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ご 挨 拶

慶應義塾大学出版会
代表取締役社長　依田 俊之

　弊社は 1947 年 11 月 7 日に創立され、1996 年 4 月から現社名と
なりました。会社としては齢 75 歳ですが、出版を本業に据えてから
はまだ 25 歳の若輩モノです。
　弊社が出版社を名乗ったその年が出版業界のピークでした。業界
売上が右肩下がりを続ける中で学術書の刊行を継続し、成長をつづ
けることが出来ましたのは、貴重な学問の成果を託してくださった著
者の方 と々その果実を求める読者の元へと紙版あるいは電子版の書籍
として届けるにあたってご尽力いただいた全国の書店、販売会社、印
刷会社､ 製本会社、製紙関連会社の皆様のお陰です。この場を借り
て厚く御礼申し上げます。
　今後も 21 世紀の「知」の在り方を探りつつ、すそ野の広い学術書
を刊行してまいります。倍旧のご支援の程、宜しくお願い申し上げます。
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人文科学書①
【哲学・思想、宗教】

人
文
科
学
書
①

ライプニッツの創世記 
自発と依存の形而上学
根無一信  著

ライプニッツ研究において、これまで「矛盾」
とみなされてきた、被造物の「自発性」と「依
存性」。この両概念の並存可能性を立証するとと
もに、予定調和の世界でも人間は自由であるこ
とを示す力作。 

6,160円
A5判上製・336頁
2017年
978-4-7664-2455-3

【哲学・思想】
 50点

同一性と個体
種別概念に基づく統一理論に向けて

横路佳幸 著

哲学において最も基本的かつ重要な概念である
「同一性」を統一的な視点から解明する。形而上学・ 
意味論 ・ 認識論の三つの相における「同一性」の
諸問題に取り組み、その統一理論を提唱する野心
的試み。 

6,600円
A5判上製・452頁
2021年
978-4-7664-2760-8

ジャンセニスム　生成する異端
近世フランスにおける宗教と政治
御園敬介 著

宗派対立を超えて、異端の認定をめぐる排除と抵
抗の力学を明らかにし、近世フランスにおける共
同体と個人の関係を再考する。徹底した文献調査
に基づき、もうひとつの歴史を丹念に掘り起こす、
革新的な一冊！　 

9,460円
A5判上製・400頁
2020年
978-4-7664-2653-3

カントの批判的法哲学

松本和彦 著
カント最晩年の著作『法論の形而上学的基礎論』
は、従来カント哲学研究によって『純粋理性批判』
『実践理性批判』における「批判哲学」とは矛盾
する老衰の作として捉えられてきた。カントの哲
学、法哲学を解明する大作。 

16,500円
A5判上製・896頁
2018年
978-4-7664-2531-4

カント 未成熟な人間のための思想
想像力の哲学
永守伸年  著

啓蒙されるべき未成熟な理性は、いかにして自ら
を啓蒙するのか？　カント哲学がはらむ〈啓蒙の
ジレンマ〉を〈想像力〉を読み解くことで解決し
ようとする意欲作。令和 2年度日本倫理学会和
辻賞（著作部門）受賞。 

4,950円
A5判上製・292頁
2019年
978-4-7664-2627-4
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書
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芸術とその対象

リチャード・ウォルハイム 著／松尾大 訳
再現や表現、意図の意味など、美学の基本問題に
ついて現在の定説を基礎づけた 1968 年刊行のロ
ングセラー。芸術作品を哲学的に考察し、文化や
社会においてそれらがどのような役割を果たして
いるか明らかにする。 

4,620円
四六判上製・320頁
2020年
978-4-7664-2684-7

バウムガルテンの美学
図像と認識の修辞学
井奥陽子 著

バウムガルテンの美学が伝統的修辞学と強固に結
びついていたことの内実と意義を問うことによっ
て、未完の主著『美学』のうちに、現代にも通じ
る芸術論の可能性を見出し再評価する、本邦初の
研究書。 

6,380円
A5判上製・344頁
2020年
978-4-7664-2655-7

ウィトゲンシュタインの教育学
後期哲学と「言語の限界」
渡邊福太郎 著

人が言葉を教え／学ぶ時、何が起こっているのか。
コミュニケーションに内在する宿命的なパラドク
スを解きほぐし、「教えること」の意味を根底か
ら問い直す。私と世界の限界を超えて、他者に触
れうる可能性を提示する意欲作。 

4,620円
四六判上製・264頁
2017年
978-4-7664-2443-0

フランツ・ローゼンツヴァイク
生と啓示の哲学
丸山空大 著

自らの内部のドイツ性とユダヤ性の二重性と向き
合い、啓示の意味、すなわち人間と神との関係を
探究した思想家の、生涯にわたる思想的展開とそ
の到達点を明らかにする。2019年度日本宗教学
会賞受賞。 

7,700円
A5判上製・504頁
2018年
978-4-7664-2568-0

芸術の言語

ネルソン・グッドマン 著／戸澤義夫・松永伸司 訳
芸術を〈記号システム〉として解読し、記号の一
般理論を構築する。絵画、音楽、ダンス、文学、
建築……芸術へのアプローチを根本的に転換した
20 世紀美学の最重要著作。 

5,060円
四六判上製・352頁
2017年
978-4-7664-2224-5

共和主義者モンテスキュー
古代ローマをめぐるマキァヴェッリとの交錯
定森亮  著

古代ローマ史解釈をめぐるマキァヴェッリとの内
的対話から、市民とは誰か、自由とは何か、変わ
りゆく時代のなかで、ありうべき共和政とはい
かなるものかを問い続けた共和主義者モンテス
キューの思想の核心に迫る。 

6,380円
A5判上製・400頁
2021年
978-4-7664-2727-1

功利とデモクラシー
ジェレミー・ベンサムの政治思想
フィリップ・スコフィールド 著／川名雄一郎・高島和哉・戒能通弘 訳

支配する少数者の「邪悪な利益」をいかに制御
するか。稀代の思想家ベンサムが掲げた〈功利〉
と〈民主主義の新たな側面に光を当てたスコ
フィールドの二〇年に渡る研究の到達点、つい
に刊行。 

16,500円
A5判上製・628頁
2020年
978-4-7664-2642-7

ベンサムの言語論
功利主義とプラグマティズム
高島和哉 著

プラグマティックな言語論がベンサムの功利主義
思想の哲学的基礎にあることを明らかにし、心理
学、倫理学、法学、政治学など人間と秩序全般に
わたる彼の厖大な思索を統一的に把握する。 

9,350円
A5判上製・512頁
2017年
978-4-7664-2449-2
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（コンパクト版で読む福澤諭吉の本）

福翁百話

福澤諭吉 著／服部禮次郎 編
宇宙の広大さにくらべ、人間はまるで蛆虫のよう
で、人生は一時の戯れにすぎないが、その戯れを
戯れとせず、日々を熱心かつ真剣に過ごすことこ
そ「独立自尊」の主義である── ｡ モラリスト
福澤、老成円熟の境地｡  

1,540円
全書判並製・398頁
2009年
978-4-7664-1625-1

福澤諭吉事典

福澤諭吉事典編集委員会 編
福澤諭吉生誕 175 年・慶應義塾創立 150 年記念
出版。今、時代をひらく勇気と出会う。66 年の
生涯とその思想、日常の素顔など福澤の全身像が
みえる画期的な個人事典。現代の課題に通じる多
くの知見に溢れる。 

15,400円
A5判上製函入・1164頁
2010年
978-4-7664-1800-2

（コンパクト版で読む福澤諭吉の本）

西洋事情

福澤諭吉 著／マリオン・ソシエ 、西川俊作 編
西洋の先端技術や社会制度など、近代化に必要な
情報と知識を、自らの渡米・渡欧体験をもとにわ
かりやすく体系的に紹介した西洋文明入門書。幕
末・維新期の日本人に多大な影響を与えた大ベス
トセラー。 

1,540円
全書判並製・386頁
2009年
978-4-7664-1622-0

（コンパクト版で読む福澤諭吉の本）

学問のすゝめ

福澤諭吉 著／小室正紀・西川俊作 編
「天は人の上に人を造らず、人の下に人を造らず
と云えり」の名言ではじまる、近代日本を代表
する著作。明治維新を迎え、これからの時代の
新しい「知」のあり方を説いた、福澤思想のエッ
センス。 

1,100円
全書判並製・288頁
2009年
978-4-7664-1623-7

（コンパクト版で読む福澤諭吉の本）

文明論之概略

福澤諭吉 著／戸沢行夫 編
『学問のすゝめ』、『福翁自伝』と並ぶ、福澤諭吉
の代表作。達意の文章、豊富な事例、緻密な分析
で文明の本質を体系的に説き明かし、「多事争論」
「自由な気風」の精神から、あらためて日本〈近代〉
の歩みを問うた名著。 

1,540円
全書判並製・418頁
2009年
978-4-7664-1624-4

ありふれたものの変容
芸術の哲学
アーサー・Ｃ・ダントー 著／松尾大 訳

アンディ・ウォーホルの《ブリロ・ボックス》は
なぜ芸術なのか？　芸術表象を独自に解釈し、メ
タファー、表現、様式を体系的に説明する。平凡
なものがどのように芸術になるのか、哲学的に明
らかにする 20 世紀美学最大の成果。 

5,060円
四六判上製・372頁
2017年
978-4-7664-2484-3

なぜフィクションか？
ごっこ遊びからバーチャルリアリティまで
ジャン＝マリー・シェフェール 著／久保昭博 訳

物語論、哲学、人類学、心理学、認知科学等の観
点から、文学や映画からビデオゲームにいたるあ
らゆるフィクションの形式を分析し、フィクショ
ンを人類に普遍的に備わる「心的能力」としてと
らえなおす重要書。 

5,500円
A5判上製・352頁
2019年
978-4-7664-2575-8

哲学は環境問題に使えるのか
環境プラグマティズムの挑戦
アンドリュー・ライト、エリック・カッツ 編著／岡本裕一朗・田中朋弘 監訳

現実の環境問題について対処できない、従来の
非 - 人間中心主義的な「環境倫理学」を批判し、
プラグマティズム的転回によって新たな地平を
切り開いた記念碑的アンソロジー。現代の環境
倫理学の議論は本書を抜きに語れない。 

5,940円
A5判上製・464頁
2019年
978-4-7664-2612-0
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伝記　小泉信三

神吉創二 著
塾長として戦時の慶應義塾を守り、戦後は文筆家
として日本の幅広い層に影響を与え、今上天皇の
皇太子時代の御教育常時参与として世に知られる
小泉信三。その生涯を、平易な文体で描いた待望
の伝記。 

2,640円
A5判並製・240頁
2014年
978-4-7664-2159-0

福澤諭吉とフリーラヴ

西澤直子 著
近代社会における新しい家族の姿はどうあるべき
なのか。人びとの一生を左右する「家」をどのよ
うに考えるのか。さまざまな機会に揺れ動きなが
ら、両性関係と家族のゆくえを見つめ続けた福澤
諭吉のあらたな側面に迫る。 

3,080円
四六判上製・280頁
2014年
978-4-7664-2116-3

小泉信三エッセイ選 1　善を行うに勇なれ

小泉信三 著／山内慶太・神吉創二・都倉武之・松永浩気 編
戦前・戦中の慶應義塾長として、また戦後、日本
を代表する言論人として執筆した、数多のモラル・
バックボーンとなる文章に加え、東京オリンピッ
ク、皇太子殿下（今上天皇）に関わるエッセイ等
六十余編を収録。歿後 50年記念出版。 

3,080円
四六判上製・304頁
2016年
978-4-7664-2383-9

小泉信三エッセイ選 2　私と福澤諭吉

小泉信三 著／山内慶太・神吉創二・都倉武之・松永浩気 編
福澤諭吉の膝下に育ち、慶應義塾長を長く務めた
小泉が描く、追憶の福澤像の数々。近代日本の偉
人を温かい眼差しで見つめ、独立自尊の精神を継
承する。慶應義塾ひいては近代日本の一つの思想
体系をあぶり出す。 

