初版2013・最終版2013年◆四六判◆413頁◆予価2420円（本体2200円）
旧来の日本文化論を鮮やかに突き抜け、戦乱や災厄の
後 =跡の活気溢れる文化のダイナミズムを大胆に掴み
出す。画期的な日本文化論。
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106 � 青土社
陳列棚のフリークス
ヤン・ボンデソン／松田和也訳
初版1998・最終版1998年◆四六判◆385頁◆予価2860円（本体2600円）
医学博士が、古代から現代に至る「医学」の歴史を渉
猟し、人間の暗部に生き続ける迷信と狂言を鮮やかに
摘出する、暗黒カルテのアンソロジー。

107 � 青土社
小津安二郎　映画の詩学
デヴィッド・ボードウェル／杉山昭夫訳
初版1992・最終版2004年◆A5判◆609頁◆予価9240円（本体8400円）
全作品、全カット、コマ数にいたるまで、そのフォル
ムのすべてを詳細に分析し、〈映画〉の常識を覆す理論
へと昇華させていく、本格的作家論。

108 � 青土社
幻想旅行記　グランド・ガラバーニューの旅
アンリ・ミショー／小海永二 訳
初版1972・最終版1972年◆四六判◆214頁◆予価2420円（本体2200円）
待望された幻の書。狂気とメスカリンの詩人アンリ・
ミショーの代表作。

109 � 青土社
アストル・ピアソラ　闘うタンゴ
斎藤充正
初版1998・最終版2005年◆四六判◆565頁◆予価3740円（本体3400円）
その生涯と作品、めまぐるしい活動と多彩な交流のす
べてを綿密に跡づけ、闘いの轍を証し立てた、著者渾
身の書き下ろし。

110 � 創元社
世界文様事典
西上ハルオ
初版1994・最終版2008年◆B5判◆304頁◆予価4400円（本体4000円）
様々な意味と効果をまといつつ古代から伝わってきた
世界の代表的な文様 80余種のサンプル 1670を、起源・
変遷にふれながら紹介。

111 � 創元社
錯視芸術図鑑　世界の傑作200点
ブラッド・ハニーカット、テリー・スティッケルズ著／北川玲訳
初版2014・最終版2015年◆B5判変形判◆224頁◆予価4400円（本体4000円）
古今東西の錯視アートの最高傑作を 200点収載。エッ
シャーからオカンポまで、絵画、写真、CGまでも網羅
した、永久保存版。

112 � 創元社
マグリット事典
クリストフ・グリューネンベルク、ダレン・ファイ編著／野崎武夫訳
初版2015・最終版2015年◆B5判変形判◆224頁◆予価5500円（本体5000円）
マグリット作品とその世界観を明らかにする百科事典。
各国美術館所蔵の作品や資料をもとに国際的なマグリ
ット研究家たちが詳説。

113 � 東京大学出版会
国語の歴史
築島裕
初版1977・最終版1997年◆四六判◆260頁◆予価3080円（本体2800円）
日本語の構造や歴史についてなど、国語史上の様々な
問題をより広く一般に知ってもらう目的で書き下ろさ
れた国語史入門。

114 � 白水社
火　散文詩風短篇集
マルグリット・ユルスナール／多田智満子訳
初版1992・最終版1992年◆四六判◆192頁◆予価3520円（本体3200円）
神話や古代史の人物を主人公とする 9篇の物語。古代
ギリシアへの嗜好、古代的に美化された同性愛への偏
愛などが瑞々しいかたちで読みとれる。

115 � 白水社
弑逆者
アラン・ロブ = グリエ／平岡篤頼訳
初版1991・最終版1991年◆四六判◆217頁◆予価4180円（本体3800円）
絶海の孤島では「眠る人魚の誘惑」が、工場では「王
殺しの冒険」が物語られてゆく──ヌーヴォー・ロマ
ンの第一人者の「原風景」を描いた処女作。

116 � 白水社
火山の下
マルカム・ラウリー／斎藤兆史監訳／渡辺暁、山崎暁子訳
初版2010・最終版2015年◆四六判◆506頁◆予価4180円（本体3800円）
故郷から遠く離れたメキシコの地で、酒に溺れていく
元英国領事の悲喜劇的な一日を、美しくも破滅的な迫
真の筆致で描く。清新な新訳。