3,080円
四六判上製・304頁
2017年
978-4-7664-2384-6

練習は不可能を可能にす

小泉信三 著／山内慶太・神吉創二 編
果敢なる闘士たれ、潔き敗者たれ―。スポーツを
語って人生の生き方におよぶ、名文集。気品あふ
れる文章を味わえる一冊。 

2,640円
四六判上製・328頁
2004年
978-4-7664-1062-4

（コンパクト版で読む福澤諭吉の本）

福翁自伝　福澤全集緒言

福澤諭吉 著／松崎欣一 編
「一身にして二生」を生きた痛快な人生行路を、
臨場感あふれる筆致で描いた自伝文学の最高傑作
『福翁自伝』｡ 著訳活動に込めた思いを自ら綴った
『福澤全集緒言』｡ 次世代に託す「遺言」ともいえ
る、最晩年の 2著作を収録｡

1,760円
全書判上製・582頁
2009年
978-4-7664-1626-8

福澤諭吉　歴史散歩

加藤三明・山内慶太・大澤輝嘉 著
福澤諭吉の自伝『福翁自伝』に沿いながら、中津・
大阪・東京・ロンドン・パリなどの福澤諭吉ゆか
りの地を辿りながら、彼が生きた時代の背景を知
ることができる一冊。史跡めぐり愛好者にもおす
すめ。 

2,750円
A5判並製・200頁
2012年
978-4-7664-1984-9

福澤諭吉と女性

西澤直子 著
「男子亦この書を読むべし」。明治の日本で、「男
女平等」を公言した福澤諭吉。彼の近代化構想に
女性はいかなる位置を占めたのか。福澤の真意を
読み解き、今もなお古びることのない「近代人」
としての肖像を鮮やかに描き出す。 

2,750円
四六判上製・304頁
2011年
978-4-7664-1907-8
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（井筒俊彦全集 第八巻）

意味の深みへ
一九八三年 ― 一九八五年
井筒俊彦 著／木下雄介 解題・索引

東洋哲学と現代思想を懸け橋する一冊。単行本・
著作集未収録の「『中央公論』と私」を収録。「デ
リダ論」等の現代思想を展開し、そこから東洋哲
学を読み解こうとする野心的な内容。解題、索引、
月報付き。

6,600円
四六判上製函入・580頁
2014年
978-4-7664-2078-4

（井筒俊彦全集 第四巻）

イスラーム思想史
一九五四年 ― 一九七五年
井筒俊彦 著／木下雄介 解題・索引

『研究社世界文学辞典』への執筆項目「アラビア
文学」「トルコ文学」「ペルシア文学」から始まり、
レバノンやカナダ等から日本へ宛てた便りなどユ
ニークな著作、そして代表著作『イスラーム思想
史』を収録。解題、索引、月報付き。

7,480円
四六判上製函入・632頁
2014年
978-4-7664-2074-6

（井筒俊彦全集 第五巻）

存在顕現の形而上学
一九七八年 ― 一九八〇年
井筒俊彦 著／木下雄介 解題・索引

長年に亘る海外での思索が日本語著作として結実
する著作群を発表年月日順に収録。今道友信らと
の対談や師や朋友を語るエッセイなど、日本語で
自らの思想を紡ぎだそうとした第三期初動の巻。
解題、索引、月報付き。

7,480円
四六判上製函入・640頁
2014年
978-4-7664-2075-3

（井筒俊彦全集 第六巻）

意識と本質
一九八〇年 ― 一九八一年
井筒俊彦 著／木下雄介 解題・索引

海外での 20年に亘る活動をへて、「東洋思想」
の新たな世界を切り拓こうとした主著「意識と本
質」を収録。また、解題では収録作品の基本的な
書誌情報に加え、『意識と本質』各版の重要な校
異を記す。解題、索引、月報付き。

6,600円
四六判上製函入・516頁
2014年
978-4-7664-2076-0

（井筒俊彦全集 第七巻）

イスラーム文化
一九八一年 ― 一九八三年
井筒俊彦 著／木下雄介 解題・索引

イスラームという宗教、文化を知るための、最適
の書。著作集・単行本未収録の「イラン・イスラ
ムの黙示録」は、イランでの生活やホメイニ革命
について語る貴重な逸品。解題、索引、月報付き。

8,580円
四六判上製函入・708頁
2014年
978-4-7664-2077-7

（井筒俊彦全集 第一巻）

アラビア哲学
一九三五年 ― 一九四八年
井筒俊彦 著／木下雄介 解題・索引

井筒の詩への若き情熱が感じられる「ぴろそぴあ
はいこおん」、古典言語論、ロシア人論、そして
初期代表著作「アラビヤ哲学」等、井筒思想の原
石がまとめられた一冊。解題、索引、月報付き。 

6,600円
四六判上製函入・540頁
2013年
978-4-7664-2071-5

（井筒俊彦全集 第二巻）

神秘哲学
一九四九年 ― 一九五一年
井筒俊彦 著／木下雄介 解題・索引

初期代表著作の『神秘哲学』を収録。その他、初
期の思想形成期に特徴的な「詩と哲学」の関係を
正面から論じたエッセイなど、井筒の神秘主義へ
の理解に必読の著作群を収録。充実の解題、索引、
月報付き。

7,480円
四六判上製函入・660頁
2013年
978-4-7664-2072-2

（井筒俊彦全集 第三巻）

ロシア的人間
一九五一年 ― 一九五三年
井筒俊彦 著／木下雄介 解題・索引

初期代表著作の『露西亜文学』『ロシア的人間』
を収録。その他、初期の思想形成期に特徴的な「詩
と哲学」の関係を論じたエッセイや、井筒の「ロ
シア」への若き時代のパトスに溢れた著作群を収
録。解題、索引、月報付き。

7,480円
四六判上製函入・612頁
2014年
978-4-7664-2073-9
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（井筒俊彦英文著作翻訳コレクション）

存在の概念と実在性

井筒俊彦 著／鎌田繁 監訳／仁子寿晴 訳
何かが「ある」、それは「何」なのか ―。西洋哲
学との接点を探りつつ、存在と本質をめぐるイス
ラーム形而上学の真髄を知らしめた一冊、待望の
邦訳。

4,180円
A5判上製・272頁
2017年
978-4-7664-2456-0

（井筒俊彦全集 第十二巻）

アラビア語入門

井筒俊彦 著／木下雄介 解題・索引
井筒俊彦のもう一つの真骨頂である言語論集
（1939-55）。井筒哲学の根底を築く、言語へのま
なざしが窺える一冊。代表作「アラビア語入門」
ほか、「アッカド語」「ヒンドスターニー語」など
を収録。解題、索引、月報付き。

8,580円
四六判上製函入・624頁
2016年
978-4-7664-2082-1

（井筒俊彦全集）

井筒俊彦全集 別巻
（講演音声 CD付き）
井筒俊彦 著／木下雄介 解題・索引

これまで単行本には収録されることのなかった幻
の著作をふくむ 18篇を補遺として収録。本全集
初公開となる新発見原稿、井筒俊彦訳イブン・ア
ラビーの『叡智の台座』（第一章）、「東洋哲学の
行方を考える」を収録。

7,920円
四六判上製函入・464頁
2016年
978-4-7664-2083-8

（井筒俊彦英文著作翻訳コレクション）

老子道徳経

井筒俊彦 著／古勝隆一 訳
井筒による『老子道徳経』英訳遺稿の邦訳。語り
手の老子を、永遠なる「道」と一体化した一個の
人格「私」として捉え、そこに流れる一貫した強
力な思想を読みとる。これまでにない老子観を提
示する新訳。分かりやすい序文つき。

4,180円
A5判上製・272頁
2017年
978-4-7664-2415-7

（井筒俊彦英文著作翻訳コレクション）

クルアーンにおける神と人間
クルアーンの世界観の意味論 

井筒俊彦 著／鎌田繁 監訳／仁子寿晴 訳
God and Man in the Koran (1964) の邦訳。クル
アーンの言語世界の中心をなす「創造主である神」
と「被造物たる人間」との関係を、意味論的に分
析する世界的名著、待望の翻訳刊行。

6,380円
A5判上製・400頁
2017年
978-4-7664-2416-4

（井筒俊彦全集 第九巻）

コスモスとアンチコスモス
一九八五年 ― 一九八九年（講演音声 CD付き）
井筒俊彦 著／木下雄介 解題・索引

思索の円熟期に書かれた著作群を発表年月日順に
掲載。単行本・著作集未収録の『西田幾多郎全
集』推薦文、「風景」などを収録。貴重な講演音
声 CD「コスモスとアンティ・コスモス―東洋哲
学の立場から」、解題、索引、月報付き。

7,700円
四六判上製函入・492頁
2015年
978-4-7664-2079-1

（井筒俊彦全集 第十巻）

意識の形而上学
一九八七年 ― 一九九三年
井筒俊彦 著／木下雄介 解題・索引

1987 年～ 1993 年に書かれた著作を、発表年月
日順に収録。生前単行本に収められなかった、ア
ンケート「ギリシア悲劇と私」への回答、「二十
世紀日本の読書遍歴」収録。解題、索引、月報付き。

8,580円
四六判上製函入・704頁
2015年
978-4-7664-2080-7

（井筒俊彦全集 第十一巻）

意味の構造
一九九二年
井筒俊彦 著／木下雄介 解題・索引

『コーラン』の意味論的分析を試みる井筒の代表
的英文著作�e Structure of the Ethical Terms in 
the Koran(1959）をもとに、日本向けに改訂され
た 1992 年の著作を収録。解題、索引、月報付き。

6,380円
四六判上製函入・452頁
2015年
978-4-7664-2081-4
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文化と霊性

樫尾直樹 編
霊性＝スピリチュアリティ文化を、多角的に論じ
る。スピリチュアル・ブームの光の側面だけでな
く、カルト問題などに見られる闇の側面まで取り
あげ、「スピリチュアリティ」という人間の本源
的な意識と意味に迫る。 

3,080円
四六判上製・288頁
2012年
978-4-7664-1970-2

（井筒俊彦英文著作翻訳コレクション）

スーフィズムと老荘思想　上
比較哲学試論
井筒俊彦 著／仁子寿晴 訳

日本語著作の空白の時代を埋める最重要著作、つ
いに刊行。上巻は、イスラーム神秘哲学の頂点、
イブン・アラビーの存在論。『井筒俊彦全集』と『井
筒俊彦英文著作翻訳コレクション』で、井筒思想
の全貌が明らかになる。

5,940円
A5判上製・416頁
2019年
978-4-7664-2460-7

（井筒俊彦英文著作翻訳コレクション）

スーフィズムと老荘思想　下
比較哲学試論
井筒俊彦 著／仁子寿晴 訳

東洋の二大叡智を真髄を解き明かす、井筒俊彦の
最重要著作。上巻のスーフィズムにつづき下巻は
老子と荘子の存在論、イスラーム神秘哲学との比
較哲学的考察。井筒意味論の展開を解明する訳者
解説つき。

5,940円
A5判上製・368頁
2019年
978-4-7664-2461-4

（井筒俊彦英文著作翻訳コレクション）

言語と呪術

井筒俊彦 著／安藤礼二 監訳／小野 純一 訳
若き井筒俊彦が、考古学、人類学、言語学、宗教学、
心理学、詩学の成果を消化吸収し、大胆に提示し
た「意味」の始原。井筒哲学の起源にして、その
後の展開のすべてを萌芽状態のままに孕んだ〈言
語学原論〉。

3,520円
A5判上製・272頁
2018年
978-4-7664-2457-7

（井筒俊彦英文著作翻訳コレクション）

イスラーム神学における信の構造
イーマーンとイスラームの意味論的分析 

井筒俊彦 著／鎌田繁 監訳／仁子寿晴・橋爪烈 訳
イスラーム思想史・神学史を考える上で最も興
味深い 7世紀末から 18 世紀にいたるまで、個人
的・実存的な「信じること」や「信仰」のあり方
が、いかに理性のフィルターを通し、概念化され
ていったのかを辿る。

6,380円
A5判上製・440頁
2018年
978-4-7664-2458-4

（井筒俊彦英文著作翻訳コレクション）

東洋哲学の構造
エラノス会議講演集
井筒俊彦 著／澤井義次 監訳／金子奈央・古勝隆一・西村玲 訳

井筒を世界に知らしめた伝説の〈エラノス会議〉
講演集。老荘思想から禅仏教、華厳、儒教、水墨
画、俳句、シャマニズムまで、「東洋思想」を縦
横無尽に語った全 12回の名講演を収録。

7,480円
A5判上製・552頁
2019年
978-4-7664-2459-1

【宗教】
 5点
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エリアーデ＝クリアーヌ往復書簡 1972－ 1986

ミルチャ・エリアーデ、ヨアン・ペトル・クリアーヌ 著／ダン・ペトレスク、テレザ・クリアーヌ =ペトレスク 編／佐々木啓・奥山史亮 訳

宗教学の世界的泰斗ミルチャ・エリアーデと異端
の弟子ヨアン・クリアーヌが、1972 年から 1986 
年にわたり、母国語ルーマニア語で交わした 111
通の往復書簡。2人の異能なる宗教学者の対話か
ら、新たな宗教学の可能性を問う。 

6,050円
A5判上製・264頁
2015年
978-4-7664-2247-4

イスラーム法の子ども観
ジェンダーの視点でみる子育てと家族
小野仁美 著

イスラーム教徒の日常生活の規範を記すイスラー
ム法が、いかに「子ども」や「家族」、「子育て」
を規定していたのか。古典イスラーム法学書を中
心に、ジェンダー視点を交えて家族像を探る。第
15回女性史学賞受賞。 

6,380円
A5判上製・288頁
2019年
978-4-7664-2641-0

イスラームのアダム
人間をめぐるイスラーム神秘主義の源流
澤井真 著

旧約聖書に登場する、「最初の人類」として特別
な存在であるアダム。その存在は、イスラーム神
秘主義の文脈でいかに解釈されてきたのか。宗教
学的視点からの詳細な分析を通し、イスラームに
おける人間存在の意味を考察する。 

4,950円
A5判上製・288頁
2020年
978-4-7664-2712-7

シャンカラ派の思想と信仰

澤井義次 著
インド最大の哲学者といわれるシャンカラの宗教的
著作の言葉は、彼を信仰する人びとにどのような意
味世界を与え、また、それらは彼らの具体的宗教伝
統とどのように接合されうるのか。新たな宗教学的
パースペクティブを提示する画期的な一冊。 

8,800円
A5判上製・368頁
2016年
978-4-7664-2357-0
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人文科学書②
【日本史・世界史・民俗学】

人
文
科
学
書
②

長与専斎と内務省の衛生行政

小島和貴 著
明治期日本の衛生行政黎明期における、初代内務省
衛生局長・長与専斎の構想と行動を検証。医学を政
府が法律・政策によって積極的に運用する「政務的
運用」と、その効果を上げるための「官民協調」の
二つの方針について、第一次資料から明らかにする。

5,940円
A5判上製・304頁
2021年
978-4-7664-2750-9

【日本史】
12点

万葉の史的世界

川﨑晃 著
『萬葉集』を木簡や正倉院文書とともに読む。万
葉歌が詠まれた時代と場所をさまざまな資料から
復元。文芸世界と生活世界との乖離を、仮名表記
の差異と変容から読み解く。 

9,350円
A5判上製・416頁
2018年
978-4-7664-2529-1

幕府海軍の興亡
幕末期における日本の海軍建設
金澤裕之 著

明治期以降に偏重していたこれまでの海軍研究
とは一線を画し、幕末期の海軍建設と明治海軍
との連続性、非連続性に焦点を当て、幕府海軍
の軍事組織としての活動実態を実証的に明らか
にする力作。  

7,150円
A5判上製・296頁
2017年
978-4-7664-2421-8

西南戦争と自由民権

小川原正道 著
ペンか、剣か――。明治初期における反政府運動
の模索と葛藤。明治初期における反政府運動の思
想と行動をたどり、西南戦争の知的インパクトと、
自由民権運動が高揚していった背景を、歴史のな
かに浮き彫りにする。 

3,520円
四六判上製・248頁
2017年
978-4-7664-2434-8

選挙干渉と立憲政治

末木孝典 著
立憲政治は機能していたのか？　第 2 回衆議院
選挙（明治 25年）における選挙干渉事件を徹底
的に掘り下げ、藩閥政府対民党の権力構造を剔抉
する力作。

7,700円
A5判上製・356頁
2018年
978-4-7664-2530-7
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昭和期政軍関係の模索と総力戦構想
戦前・戦中の陸海軍・知識人の葛藤
玉木寛輝 著

昭和戦前期における在郷軍人と陸軍中央のせめぎ
あいとは何だったのか。また総力戦の危機の時代
に「統帥権の独立」は容認されるものであったの
か。軍と知識人の、武力によらず目的を達成しよ
うとする総力戦論を探る、注目の書。 

7,150円
A5判上製・336頁
2020年
978-4-7664-2671-7

第一次世界大戦と日本の総力戦政策

諸橋英一 著
「総力戦・総動員＝ドイツ由来」説を覆す。対敵取
引禁止令、戦時船舶管理令、戦時利得税、軍需工業
動員法などの導入過程を通じて、第一次世界大戦期
の日本をグローバルな新視点で捉える意欲作。第 7
回・日本防衛学会猪木正道賞（奨励賞）受賞。 

6,600円
A5判上製・424頁
2021年
978-4-7664-2749-3

『写真週報』とその時代（下） 
戦時日本の国防・対外意識
玉井清 編著

政府の宣伝戦はいかに展開されたか̶。下巻では、
啓蒙活動による国防意識の刷り込みや、時局・戦
局の推移とともに変化する外交方針、同盟国の礼
賛と英米に対する誹謗などが喧伝された様相を描
き出す。「戦争の時代」の全体像に迫る好著。 

3,740円
A5判並製・376頁
2017年
978-4-7664-2436-2

日本帝国の崩壊
人の移動と地域社会の変動
柳沢遊・倉沢愛子 編著

日本帝国勢力圏の形成と崩壊を人々の「生活」に
着目しつつ政治史・経済史・社会史の視点から描
写。克明な実証に基づいて敗戦を挟んだ「1940 
年代史」を再構築する。 

7,040円
A5判上製・488頁
2017年
978-4-7664-2430-0

養蚕と蚕神
近代産業に息づく民俗的想像力
沢辺満智子 著

科学知と在来知、国家イデオロギーと民俗的想像
力――。国家政策と女性たちの感情・感覚のせめ
ぎ合いから、“ 養蚕 ” の新たな姿を紡ぎ出す。近
代産業のもう一つの側面を鮮やかに織り上げる、
気鋭の力作。第 48 回「澁澤賞」受賞。 

6,160円
A5判上製・332頁
2020年
978-4-7664-2644-1

『写真週報』とその時代（上） 
戦時日本の国民生活
玉井清 編著

戦時中、政府のプロパガンダを国民にアピールする
目的で発行されていた国策グラフ誌『写真週報』の
画像をテーマ別に紹介しつつ分析。上巻では、創刊
事情の詳述ののち、モノから人へと動員が広がり変
容していく国民生活の実態を明らかにする。 

3,740円
A5判並製・368頁
2017年
978-4-7664-2435-5

戦後法制改革と占領管理体制

出口雄一 著
戦後日本史の起点ともなる占領期。この極めて混
乱した権力・政治状況下における法制改革の実態
と占領管理の構造を解明する。占領期前後の日本
の法制度・法文化の跛行した歩みをまさに連続性
をもって描く、学界未到の領域への挑戦的著作。 

7,480円
A5判上製・520頁
2017年
978-4-7664-2433-1
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（慶應義塾大学東アジア研究所叢書）

中国料理と近現代日本
食と嗜好の文化交流史
岩間一弘 編著

中国料理をめぐる政治・社会情勢に着目しながら、
東アジアにおける食の文化交流の多様な軌跡をひ
もとき、新たな史実を究明する。 

5,720円
A5判上製・392頁
2019年
978-4-7664-2643-4

帝国大学の朝鮮人
大韓民国エリートの起源
鄭鍾賢 著／渡辺直紀 訳

近代日本のエリート養成所であり、朝鮮独立運動
の水源地でもあった帝国大学で学んだ朝鮮人たち
の足跡をはじめて明らかにする、韓国のベストセ
ラー歴史書。巻末には東京帝国大学と京都帝国大
学の朝鮮人学生名簿を掲載。 

3,740円
四六判上製・352頁
2021年
978-4-7664-2735-6

韓国「建国」の起源を探る
三・一独立運動とナショナリズムの変遷
小野容照 著

「民主主義国家・韓国」は、三・一独立運動から
はじまったのか？　日本・中国・米欧・ロシアを
含めたグローバルな視点から独立運動の歴史的過
程を丹念に描き、現在の韓国が掲げる「建国」神
話を問い直す。 

2,970円
四六判並製・312頁
2021年
978-4-7664-2785-1

食卓の上の韓国史
おいしいメニューでたどる 20世紀食文化史
周永河 著／丁田隆 訳

1876 年の開港以降、朝鮮半島には多くの外国人
が流入し、西洋・中国・日本の食が朝鮮の料理を
大きく変化させた。「食べること」をとおして韓
国の歴史と社会をダイナミックに描く「食の人文
学」！ 

3,740円
A5判並製・464頁
2021年
978-4-7664-2784-4

中国料理の世界史
美食のナショナリズムをこえて
岩間一弘 著

世界に広がり、人々に愛され「国民食」へと変貌
をとげた「中国料理」。国家建設とナショナリズ
ムに注目しながら、アジアからアメリカ、ヨーロッ
パを縦横無尽に旅して、中国料理と中国系料理の
巨大で口福な歴史を味わいなおす。 

2,750円
四六判並製・656頁
2021年
978-4-7664-2764-6

【世界史】
28点

（慶應義塾大学東アジア研究所叢書）

アジア的空間の近代
知とパワーのグローバル・ヒストリー
山本信人 編著

19世紀半ば以降、ヨーロッパとアジアで主権国
家の再編と資本主義化が同時並行的に発生し、近
代的アジア空間が形成された。その裏で展開され
た知とパワーのダイナミックな流れを読み解く注
目の書。 

5,940円
A5判上製・336頁
2020年
978-4-7664-2663-2

世界史の中の近代日韓関係

長田彰文 著
日韓関係をめぐり、大国はどのように動いたの
か？　19 世紀以来、米国、ロシア、中国などが
織りなす力関係に翻弄される韓国（朝鮮）と日本
の関係をたどり、二国間関係に世界の動きから新
しい光をあてた一冊。 

2,640円
四六判並製・288頁
2013年
978-4-7664-2058-6
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（オックスフォード ブリテン諸島の歴史 第 3巻）

ヴァイキングからノルマン人へ

ウエンディ・デイヴィス 編／鶴島博和 日本語版監修・監訳
790年代に始まったヴァイキングの襲来から、
1066年のノルマン人の到来までのおよそ 300 年
間のブリテン諸島を概観。ヴァイキング、君主お
よびその他の政治構造、領主と労働者との関係等、
鍵となるトピックを網羅。

8,140円
A5判上製・448頁
2015年
978-4-7664-1643-5

地中海圏都市の活力と変貌

神崎忠昭・長谷部史彦 編著
地中海圏都市はいかにして人類史の中心であり続
けたのか。地中海圏都市の活力の源泉や様態、空
間的・社会的な変化や発展について、各地域・時
代で注目すべき都市と研究課題に照準を合わせて
論じる。 