117 � 白水社
二人の貴公子
ウィリアム・シェイクスピア、ジョン・フレッチャー／河合祥一郎訳
初版2004・最終版2004年◆四六判◆212頁◆予価3520円（本体3200円）
作品の再評価と最新の文体研究の結果、シェイクスピ
アとフレッチャーの共作と認定された戯曲。『カンタベ
リー物語』と『英雄伝』が元の悲喜劇。

118 � 白水社
アントナン・アルトー伝　打撃と破砕
スティーヴン・バーバー／内野儀訳
初版1996・最終版1996年◆四六判◆270頁◆予価4950円（本体4500円）
炸裂する言葉のボディ・ブロー、錯乱する画像の爆弾
攻撃。アルトーが 50年の生涯で残した凄絶な作品の背
後には何が潜んでいたのか？

119 � 白水社
なにも見ていない　名画をめぐる六つの冒険
ダニエル・アラス／宮下志朗訳
初版2002・最終版2002年◆四六判◆222頁◆予価4620円（本体4200円）
新しい美術史学の旗手による美術エッセイ＝評論。従
来の文献学的な方法論を軽々と越えた斬新な絵画解読
法、見ることの冒険を提唱する。
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120 � 白水社
二十世紀の名ヴァイオリニスト
ヨーアヒム・ハルトナック／松本道介訳
初版1998・最終版2004年◆四六判◆442頁◆予価6930円（本体6300円）
新しい演奏法の歴史のなかで捉え、レコード批評をま
じえながら芸術家本性を鋭く分析するとともに、知ら
れざるエピソードや演奏会の思い出を語る。

121 � 法政大学出版局
溝口健二論　映画の美学と政治学
木下千花
初版2016・最終版2017年◆A5判◆638頁◆予価6820円（本体6200円）
映画を拡張し続けた溝口健二に対峙し、ショットを分
析記述し、資料調査から学際的に横断する画期的研究。

122 � みすず書房
マティス　画家のノート
アンリ・マティス／二見史郎訳
初版1978・最終版2018年◆A5判◆442頁◆予価8140円（本体7400円）
「画家としての自分の感情と願望をさらけ出すようにつ
とめたい。」『ダンス』、『ジャズ』、ヴァンスの礼拝堂
……作品とともに磨かれ深まる言葉。

法律│経済
政治

▼リクエストには白抜き数字の番号をお書きください

123 � 勁草書房
責任の意味と制度　負担から応答へ
瀧川裕英
初版2003・最終版2018年◆A5判◆276頁◆予価3850円（本体3500円）
「責任がある」「責任を間う」とはどのようなことなのか。
重みと痛みを伴う、もろく危い責任実践の保障を核と
した法制度の構想。

124 � 勁草書房
核兵器の拡散　終わりなき論争
スコット・セーガン、ケネス・ウォルツ／川上高司監訳／斎藤剛訳
初版2017・最終版2017年◆四六判◆272頁◆予価4070円（本体3700円）
核兵器の拡散は「良いこと」なのか？　「悪いこと」な
のか？　二大巨頭が理論と事例をめぐって激突。論争
の火蓋が切って落とされる！

125 � 勁草書房
国際法上の自衛権
田岡良一
初版1964・最終版2014年◆A5判◆400頁◆予価5500円（本体5000円）
国際社会を法的に組織するための国際連合や国際司法
裁判所は、秩序をもたらす実効を発揮していない。国
際法上、自衛権はどう規定されるべきか。

126 � 勁草書房
企業の理論
T.ヴェブレン／小原敬士訳
初版1965・最終版2009年◆A5判◆336頁◆予価4950円（本体4500円）
ヴェブレンの経済学上の基本思想を示した著作。資本
主義体制の機構を「株式会社金融」や「企業の周期」
あるいは景気循環の要因を通じて分析。

127 � 青土社
マルクスに凭れて六十年　自嘲生涯記
岡崎次郎
初版1983・最終版1983年◆四六判◆382頁◆予価2860円（本体2600円）
「資本論」の翻訳で知られる著者の絶筆にして傑作。

128 � 東京大学出版会
犯罪と刑罰
チェーザレ・ベッカリーア／小谷眞男訳
初版2011・最終版2011年◆四六判◆216頁◆予価4180円（本体3800円）
死刑廃止を初めて明確に提唱した近代刑法革命の金字
塔を、ベッカリーア自身が手掛けた決定版にもとづき
刊行する。充実した解説・訳注・年譜付。

129 � 東京大学出版会
自衛権の基層　国連憲章に至る歴史的展開
森肇志
初版2009・最終版2014年◆A5判◆336頁◆予価7700円（本体7000円）
19世紀中葉から国連憲章制定時期までの自衛権概念の
歴史的展開を、国家実行の緻密な分析を通して明らか
にし、自衛権の重層的構造を指摘する。