3,850円
A5判上製・332頁
2021年
978-4-7664-2743-1

バロックの王国
ハプスブルグ朝の文化社会史 1550-1700年
R. J. W. エヴァンズ 著／新井皓士 訳

バロックとカトリシズム興隆の時代へと中欧の
姿が大きく変容する 17世紀。およそ 600年続い
たハプスブルク王朝の基礎を築くこの時代の深奥
を、中欧歴史研究の碩学、Ｒ . Ｊ . Ｗ . エヴァン
ズが精緻に描く。 

10,450円
A5判上製・598頁
2013年
978-4-7664-2025-8

（オックスフォード ブリテン諸島の歴史 第 1巻）

ローマ帝国時代のブリテン島

ピーター・サルウェイ 編／鶴島博和 日本語版監修／南川高志 監訳
新たな発見により、伝統的な歴史理解とは異なる
解釈が提示されているローマ帝国時代のブリテン
島。前 1世紀から 5世紀まで、カエサルの来島
から古代の終焉期までのブリテン諸島の実相を
様々な視点から立体的に描く。

5,280円
A5判上製・424頁
2011年
978-4-7664-1641-1

（オックスフォード ブリテン諸島の歴史 第 2巻）

ポスト・ローマ

トマス・チャールズ =エドワーズ 編／鶴島博和 日本語版監修／常見信代 監訳
ローマ撤退からヴァイキングの到来までの 5 ～ 8 
世紀のブリテン諸島。この時代にブリテン諸島に
存在していたあらゆるくにの民と王国、宗教、文
字文化、芸術の発展とその時代の動きを、領域横
断的に捉える。

5,280円
A5判上製・476頁
2010年
978-4-7664-1642-8

インドネシアのイスラーム改革主義運動
アラブ人コミュニティの教育活動と社会統合
山口元樹 著

彼らはいかにして「国民」になったのか？　イス
ラーム運動と国民国家が交錯する中で揺れ動く、
外来系マイノリティのアイデンティティ。その変
容の軌跡を描く気鋭の力作。第 17回東南アジア
史学会賞受賞。 

7,040円
A5判上製・296頁
2018年
978-4-7664-2517-8

マニラ・ガレオン貿易
陶磁器の太平洋貿易圏
宮田絵津子 著

スペイン人による銀と絹の交易と考えられてきた
マニラ・ガレオン貿易。しかしその実態は、より
様々な勢力とモノが入り乱れる、利権の坩堝だっ
た。考古学と文献史料双方から解明する、新たな
貿易像。 

5,500円
A5判上製・210頁
2017年
978-4-7664-2471-3

〈トルコ国民〉とは何か
民主化の矛盾とナショナル・アイデンティティー
鈴木慶孝 著

世俗主義／政教分離を国是としたトルコ。しかし
1980年代以降イスラームが公的イデオロギー化さ
れ、クルド人などの民族的マイノリティー問題等に
より、その枠組みは動揺している。多様性を包摂し
た「国民統合」政策の抱える矛盾と困難を描き出す。

7,480円
A5判上製・336頁
2020年
978-4-7664-2696-0
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（オックスフォード ブリテン諸島の歴史 第 11巻）

20世紀
1945年以後
キャスリーン・バーク 編／鶴島博和 日本語版監修／西沢保 監訳

イングランド一国史観を超えて、ブリテン諸島諸
地域の構造的関係を視野に、政治、経済、社会、
文化の変容を描く「ブリテン諸島」の通史。ロー
マ帝国時代からはじまったブリテン諸島歴史の叙
述が本巻で結末を迎える。

7,040円
A5判上製・370頁
2014年
978-4-7664-1651-0

（オックスフォード ブリテン諸島の歴史 第 7巻）

17世紀
1603年―1688年
ジェニー・ウァーモールド 編／鶴島博和 日本語版監修／西川杉子 監訳

イングランド・アイルランド・スコットランドの
三国からなる複合君主国に対する希望と失望。混
乱の渦にありながら形成されていくブリテン式の
「国家形成」とは。そのプロセスとそこで花開い
た文化の諸相を細緻に描く。

7,480円
A5判上製・452頁
2015年
978-4-7664-1647-3

（オックスフォード ブリテン諸島の歴史 第 8巻）

18世紀
1688年―1815年
ポール・ラングフォード 編／鶴島博和 日本語版監修／坂下史 監訳

議会王政、合同法、植民地の拡大、フランスとの
対抗、アメリカの独立―。ブリテン諸島のすべて
の地域が、経済発展と政治的安定によって徐々に
一体化へと向かいながら、帝国として成長してい
く世紀を活写する。

6,380円
A5判上製・376頁
2013年
978-4-7664-1648-0

（オックスフォード ブリテン諸島の歴史 第 9巻）

19世紀
1815年―1901年
コリン・マシュー 編／鶴島博和 日本語版監修／君塚 直隆 監訳

世界的覇権を誇るイギリス帝国最盛期を、学際的
なアプローチから描く。多元的なテーマを細密に
描く、ヴィクトリア朝ならびにイギリス帝国史。

5,280円
A5判上製・504頁
2009年
978-4-7664-1649-7

（オックスフォード ブリテン諸島の歴史 第 10巻）

20世紀
1901年―1951年
キース・ロビンズ 編／鶴島博和 日本語版監修／秋田茂 監訳

ヴィクトリア女王が死去した 1901 年から第 2 次
チャーチル内閣成立の 1951 年までの、帝国の最
盛期が再編を繰り返しつつ徐々に終焉に向かう過
渡期の 50年を、時代の転換をつくったキーワー
ドをおいながら展望する。

6,380円
A5判上製・376頁
2013年
978-4-7664-1650-3

（オックスフォード ブリテン諸島の歴史 第 5巻）

14・15世紀

ラルフ・グリフィス 編／鶴島博和 日本語版監修／北野かほる 監訳
1272年のエドワード一世のイングランド王即位
から 1509年のヘンリー八世の王位継承までの激
動の時代をあつかう。中世から近世への大転換を、
政治・文化・経済・社会・宗教などの視点から立
体的に描きだす。

5,280円
A5判上製・578頁
2009年
978-4-7664-1645-9

（オックスフォード ブリテン諸島の歴史 第 6巻）

16世紀
1485年―1603年
パトリック・コリンソン 編／鶴島博和 日本語版監修／井内 太郎 監訳

ルネサンスと宗教改革が起こり二人の王が三つの
王国を治めることになる 16 世紀ブリテン諸島。
この時代を政治、経済、社会、文化などの多角的
な視点から立体的に描く画期的な通史。

5,280円
A5判上製・480頁
2010年
978-4-7664-1646-6

（オックスフォード ブリテン諸島の歴史 第 4巻）

12・13世紀
1066年―1280年頃
ウエンディ・デイヴィス 編／鶴島博和 日本語版監修・監訳

イングランドのノルマン征服から 1282 年エド
ワード 1世のウェールズ侵攻前夜までのブリテン
諸島の歴史を、「征服」、「政治」、「経済」、「宗教」、「文
化」、「王権」という 6つの視点から明らかにする。

6,380円
A5判上製・512頁
2012年
978-4-7664-1644-2
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民俗学の思考法
〈いま・ここ〉の日常と文化を捉える
岩本通弥・門田岳久・及川祥平・田村和彦・川松あかり 編

いま・ここにある人びとの生を、その生活や日常、
文化を、ミクロな視点と同時代の世相や社会との
絡みのなかで捉える民俗学。民俗学の基本的な考
え方を初学者向けにわかりやすく解説する、決定
版テキスト！ 

1,980円
四六判並製・272頁
2021年
978-4-7664-2731-8

ライマン・ホームズの航海日誌
ジョン万次郎を救った捕鯨船の記録
川澄哲夫 翻訳・註

1841年、漂流中のジョン万次郎ら一行を救助し
たアメリカの捕鯨船「ジョン・ハウランド号」の
乗組員であったライマン・ホームズという若き水
夫が記した航海日誌。2000年に米国で発見され
た日誌を完全翻刻し、英和対訳版として刊行。 

16,500円
B5判変型上製・400頁
2012年
978-4-7664-1949-8

アメリカ国立公園の誕生
自然と近代国家の物語
寺崎陽子 著

1872年に誕生したアメリカの「国立公園」は、「保
護」と「利用」の狭間でその「価値」を目まぐる
しく変化させつつ、しかし一つの〈システム〉と
して駆動してきた。自然との向き合い方からアメ
リカの近代化を描いた画期的研究。 

6,380円
A5判上製・192頁
2021年
978-4-7664-2723-3

スターリン時代の記憶
ソ連解体後ロシアの歴史認識論争
立石洋子 著

独ソ戦や、スターリン体制による市民への大規模
な抑圧は、ロシアの人びとの記憶に何を遺したの
か――。体制転換後の新生ロシアにおけるソ連時
代の歴史認識論争の実像を、歴史教育や歴史教科
書をめぐる論争から明らかにする。 

4,950円
A5判上製・368頁
2020年
978-4-7664-2681-6

第一次世界大戦への道
破局は避けられなかったのか
ウィリアム・マリガン 著／赤木完爾・今野茂充 訳

大国間の平和維持メカニズムはなぜ崩壊したのか。各
国の国内情勢、外交の諸相、指導者の言動、軍部の計
画や認識、世論の動向などの分析を通じて明快に解き
明かす。大国が世界規模で複雑に交錯する現代にこそ、
学ぶべき「歴史の教訓」がちりばめられた一冊。 

3,520円
四六判上製・424頁
2017年
978-4-7664-2445-4

イギリスの対独「宥和」 　一九二四－一九三〇年
ヨーロッパ国際秩序の再編
藤山一樹 著

第一次世界大戦が終結しても反目を続けるフラン
スとドイツを前に、ヴェルサイユ条約の修正を選
んだ 1920年代後半のイギリス外交を政策決定者
の対外認識から再検討し、従来の「宥和＝失敗」
説を問い直す試み。 

5,940円
A5判上製・304頁
2019年
978-4-7664-2595-6

【民俗学】
14点
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折口信夫芸能史講義 戦後篇 上
池田彌三郎ノート
折口信夫 著／池田彌三郎 筆記／伊藤好英・藤原 茂樹・池田光 編

昭和 20年度、22年度、23年度に行なわれた折
口信夫の芸能史講義を、池田彌三郎ノートをもと
に書籍化。踏歌、田楽、幸若舞、猿楽、歌舞伎、
相撲 ―折口の古代研究の基底をなす「芸能史」
の全体像に迫る未発表講義録。 

7,150円
A5判上製・378頁
2015年
978-4-7664-2182-8

（精選 折口信夫 Ⅳ）

芸能史論

折口信夫 著／岡野弘彦 編／長谷川政春 解題
折口信夫（1887 年～ 1953 年）の学問研究およ
び釈迢空の筆名で発表された詩歌の作品をも含め
た、全著作からのアンソロジー。本巻は、百年前・
千年前に滅びた芸能の発生展開を再構築していく
折口の芸能史論を集成。 

3,080円
四六判上製・308頁
2019年
978-4-7664-2551-2

（精選 折口信夫 Ⅴ）

随想ほか・迢空詩編

折口信夫 著／岡野弘彦 編／長谷川政春 解題
折口信夫（1887 年～ 1953 年）の学問研究およ
び釈迢空の筆名で発表された詩歌の作品をも含め
た、全著作からのアンソロジー。本巻は、日本の
文学をはぐくんだ風土の随想を中心に、贖い切れ
ぬけがれを吐露した迢空の詩を収録。 

3,080円
四六判上製・356頁
2019年
978-4-7664-2552-9

（精選 折口信夫 Ⅵ）

アルバム

折口信夫 著／國學院大學折口博士記念古代研究所 監修／岡野弘彦 編／長谷川政春 解題

折口信夫（1887 年～ 1953 年）の学問研究およ
び釈迢空の筆名で発表された詩歌の作品をも含め
た、全著作からのアンソロジー。最終巻では、既
巻の巻立てにそうように、写真・図・直筆の書画
等で折口の幼年時からの足跡を辿りなおす。 

3,080円
四六判上製・232頁
2019年
978-4-7664-2553-6

折口信夫と古代を旅ゆく

芳賀日出男 写真／文
折口信夫の見た原風景を民俗写真の第一人者、芳
賀日出男が記録。70 年間あまり撮り続けた膨大
な写真の中から〝日本人の心の原点〟300 余枚を
厳選し、解説をつけた折口研究の決定版。 

3,520円
B5判 (横 )上製・152頁
2009年
978-4-7664-1500-1

（精選 折口信夫 Ⅱ）

文学発生論・物語史論

折口信夫 著／岡野弘彦 編／長谷川政春 解題
折口信夫（1887 年～ 1953 年）の学問研究およ
び釈迢空の筆名で発表された詩歌の作品をも含め
た、全著作からのアンソロジー。本巻は、「貴種
流離譚」や「笑いの文学」、「源氏物語論」などの
物語史とともにとらえるものである。 

3,080円
四六判上製・292頁
2018年
978-4-7664-2549-9

（精選 折口信夫 Ⅲ）

短歌史論・迢空短歌編

折口信夫 著／岡野弘彦 編／長谷川政春 解題
折口信夫（1887 年～ 1953 年）の学問研究およ
び釈迢空の筆名で発表された詩歌の作品をも含め
た、全著作からのアンソロジー。本巻は、古典短
歌、近代短歌の本質論とみずみずしい心の秘奥を
短歌実作に見る。 

3,080円
四六判上製・304頁
2018年
978-4-7664-2550-5

（精選 折口信夫 Ⅰ）

異郷論・祭祀論

折口信夫 著／岡野弘彦 編／長谷川政春 解題
折口信夫（1887 年～ 1953 年）の学問研究およ
び釈迢空の筆名で発表された詩歌の作品をも含め
た、全著作からのアンソロジー。本巻は、「異郷
論」、「聖水信仰論」、「祭祀論」などでとらえるも
のである。 

3,080円
四六判上製・296頁
2018年
978-4-7664-2548-2
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好古の瘴気
近代奈良の蒐集家と郷土研究
黒岩康博 著

近代奈良に充満する「好古の瘴気」に中てられた
郷土研究者たちの興味深い営為を詳細に追い、そ
こに立ち現れる強烈な現場・現物主義と、場所（踏
査）とモノ（収集）への飽くなき執着とから、地
域の知的構造を明らかにする。

7,040円
A5判上製・384頁
2017年
978-4-7664-2480-5

民話が語る自然科学
見つめなおす郷土の風景
宮橋裕司 著

日本の民話約 3,000 話を自然科学の観点から読
み解く教養書。民話を紡いだ日本人の豊かな想
像力、忘れられた郷土の自然が今よみがえる。
付録には、掲載した民話の位置がわかる「民話
マップ」を掲載。 

2,750円
A5判並製・256頁
2009年
978-4-7664-1602-2

南方熊楠
複眼の学問構想
松居竜五 著

南方熊楠研究の第一人者による「熊楠論」。西欧
の知的潮流に正面から向き合い、独創的な知を紡
いだ学者熊楠の思想形成プロセスを明らかにする
労作。第 15回角川財団学芸賞受賞。 

4,950円
A5判上製・628頁
2016年
978-4-7664-2362-4

南方熊楠のロンドン
国際学術雑誌と近代科学の進歩
志村真幸 著

国際学術誌に 376 篇もの英文論考を寄稿し、東
洋からの知見の提供によって、近代科学の発展を
支えた南方熊楠の営為を歴史的・国際的な視点か
ら捉えなおす、気鋭の力作。第 42 回サントリー
学芸賞（社会・風俗部門）受賞。 

4,400円
A5判上製・296頁
2020年
978-4-7664-2650-2

折口信夫芸能史講義 戦後篇 下
池田彌三郎ノート
折口信夫 著／池田彌三郎 筆記／伊藤好英・藤原 茂樹・池田光 編

昭和 24年度、27年度、28年度に行われた折口信
夫の講義を、池田彌三郎ノートをもとに書籍化。獅
子舞、風流、喜劇、曲芸― 折口芸能史の変遷をた
どる、未発表講義録。付録に、昭和 13 年度の「芸
能史」の講座と 28 年の「民俗学の話」を掲載。 

7,150円
A5判上製・426頁
2016年
978-4-7664-2326-6
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純潔の近代
近代家族と親密性の比較社会学
デビッド・ノッター 著

わたしたちが当たり前のように思っている「愛」
や「恋愛」は、歴史の産物にほかならない。日米
の比較を軸に、近代日本における「愛」の歴史を
辿り、日本近代の家族制度、結婚制度、文化の特
徴をあきらかにする。 

2,750円
四六判上製・256頁
2007年
978-4-7664-1423-3

【社会】
7点

ひれふせ、女たち
ミソジニーの論理
ケイト・マン 著／小川芳範 訳

「女性嫌悪」とされるミソジニーとは何か？　家父
長制を維持するための「魔女狩り」のメカニズム
を明らかにする革新的なフェミニズム思想のベス
トセラー。「ミソジニー」についての初めての研究
書であり、フェミニズム思想を刷新した注目作。 

3,520円
A5判並製・448頁
2019年
978-4-7664-2635-9

マルクス主義、フェミニズム、セックスワーク論
搾取と暴力に抗うために
森田成也 著

広がった格差の中で女性への差別と暴力を構造的に
とらえながら、ネオリベラリズムがもたらした女性
搾取のための詭弁「セックスワーク論」を正面から
批判し、資本主義と男性支配という現代の支配的な
社会システムの悪辣さを白日のもとにさらす。 

3,520円
四六判上製・320頁
2021年
978-4-7664-2734-9

少子高齢時代の女性と家族
パネルデータから分かる日本のジェンダーと親子関係の変容
津谷典子・阿藤誠・西岡八郎・福田亘孝 編著

『結婚と家族に関する国際比較調査（JGGS）』の
大規模パネルデータを基に、進学、就業から結婚、
出産、育児、そして介護まで広範なライフステー
ジに焦点を当て、日本社会の変容と少子化の深因
を描き出す。 

4,950円
A5判上製・368頁
2018年
978-4-7664-2498-0

（慶應義塾大学三田哲学会叢書　ars incognita）

モデル構成から家族社会学へ

渡辺秀樹 著
現代社会における家族の所相やその変容を扱う
「家族社会学」。その第一人者である著者の研究成
果を収録し、海外の研究者たちとの出会いやその
影響など、公表されていなかった裏側も述懐され
る一冊。 

770円
新書判並製・104頁
2014年
978-4-7664-2122-4
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支援から共生への道 Ⅱ
希望を共有する精神医療を求めて
田中康雄 著

クリニックを開院した著者が、日々の臨床の中で
面接という出会いに込める思いを綴る。医療や心
理の臨床に携わる方々、保護者にとって必読の書。
全国の保護者から絶大な人気を誇る児童精神科医
が臨床への真摯な思いをぶつけた随筆集第 2 弾！

1,980円
四六判上製・240頁
2016年
978-4-7664-2375-4

【教育】
17点

子どものうつ病
理解と回復のために
猪子香代 著

思春期特有の心理状態とうつの関係について解説
し、さらに発達障害をもつ子どもとうつのリスク
について説明を加えます。また、友だちとの関係
のとり方など親には言えない悩みについても、子
どもの立場を配慮してアドバイスします。 

2,640円
四六判並製・256頁
2012年
978-4-7664-1980-1

支援から共生への道
発達障害の臨床から日常の連携へ
田中康雄 著

発達障害という診断をもつ子ども、そして保護者
に、医師として何ができるのか。注目の児童精神
科医が、診察室を出て自ら教室や福祉施設へ足を
運び、「連携」を培っていく心の軌跡。支援に携
わる方々へのエールとなる書。 

1,980円
四六判上製・244頁
2009年
978-4-7664-1639-8

同性婚論争
「家族」をめぐるアメリカの文化戦争
小泉明子 著

アメリカの同性愛者の権利運動が、福音派を中心
とする保守から激しい反動を受けながらも、いか
に 2015 年に同性婚（婚姻の平等）を実現したの
か、その半世紀以上にわたる歴史を辿り、日本の
議論に架橋する。 

2,200円
四六判並製・240頁
2020年
978-4-7664-2700-4

ワーク・ファミリー・バランス
これからの家族と共働き社会を考える
高橋美恵子 編

スウェーデン・ドイツ・オランダの子育て世代にイン
タビュー調査し、男女が共に家族と仕事を両立するた
めの政策がどのように機能し、どんな課題があるのか
を生活の中からリアルに描き出す。日本が目指すべき
稼得・ケア共同型社会のあり方を探る意欲的な一冊。 

2,750円
四六判並製・288頁
2021年
978-4-7664-2779-0

子どものこころ
その成り立ちをたどる
小倉清 著

誕生から乳幼児期、小・中・高校にかけての子ど
ものこころの形成・発達過程を、豊富な具体例を
通してわかりやすく解説。著者は児童青年精神医
学界で活躍中の臨床医。父母、教師に一読をすす
める。 

2,640円
四六判並製・296頁
1996年
978-4-7664-0634-4

子どものこころの不思議
児童精神科の診療室から
村田豊久 著

子どものこころはどう育つのか、発達障害とは何
なのか。長年の臨床経験をもとに、エピソードを
まじえ、子どもの発達段階に合わせてこころの育
ちを解説。子どものこころの臨床の真髄がここに。
 

3,080円
四六判上製・320頁
2009年
978-4-7664-1638-1
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（子どものこころと体シリーズ）

学校の先生にも知ってほしい　アレルギーの子どもの学校生活

西間三馨 編著
喘息、アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎、食
物アレルギーへの学校対応について、第一線の専
門医が具体的に説明する。文部科学省「学校給食
における食物アレルギー対応指針」も解説。 

1,980円
四六判並製・224頁
2015年
978-4-7664-2237-5

子どもは育てられて育つ
関係発達の世代間循環を考える
鯨岡峻 著

いま、子育て・保育・教育を問い直す。「育ての
歪み」・「育ちの危うさ」にどう向かうか。「関係
発達論」の提唱者である著者が、保育や障害児教
育の現場の事例を挙げながら、子育て・保育・教
育の何が問題なのかを解く。 

3,300円
A5判上製・332頁
2011年
978-4-7664-1780-7

（子どものこころと体シリーズ）

学校の先生にも知ってほしい　慢性疾患の子どもの学校生活

満留昭久 編
慢性疾患をもつ病弱児童が学校生活を送るにあた
り、保護者と学校関係者が知っておくべき基礎的
な知識をコンパクトに収録。病気の基礎知識、学
校生活での配慮事項などを病気ごとに解説。 

2,200円
四六判並製・240頁
2014年
978-4-7664-2094-4

（子どものこころと体シリーズ）

発達障害の疑問に答える

黒木俊秀 編著
発達障害の特性について「発達障害とは何か」「診
断と治療」「保育園・幼稚園や学校での対応」「当
事者や保護者・きょうだいへの配慮」と大切なポ
イントに焦点を当てて、研究・臨床、支援に携わ
る第一人者が解説。 

1,870円
四六判並製・200頁
2015年
978-4-7664-2236-8

重度・重複障害教育におけるカリキュラム評価
自立活動の課題とカリキュラム・マネジメント
一木薫 著

「個を基点とする教育」として「自立活動」が実施され
るようになって半世紀。「自立活動」を教師はどう捉え
指導を行ってきたのか。教師、保護者への綿密な調査
を元に、これまでの成果と課題を探り出し、これから
の重度・重複障害教育の指針を提示する渾身の書。 

4,180円
A5判上製・208頁
2020年
978-4-7664-2697-7

（子どものこころと体シリーズ）

学校の先生・ＳＣにも知ってほしい　不登校の子どもに何が必要か

増田健太郎 編著
不登校をどのように理解し、どのようにかかわっ
ていくべきか。予防と支援の視点から、不登校支
援に長年携わっている専門家たちが結集し、大切
なポイントを解説。 