130 � 東京大学出版会
貧困の民族誌　フィリピン・ダバオ市のサマの生活
青山和佳
初版2006・最終版2006年◆A5判◆432頁◆予価8250円（本体7500円）
経済的意味での「貧困」が人びとの「生きる営みの総体」
つまり文化にどう関わるのか。「貧困」を生きる人びと
の「生活の質」を包括的に把握する。

131 � 東京大学出版会
帝国日本の外交 1894-1922　なぜ版図は拡大したのか
佐々木雄一
初版2017・最終版2017年◆A5判◆452頁◆予価8250円（本体7500円）
帝国拡大の原因とメカニズムを、政治指導者や外交当
局の構想・論理・決定の視角から浮き彫りにし、近代
日本の外交と対外政策の真相を解明する。

132 � 東京大学出版会
日本陸軍と大陸政策　1906-1918年
北岡伸一
初版1978・最終版2009年◆A5判◆396頁◆予価7260円（本体6600円）
大陸政策、満州経営政策をめぐる対立、陸軍内部の権
力状況に光をあて、政党政治確立過程における藩閥と
政党の対抗＝提携関係のなかで明快に論じる。
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133 � 法政大学出版局
寛容の帝国　現代リベラリズム批判
W.ブラウン／向山恭一訳
初版2010・最終版2010年◆四六判◆370頁◆予価4730円（本体4300円）
他者に対して <寛容 >であるとはどういうことなのか。
倫理的美徳や道徳的価値として推奨される言葉に内在
する、その規制的で生産的な権力作用を解剖する。

自然科学
医学

▼リクエストには白抜き数字の番号をお書きください

134 � 紀伊國屋書店
ミラーニューロン　新装版
ジャコモ・リゾラッティ、コラド・シニガリア／柴田裕之訳
初版2009・最終版2012年◆四六判◆256頁◆予価2750円（本体2500円）
鏡のように他者の行為を映す神経細胞の発見は、様々
な分野に衝撃を与えた。ミラーニューロンの秘める可
能性を、発見者自らが科学的に解き明かす。

135 � 紀伊國屋書店
一般システム思考入門
ジェラルド・M.ワインバーグ／松田武彦監訳／増田伸爾訳
初版1979・最終版2009年◆A5判◆352頁◆予価5170円（本体4700円）
固有の学問領域にとらわれない、自由で柔軟な発想の
ための思考法を平易に説き、あらゆる人々の思考の枠
組みを拡げる一冊。

136 � 紀伊國屋書店
リーマン博士の大予想　数学の未解決最難問に挑む
カール・サバー／黒川信重監修、南條郁子訳
初版2004・最終版2005年◆四六判◆416頁◆予価5060円（本体4600円）
「フェルマーの最終定理」を超える、100万ドルの懸賞
金つき超難問とは？　150年も解けない証明に挑む数学
者たちの肉声に迫る。

137 � 創元社
新装版　漢方医学
大塚敬節
初版2001・最終版2014年◆四六判◆276頁◆予価2750円（本体2500円）
漢方の歴史から治療方にいたるまで、斯学の権威がわ
かりやすく解き明かした入門書。

138 � 東京大学出版会
発達史地形学
貝塚爽平
初版1998・最終版2012年◆A5判◆304頁◆予価5280円（本体4800円）
多様な地形はどういう形態と分布をもちどのような過
程を経て現在に至ったのかを、発達史的観点から体系
化。貝塚地形学の集大成。

139 � 東京大学出版会
貝類学
佐々木猛智
初版2010・最終版2013年◆A5判◆400頁◆予価5940円（本体5400円）
軟体動物の多様な世界を体系化。化石種から現生種ま
で、さまざまな種類を対象に分類、形態、保全などに
ついて詳述する。精緻な写真多数掲載。

140 � みすず書房
数学の問題の発見的解き方 1
ジョージ・ポリア／柴垣和三雄・金山靖夫訳
初版1964・最終版2017年◆A5判◆266頁◆予価5940円（本体5400円）

数学の問題の発見的解き方 2
ジョージ・ポリア／柴垣和三雄・金山靖夫訳
初版1967・最終版2017年◆A5判◆264頁◆予価5940円（本体5400円）
『いかにして問題をとくか』の著者による、解決のため
の発見学。数学を具体例として方法を説く。1巻「幾何
学の作図」、2巻「発見の規則？」ほか。
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