2,200円
四六判並製・224頁
2016年
978-4-7664-2238-2

新版 福澤諭吉 家庭教育のすすめ

渡辺徳三郎 著／山内慶太 編
慶應義塾幼稚舎でながく教諭をつとめ、幼稚舎長
の重責を担った著者が、みずからの教育経験をふ
まえつつ福澤諭吉の教育論を再構成し、現代の保
護者に家庭教育の大切さを語った著作に、教育に
かかわるエッセイと付録を増補。 

2,640円
四六判並製・384頁
2016年
978-4-7664-2385-3

重度・重複障害児の対人相互交渉における共同注意
コミュニケーション行動の基盤について
徳永豊 著

乳幼児が獲得する「共同注意」の形成までを「三
項関係形成モデル」として示し、障害が重度な子
どもの事例研究によって、「自分の理解」や「他
者への働きかけ」「対象物の操作」の発達の筋道
を示す。

3,960円
A5判上製・168頁
2009年
978-4-7664-1575-9
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五訂版　視覚障害教育に携わる方のために

香川邦生 編著／猪平眞理・大内進・牟田口辰己 著
視覚に障害をもつ子どもの特性や心理を踏まえ、
乳幼児期から学校教育を経て社会的自立に至るま
で、発達段階に合わせた養育・指導上の配慮を解
説。教員はもとより、保護者やボランティアにとっ
ても必読の書。 

3,300円
A5判並製・320頁
2016年
978-4-7664-2367-9

盲児に対する点字読み指導法の研究
点字読み熟達者の手の使い方の分析を通して
牟田口辰己 著

視覚障害教育の中でも特に専門性が求められるの
が点字教育である。教育現場での四半世紀にわた
る地道な実践をもとに、子どもの点字読速度の発
達過程を探り、点字読み熟達者の調査から効率的
な両手の使い方を追究する。 

5,500円
A5判上製・224頁
2017年
978-4-7664-2398-3

慶應義塾 歴史散歩　キャンパス編

加藤三明・山内慶太・大澤輝嘉 編著
安政五（一八五八）年開校の慶應義塾のキャンパ
スはまさに歴史の宝庫。震災や戦災といった幾多
の苦難を乗り越えて発展してきたキャンパスの史
跡、歴史ある建造物を隈なく解説するキャンパス・
ガイド。「三田評論」の好評連載を書籍化。 

2,750円
A5判並製・212頁
2017年
978-4-7664-2469-0

【芸術】
5点

アルテ・ポーヴェラ 
戦後イタリアにおける芸術・生・政治
池野絢子 著

戦後イタリアの芸術運動「アルテ・ポーヴェラ」
とはいったい何だったのか？　その特異な前衛芸
術運動の歴史的変遷を辿りつつ、個々の芸術家の
作品を地政学的観点から捉えなおし、一連の活動
の輪郭を浮かび上がらせる力作。 

5,940円
A5判上製・384頁
2016年
978-4-7664-2318-1

アート・ワールド

ハワード・Ｓ・ベッカー 著／後藤将之 訳
累計発行部数 20万部を超える当社最大のベスト
＆ロングセラーを約 15年ぶりに改訂。「テキス
ト批評という練習法」の解説を充実させ、注の形
式に関する説明を整理・更新、参考文献とその解
題も一新。初心者のための決定版！ 

5,280円
A5判並製・484頁
2016年
978-4-7664-2324-2

ヴァイマル文化の芸術と教育
バウハウス・シンボル生成・陶冶
眞壁宏幹 著

古典的価値の崩壊、教育の大衆化に直面し、「現
代 ( モデルネ )」に要請される「新しい人間」の
創造を目指したバウハウス。その思想と実践をつ
なぎ合わせ、ヴァイマル文化のなかに一つの＜星
座＞を描き出す。 

6,600円
A5判上製・416頁
2020年
978-4-7664-2661-8

慶應義塾 歴史散歩　全国編

加藤三明・山内慶太・大澤輝嘉 編著
全国津々浦々、果てはアメリカ、韓国まで。慶
應義塾関係の史跡・ゆかりの地は広がっている。
全国 200 カ所以上の史跡を訪ね歩いて解説する、
歴史散歩のガイドブック。「三田評論」の好評連
載を書籍化。 

2,750円
A5判並製・200頁
2017年
978-4-7664-2470-6
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瀧口修造 1958　
旅する眼差し
慶應義塾大学アート・センター 編

詩人・瀧口修造が、1958 年にヨーロッパを周遊
した際、みずからシャッターを切り、遺した写真
を集成。写真集に加え、瀧口綾子宛書簡、解題、
旅程を収録した「解説書」などを特製ボックスに
収めた愛蔵版。 

55,000円
特製ボックス入り
2009年
978-4-7664-1662-6

ライヒャルト
ゲーテ時代の指導的音楽家
滝藤早苗 著

ライヒャルトは、プロイセンの宮廷音楽長を務め
ながら、世界初の音楽評論家としても活躍し、近
代ドイツ文化に大きな影響を与えた。ゲーテをは
じめ、錚々たる面々と交流をもち、ジャンルを問
わない活躍を見せた才人の生涯を、鮮麗に描く。 

15,400円
A5判上製・592頁
2017年
978-4-7664-2489-8
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（慶應義塾大学法学研究会叢書 87）

株式譲渡と株主権行使

山本爲三郎 著
株主名簿、株券、振替株式、譲渡制限株式、基準
日、各制度における株主名簿法理と有価証券法理
の交錯を一貫した論理で解き明かす。
激動する法状況の下で、基礎理論の重要性を唱え
る著者 30年来の論考を収録。 

7,370円
A5判上製・480頁
2017年
978-4-7664-2431-7

【法 律】
 10点

自治体財政の憲法的保障

上代庸平 著
財政憲法の規範力による国家の財政行為の拘束か
ら財政憲法原則が導出される過程に焦点をあてる
ことで、自治体財政保障のための具体的な解決策
を示し、我が国憲法学に与えられる示唆を得る気
鋭の研究。 

6,050円
A5判上製・352頁
2019年
978-4-7664-2593-2

ボワソナードとその民法【増補完結版】

池田真朗 著
ボワソナードが起草した旧民法財産法分野の諸研
究の先端を把握しつつ、親族法・相続法分野の立
法過程の研究を加え、2020 年施行の債権法改正・
相続法改正に浮かび上がるその民法理論を探究し
て現在に投影する、堂々の増補完結版。 

7,480円
A5判上製・616頁
2021年
978-4-7664-2772-1

民法と金融法の新時代
池田眞朗先生古稀記念論文集
片山直也・北居功・武川幸嗣・北澤安紀 編

民法・金融法界の第一線で活躍する豪華執筆陣に
より、池田眞朗先生の古稀を記念して編まれた研
究論文集。施行迫る改正民法の課題をはじめとし
た、新時代の民法学、金融法学の課題と呼ぶにふ
さわしい論文が集成。 

13,200円
A5判上製・720頁
2020年
978-4-7664-2657-1

民事訴訟における当事者の主張規律

金美紗 著
実効的な主張規律が存在するアメリカ法を比較法
的対象とし、わが国に適した規律、そして実務に
おける当事者および訴訟代理人の主張活動を効果
的に律することのできる規準として主張規律を考
察する気鋭の研究。 

7,150円
A5判上製・392頁
2020年
978-4-7664-2667-0
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（韓国知識人との対話Ⅰ）

日韓の未来をつくる

若宮啓文 著
日韓両国はどのようにお互いの過去を乗り越え未
来を作っていけばよいのだろうか？　文学、ス
ポーツ、芸能、ジャーナリズム、NGO など、韓
国の各分野で活躍する知識人とのインタビューか
ら考える一冊。 

2,750円
四六判並製・312頁
2015年
978-4-7664-2226-9

【政 治】
 10点

不可視の「国際法」
ホッブズ・ライプニッツ・ルソーの可能性
明石欽司 著

「負の国際法意識」を克服せよ。啓蒙期「知の巨人」
たちは「国際法」とは無関係なのか。現在の一般的
知識からは影となっている事実に焦点を当て、彼
らの「法」「国家」「主権」理論を論理的に描き出す。
国際法史研究の深化を問う最高水準の研究。 

8,250円
A5判上製・608頁
2019年
978-4-7664-2570-3

仮釈放の理論
矯正・保護の連携と再犯防止
太田達也 著

仮釈放から自由刑のあり方を考える。仮釈放の原理や
正当化根拠に立ち返り、制度を理論的に考察。科学的
検証のない政策に十分な効果は期待できないが、原理
原則のない政策は無軌道となる。将来に亘って妥当性
を有する仮釈放制度の理論的支柱を考察する。 

5,720円
A5判上製・416頁
2017年
978-4-7664-2485-0

国際刑法における上官責任とその国内法化

横濱和弥 著
組織上位者の刑事責任を問うことに特化した理論
的枠組の 1 つ「上官責任」。この概念の形成過程
と成立要件を精緻に分析し、比較法的検討を通じ
て、我が国における上官責任の立法のあり方につ
いて、具体的な提言を行う気鋭の研究。 

6,050円
A5判上製・400頁
2021年
978-4-7664-2737-0

（慶應義塾大学法学研究会叢書 91）

競争法におけるカルテル規制の再構築
日米比較を中心として
田村次朗 著

米国反トラスト法の運用に伴って形成されてき
た、法適用にあたっての分析枠組みを解説し、日
本の独禁法政策に理論的示唆を提供する。 

4,180円
A5判上製・208頁
2021年
978-4-7664-2748-6

刑の一部執行猶予 改訂増補版 
犯罪者の改善更生と再犯防止
太田達也 著

2016 年から施行された刑の一部執行猶予制度。
その本来の在り方を模索しながら、全部執行猶予
の一部取消制度を検討する新章を追加し、今後の
制度設計をも提唱する。研究者はもちろん実務家
にも必携の書籍、改訂増補版。 

5,060円
A5判上製・352頁
2018年
978-4-7664-2543-7
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中国共産党の歴史

高橋伸夫 著
国際的影響力を強める中国と、その政権を握る結
党 100年を迎えた中国共産党。壮大な理想とリ
アリズムの間で揺れ動いた毛沢東、鄧小平、習近
平らの思想と行動、そして彼らが引き起こした歴
史的事件を通じてその実像を解き明かす。 

2,970円
四六判上製・384頁
2021年
978-4-7664-2754-7

（慶應義塾大学法学研究会叢書 89）

朝鮮分断の起源
独立と統一の相克
小此木政夫 著

第二次世界大戦と米ソ冷戦という二つの大戦争の
狭間に生まれた朝鮮分断の悲劇とは何だったの
か。民族と国家が織りなす過酷な現代政治のドラ
マを緻密に描き出す。第 31回アジア・太平洋賞
大賞、第 14 回樫山純三賞受賞。 

8,800円
A5判上製・584頁
2018年
978-4-7664-2545-1

（韓国知識人との対話Ⅱ）

米中の狭間を生きる

添谷芳秀 著
韓国が直面する課題は日本にとって他人事か？　
政治・外交分野におけるエキスパートたちとの対
話を通して聞こえてきた本音から、岐路に立つ東
アジアのゆくえと日韓協力の可能性を考える。 

2,750円
四六判並製・232頁
2015年
978-4-7664-2227-6

朝鮮引揚げと日韓国交正常化交渉への道

朴敬珉 著
敗戦後、朝鮮半島から引揚げを余儀なくされた日
本人。彼らの私有財産の没収に対する認識／対応
と日本政府の行動は、相互に関連性を持ちながら
調和してゆく。その後の日韓請求権問題や今日の
歴史認識問題との連続性を明らかにする注目作。 

5,500円
A5判上製・256頁
2018年
978-4-7664-2520-8

中国外交とプラグマティズム
一九五〇年代における中国の対英政策
廉舒 著

中国外交においてイデオロギー優先と考えられて
いた冷戦期でも、「中間地帯」としてのイギリスを
重要視しプラグマティックな判断を下していたこ
とを実証的に明らかにする。中国という国の今後
の外交戦略の本質を探る上で示唆を与える一冊。 

5,500円
A5判上製・288頁
2016年
978-4-7664-2376-1

蒋介石の戦時外交と戦後構想
1941－ 1971年
段瑞聡 著

失地回復、不平等条約の撤廃、アジア諸民族の独立
を掲げつつ、米英ソに依存し、国連構想および戦後
日本との和解を模索した蔣介石。「日記」など一次
資料を駆使し、未完に終わった「革命」の軌跡をた
どる。第 2 回林同春記念・孫文記念館学術賞受賞。 

7,480円
A5判上製・496頁
2021年
978-4-7664-2730-1

熱狂と動員
一九二〇年代中国の労働運動
衛藤安奈 著

1920年代、開港都市として急激な経済成長をと
げた広東・上海・武漢の三都市を対象に、中国共
産党と国民党がそれぞれの思惑から労働運動を動
員に利用していく過程を、豊富な史料を通じて浮
かび上がらせた注目の書。 

7,700円
A5判上製・544頁
2015年
978-4-7664-2285-6

毛沢東の強国化戦略 1949-1976

山口信治 著
朝鮮戦争、台湾海峡危機、和平演変の脅威、中ソ
関係の悪化などの国際情勢の変動が、いかに毛沢
東の脅威認識に影響を与え強国化に向かわせたか
を一次資料から丹念に検証する。政治・外交軍事・
経済にまたがる意欲作。 

5,940円
A5判上製・480頁
2021年
978-4-7664-2776-9
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日英経済関係史研究　1860～ 1940

杉山伸也 著
幕末から第 2 次大戦までの日英関係を広くグロー
バル・ヒストリーのなかに位置づけ、アジアを舞
台として英国への依存から自立、協調と競争、対
立、そして戦争へと向かう近代日本の姿を克明に
描き出した珠玉の論考。

4,400円
A5判上製・448頁
2017年
978-4-7664-2399-0

【経 済】
28点

中国の労働者組織と国民統合
工会をめぐる中央－地方間の政治力学
小嶋華津子 著

中国共産党中央の熾烈な権力闘争の下で、労働者
が生活を守られ、国民として統合されたのはなぜ
か。労働者統合の組織「工会」を事例に、人びと
の生活を守る「安定化装置」がどのように機能し
たのかを探る、注目の書。 

5,720円
A5判上製・344頁
2021年
978-4-7664-2725-7

信用貨幣の生成と展開
近世～現代の歴史実証
鎮目雅人 編

「歴史実証」の手法に基づき、貨幣と信用の関係を、
藩札の流通や当事者の関与の仕方などから捉えた
画期的な研究。「ヨーロッパのレンズ」を外し、イ
ンド・中国を含む、アジアの視点を加えることで
見えてくる新しい信用貨幣のかたちを考察する。 

7,150円
A5判上製・472頁
2020年
978-4-7664-2693-9

資産家資本主義の生成
近代日本の資本市場と金融
中西聡 著

事業家・企業家・投資家として財や資金の循環を
担った地方資産家たちの姿を経済統計や各社の決算
書類、家内文書などの膨大な資料をもとに描き出し、
成立期日本の資本主義社会が「資産家資本主義」と
言える性格を持っていたことを実証的に解明する。 

10,450円
A5判上製・544頁
2019年
978-4-7664-2576-5

コンヴェンション
哲学的研究
デイヴィド・ルイス 著／瀧澤弘和 訳

20世紀後半のもっとも重要な哲学者といわれる
ルイス。本書は、ゲーム理論、言語哲学、制度論
などに多大な影響を与えたが、その難解さゆえ「読
まれざる古典」であった。半世紀を経て、詳細な
解説とともについに邦訳なる。 

4,620円
四六判上製・336頁
2021年
978-4-7664-2738-7

制度とは何か
社会科学のための制度論
フランチェスコ・グァラ 著／瀧澤弘和 監訳／水野孝之 訳

社会における習慣、ルール、貨幣、結婚といった「制
度」はなぜ「存在」するのか。社会科学の各分野
が独自に分析してきた問題を、ゲーム理論、分析
哲学（社会存在論）といったツールを駆使して、
共通の土台を作ることを目指した野心的な試み。 

3,520円
四六判上製・352頁
2018年
978-4-7664-2565-9
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産業組織
理論と実証の接合
石橋孝次 著

ミクロ経済学初級を学んだ学習者に向け、発展著
しい産業組織論を体系的に解説する。基礎から最
先端までの理論を丹念に解説することで理解を深
め、研究論文への橋渡しを行う。 

4,950円
B5判並製・560頁
2021年
978-4-7664-2763-9

寡占企業と推測的変動 

竹中康治・小林信治 著
寡占企業の行動を解き明かすための重要な概念
でありながら十分な解明がなされてこなかった
「推測的変動」について徹底的に考察する。最終
章に日本の軽自動車産業についての実証分析を
加えた。 

4,620円
A5判上製・304頁
2020年
978-4-7664-2664-9

マクロ経済統計と構造分析
もう一つの国民経済勘定体系を求めて
辻村雅子・辻村和佑 著

経済活動の把握に挑んだ人々の紆余曲折の歴史を
辿りつつ、SNA 諸勘定の理論と構造を体系的に
説明。実物経済への影響力をますます強める金融
市場の動きを精緻に捉えるべく、新たなマクロ経
済統計のあり方を考察する。 

3,740円
A5判並製・400頁
2021年
978-4-7664-2761-5

企業所有論　
組織の所有アプローチ
ヘンリー・ハンズマン 著／米山高生 訳

株主が所有する株式会社が唯一効率的な形態であ
るという偏見を覆し、企業形態の多様性を具体例
で示した古典的著作。企業理論、組織の経済学な
どに関心のある人の必読文献。 

6,600円
A5判上製・450頁
2019年
978-4-7664-2585-7

ソーシャル・キャピタルの経済分析
「つながり」は地域を再生させるか？
要藤正任 著

投資が「効く」地域と「効かない」地域は何が違
うのか？地域の信頼関係や互酬性、ネットワーク
がもたらす経済効果を定量的に測定。「つながる
力」を親から子へ継承し、豊かで持続可能な地域
社会の担い手を育成するための方途を提案する。 

5,060円
A5判上製・288頁
2018年
978-4-7664-2564-2

日本農業の生産構造と生産性
戦後農政の帰結と国際化への針路
黒田誼 著

戦後40 年にわたる日本農業の発展と停滞を描き、
戦後農政がもたらした影響を計量分析手法で包
括的に分析した記念碑的著作。TPP 問題を含め、
今後の農業政策論議の基盤となる研究。 

9,900円
A5判上製・584頁
2017年
978-4-7664-2448-5

ルールなき省察
経済学方法論と現代科学論
D・ウェイド・ハンズ 著／高見典和・原谷直樹・若田部昌澄 監訳

長い間、論争の続いた経済学方法論の領域におい
て、科学哲学・科学論の影響を中心に広範にサー
ヴェイしたテキスト。本書は経済学史、経済学方
法論、経済学の哲学の分野で世界的なスタンダー
ドとなっている。 

6,600円
A5判上製・540頁
2018年
978-4-7664-2508-6

収縮経済下の公共政策

四方理人・宮﨑雅人・田中聡一郎 編著
日本経済が「収縮」に向かうなか、格差と貧困、人口
減少と地方経済の衰退、社会保障の限界と財政運営の
困難など、喫緊の政策課題が表面化している。緻密な
データ・歴史分析ならびに国際比較に基づいた 14本
の論考により、日本の新たな政策課題を提示する。 

4,620円
A5判上製・336頁
2018年
978-4-7664-2501-7
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近代日本の金・外貨政策

齊藤壽彦 著
世界の「信認」獲得を目指した高橋是清ら国際金
融家たちの活躍と苦闘を軸に据え、国際的な金本
位制の成立・崩壊過程を描きつつ、日本の正貨政
策の全貌と国際金融システムの本質を解き明かし
た日本金融史研究の金字塔。 

44,000円
A5判上製・1648頁
2015年
978-4-7664-1891-0

国際銀行とアジア 1870～ 1913

西村閑也・鈴木俊夫・赤川元章 編著
19世紀末から 20世紀初頭のアジアを舞台に繰り
広げられた、国際銀行の活動の実態と経済発展の
メカニズムを、類例なき緻密さで解明する。各国
に眠る金融機関の 1次資料などを発掘して描か
れた、国際金融史研究の金字塔。 

55,000円
A5判上製・1552頁
2014年
978-4-7664-1890-3

金融政策の「誤解」
 “ 壮大な実験 ”の成果と限界
早川英男 著

黒田東彦日銀総裁が遂行する「異次元緩和」政策
は目標に至らないまま「マイナス金利」という奥
の手を導入した。日本の金融政策は今後どこに向
かうのか？　日銀きっての論客と言われた筆者
が、ついに沈黙を破って持論を開陳する。 

2,750円
四六判上製・304頁
2016年
978-4-7664-2356-3

地域金融の経済学
人口減少下の地方活性化と銀行業の役割
小倉義明 著

多様化する金融サービスへの適合、激化する融資
競争、金融機関同士の経営統合など、現在地方金
融機関が直面する喫緊の課題への対応策を丁寧に
分析し、地域社会とともにどう生き延びていくか
を解説する。 

2,970円
四六判上製・272頁
2021年
978-4-7664-2757-8

国民視点の医療改革
超高齢社会に向けた技術革新と制度
翁百合 著

医師・薬局など医療サービス提供者からの視点だ
けでなく、利用者＝患者側の便益にも、より配慮
した制度設計を、具体的な事例を紹介しながら検
討。また、超高齢社会に向けて大転換を迫られる
日本の医療を幅広いテーマから論じ、提言を行う。

2,750円
四六判上製・256頁
2017年
978-4-7664-2441-6

「副業」の研究
多様性がもたらす影響と可能性
川上淳之 著

単なる「サイドビジネス」的位置づけではなく、
ワーキングプアの副業という課題、本業へのスキ
ルアップ効果、非金銭的動機による副業の性格な
ど、経済学的視点から多面的にアプローチした「新
しい働き方」理解のための本格的な決定版！ 

2,970円
四六判上製・324頁
2021年
978-4-7664-2733-2

日本の水産資源管理
漁業衰退の真因と復活への道を探る
片野歩・阪口功 著

わが国の水産業に必要なことは科学的根拠に基づ
く資源管理の推進と幅広い情報の開示だと考え、
漁業法改正を契機に再び漁業が勢いを取り戻すた
めの方策を提示する。 

2,750円
四六判上製・304頁
2019年
978-4-7664-2580-2

失業なき雇用流動化
成長への新たな労働市場改革
山田久 著

働き方を変えれば、日本が変わる！　働く人々が
職場や会社を安心して自由に移動できるよう、新
たな雇用スタイルの導入や就労・再就職支援シス
テムの構築などを提言。成長につながる「働き方
改革」の具体策がここにある。 

2,750円
四六判上製・280頁
2016年
978-4-7664-2345-7
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中国「強国復権」の条件
「一帯一路」の大望とリスク
柯隆 著

新しいシルクロード・ネットワークの構築や国際金
融機関の中核を担うなど、覇権回復への旺盛な意
欲を世界に発信している中国。しかし、その足元
は十分に安定的なのか？　気鋭の中国人エコノミ
ストが自国の状況を余すところなく解き明かす！

2,200円
四六判並製・408頁
2018年
978-4-7664-2509-3

アジア都市の成長戦略
「国の経済発展」の概念を変えるダイナミズム
後藤康浩 著

アジア各国の首都のみならず、主要都市が軒並み
拡張を続け、「国単位」のメルクマールに代わる「都
市 ( 地域 ) 単位」の成長・発展モデルがアジアで
育成されたことを解説する。アジアのこれからを
読むユニークな都市経済論。

2,750円
四六判上製・292頁
2018年
978-4-7664-2524-6

医療保険制度の再構築
失われつつある「社会保険としての機能」を取り戻す
西沢和彦 著

国民の暮らしと健康を守れる公的医療保険制度
を、どのように次世代へとつないでいくか。デー
タとエビデンスを精査・駆使してこれからの医療
保険財政と医療提供体制のあり得べき姿を模索す
る意欲作。

2,970円
四六判上製・288頁
2020年
978-4-7664-2707-3

日本のセーフティーネット格差
労働市場の変容と社会保険
酒井正 著

「雇用が不安定な者ほどセーフティーネットも脆
弱」というパラドキシカルな現状にどう対応すべ
きか。今後の改革のための指針を、「エビデンス」
をもとに模索する力作！　第 63 回日経・経済図
書文化賞、第 42 回サントリー学芸賞受賞。

2,970円
四六判上製・352頁
2020年
978-4-7664-2649-6

現代中国産業発展の研究
製造業実態調査から得た発展論理
渡辺幸男 著

著しい経済発展を遂げた現代の中国と、高度成長
期の日本には、ある種の共通性を見いだすことが
できる。日中両国で膨大な調査を行った著者が、
その比較の視点から、中国産業発展の論理を追究
する。 

4,950円
A5判上製・352頁
2016年
978-4-7664-2317-4

「ネオ・チャイナリスク」研究
ヘゲモニーなき世界の支配構造
柯隆 著

中国とビジネスを行う企業にとってだけでなく国際
社会にとって、「チャイナリスク」の定義がいま大
きく変わりつつある。新旧体制が複雑に混在しつつ
も覇権奪取へと邁進する強国の実態を、中国人エコ
ノミストが切れ味よく解説する本格的現代中国論。 

2,640円
四六判上製・352頁
2021年
978-4-7664-2747-9

中国現地法人の労務管理 Q&A

尹秀鍾 著
中国で「本当に困った」労務問題 77 の事例を、
簡潔で分かりやすい Q&A 形式で解説。日系企業
が実際によく直面する中国労務管理の相談事例を
集約し、また中国各地域で異なる実務運用もフォ
ロー。 

3,300円
A5判並製・304頁
2018年
978-4-7664-2521-5
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【科学】
 1点

なぜ科学はストーリーを必要としているのか
ハリウッドに学んだ伝える技術
ランディ・オルソン 著／坪子理美 訳

ハーバード大学で博士号を取得し、終身在職権を
得るも、その地位を捨て、ハリウッドで一から映
画を学んだ教授。科学者が持つべき「専門知識を
伝える技術」を、一流のストーリー術を学んで身
につけることを提唱する。 

3,080円
四六判並製・368頁
2018年
978-4-7664-2523-9

【生物学】
 8点

（ 遺伝子から探る生物進化 1）

クジラの鼻から進化を覗く

斎藤成也・塚谷裕一・高橋淑子 監修／岸田拓士 著
小笠原から極北アラスカ、そして南太平洋バヌア
ツへ。嗅覚をキーワードに、クジラの進化を追い
かけた。日本の調査捕鯨問題にも一石を投じた一
冊。 

2,200円
四六判並製・142頁
2016年
978-4-7664-2295-5

（ 遺伝子から探る生物進化 2）

胎児期に刻まれた進化の痕跡

斎藤成也・塚谷裕一・高橋淑子 監修／入江直樹 著
私たち人間を含めた動物が胎児（胚）のとき、遠
い何億年も前のご先祖様と同じ姿をしていたか
どうか―進化発生学（エボデボ）にまつわる 150
年以上も未解明の大問題に挑んだ著者を待ち受け
ていた結末とは ! 

2,200円
四六判並製・152頁
2016年
978-4-7664-2296-2

遺伝学辞典

Robert C. King, Pamela K. Mulligan, William D. Stansfield 編／公益財団法人遺伝学普及会 監訳

遺伝学やライフサイエンス関連事項 7,340 項目を
収録し、有用なデータを盛り込んだ充実の 6 つ
の付録を用意。また、遺伝学上重要な歴史的出来
事を年表として収録し、日本遺伝学会などが見直
しを進める新和名を併記 .

16,500円
A5判上製・674頁
2018年
978-4-7664-2525-3
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（ 遺伝子から探る生物進化 3）

植物の世代交代制御因子の発見

斎藤成也・塚谷裕一・高橋淑子 監修／榊原恵子  著
生物の形づくりにかかわる遺伝子に着目すれば、
進化の過程で異なる形をもつようになった理由が
わかるのではないか―。植物の形や生活の様式を
変える遺伝子を発見することとなったヒメツリガ
ネゴケの研究を紹介 ! 

2,420円
四六判並製・190頁
2016年
978-4-7664-2297-9

ノーベル賞に二度も輝いた不思議な生物
テトラヒメナの魅力
沼田治 著

ダイニン、テロメア、リボザイム、ヒストンアセ
チラーゼ、テロメア RNA、スキャン RNA と、次々
と（2 件のノーベル賞受賞を含む）重要な発見に
結びついた、優れた生物・テトラヒメナの魅力を
紹介。 

1,980円
四六判並製・128頁
2018年
978-4-7664-2538-3

（ 遺伝子から探る生物進化 5）

植物はなぜ自家受精をするのか

斎藤成也・塚谷裕一・高橋淑子 監修／土松隆志 著
ある植物は自家受精ばかり行ない、また別の植物
は自家受精をかたくなに拒む。このちがいは何な
のか。長年の論争に遺伝子解析から挑む、遺伝子
から解き明かす進化の最前線を紹介するシリー
ズ、第 5 弾！ 

2,640円
四六判並製・170頁
2017年
978-4-7664-2299-3

（ 遺伝子から探る生物進化 4）

新たな魚類大系統
遺伝子で解き明かす魚類 3万種の由来と現在
斎藤成也・塚谷裕一・高橋淑子 監修／宮正樹 著

世界の海や川には 33,462 種の魚がいる！　遺伝
子を比較して魚の過去を復元したところ、教科書
を書き換える予想外の結果が次々と得られた。分
子系統学が解き明かす魚類 5億年の進化史。 

2,640円
四六判並製・236頁
2016年
978-4-7664-2298-6

（ 遺伝子から探る生物進化 6）

多様な花が生まれる瞬間

斎藤成也・塚谷裕一・高橋淑子 監修／奥山雄大 著
チャルメルソウ類の研究からたどり着いたのは、
進化生物学で最古のテーマでもある「種の起原」
という最も挑戦的な問題だった。花とその花粉
を運ぶ虫との共生関係から、種の分化という謎
に迫る。 

2,640円
四六判並製・196頁
2018年
978-4-7664-2300-6

【物理学】
 1点

犬も歩けば物理にあたる
 解き明かされる日常の疑問
ジャール・ウォーカー 著／下村裕 訳

食卓、お風呂、スポーツなど、日常におけるちょっ
とした疑問や身近に感じる不思議な現象90 題を、
物理学の立場から楽しく、かつ分かりやすく解説。
「なぜ温水よりも熱湯のほうが早く凍るのか」…
あなたにはわかりますか？ 

2,200円
四六判並製・224頁
2014年
978-4-7664-2164-4
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【天文学】
 1点

銀河の中心に潜むもの
ブラックホールと重力波の謎にいどむ
岡朋治 著

銀河はどうなっているのか、どうして遠い宇宙の
ことがわかるのかをわかりやすく解説。著者の視
線で日々の研究の進展と学者としての解釈を織り
込みながら、銀河研究の最先端を紹介していく。 

1,980円
四六判並製・120頁
2018年
978-4-7664-2492-8
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■営業総本部■ 電話番号 FAX番号

第 一 営 業 部 〒 153-8504  東京都目黒区下目黒 3-7-10（東京営業本部） (03) 6741-9897 (03) 6420-1383

第 二 営 業 部 〒 153-8504  東京都目黒区下目黒 3-7-10（東京営業本部） (03) 6910-0522 (03) 6420-1361

第 三 営 業 部 〒 153-8504  東京都目黒区下目黒 3-7-10（東京営業本部） (03) 6910-0523 (03) 6420-1361

官 公 庁 営 業 部 〒 153-8504  東京都目黒区下目黒 3-7-10（東京営業本部） (03) 6910-0525 (03) 6420-1361

コーポレート営業部 〒 153-8504  東京都目黒区下目黒 3-7-10（東京営業本部） (03) 6837-1100 (03) 6837-1985

成蹊学園ブックセンター 〒 180-0001  武蔵野市吉祥寺北町 3-3-1　成蹊大学学生会館内 (0422) 36-0360 (0422) 36-1005

北 海 道 営 業 部 〒 060-0005  札幌市中央区北 5条西 5-7　SAPPORO 55　3F (011) 251-7841 (011) 261-8548

弘 前 営 業 所 〒 036-8012  弘前市北瓦ケ町 13番地 1 東日本不動産弘前ビル 4F (0172) 36-3755 (0172) 36-5649

仙 台 営 業 所 〒 980-0811  仙台市青葉区一番町 4-6-1仙台第一生命タワービルディング 2F (022) 227-0301 (022) 266-5312

千 葉 営 業 所 〒 262-0033  千葉市花見川区幕張本郷 1-11-9　コスモプラザ (043) 296-0188 (043) 296-0266 

水 戸 営 業 所 〒 310-0021  水戸市南町 3-4-57　水戸セントラルビル (029) 227-2461 (029) 227-2041

さ い た ま 営 業 所 〒 330-0061  さいたま市浦和区常磐 7-3-16　ジブラルタ生命浦和ビル (048) 822-0775 (048) 822-0765

宇 都 宮 営 業 所 〒 320-0811  宇都宮市大通り一丁目 4番 22号 MSC第 2ビル 2F (028) 650-6571 (028) 650-6572

首 都 圏 西 営 業 部 〒 192-0046  八王子市明神町 3-20-6　八王子ファーストスクエア (042) 656-6620 (042) 656-6621

横 浜 営 業 部 〒 222-0033  横浜市港北区新横浜 3-18-14　住生新横浜第 2ビル 5F (045) 476-0761 (045) 477-3101

湘 南 営 業 部 〒 243-0432  海老名市中央 2-4-8　ニコービル 4F (046) 235-0010 (046) 236-1028

静 岡 営 業 部 〒 420-0837  静岡市葵区日出町 1-2　TOKAI日出町ビル (054) 253-3015 (054) 255-4526

東海大学ブックセンター 〒 259-1292  平塚市北金目 4-1-1　東海大学 8号館 (0463) 50-1250 (0463) 50-1251

中 部 営 業 部 〒 460-0008  名古屋市中区栄 5-27-12　富士火災名古屋ビル 7F (052) 265-0161 (052) 265-0166

大阪第一・第二営業部 〒 560-0032  豊中市螢池東町 4-6-23 (06) 6843-0161 (06) 6843-0942

京 都 営 業 部 〒 604-0835  京都市中京区御池通り間之町東入高宮町 206御池ビル (075) 221-3310 (075) 241-4554

金 沢 営 業 部 〒 920-0022  金沢市北安江 1-3-24　金沢フロントビル (076) 231-6210 (076) 222-4152

岡 山 営 業 所 〒 700-0821  岡山市北区中山下 2-2-1　エスパス岡山 9F (086) 222-7312 (086) 232-3732

広 島 営 業 所 〒 730-0053  広島市中区東千田町 2-9-57　広電タワービル 4F (082) 249-2199 (082) 249-2197

松 山 営 業 所 〒 790-0011  松山市千舟町 5-5-3　EME松山千舟町ビル 7F (089) 933-2410 (089) 941-4012

福 岡 営 業 所 〒 812-0016  福岡市博多区博多駅南 1-3-11　KDX博多南ビル 6F (092) 437-5353 (092) 437-5356

熊 本 営 業 所 〒 860-0806  熊本市中央区花畑町 4-1太陽生命熊本第 2ビル 2F (096) 322-5666 (096) 322-5547

鹿 児 島 営 業 所 〒 892-0847  鹿児島市西千石町 17-3　太陽生命鹿児島第 2ビル 8F (099) 223-4519 (099) 222-3928

沖 縄 営 業 所 〒 903-0804  那覇市首里石嶺町 4-99-1 まるしんビル (098) 887-3678 (098) 887-3679
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