
　教科書ご選定のため「審査用採用見本」をご希望の場合は，e-mail，お
電話などでお問い合わせください．
　毎月の新刊案内ほか，教科書の情報などは小会ホームページでもご提
供しております．ぜひご覧ください．また，最新の新刊情報や書評の話
題などは公式twitterでも発信しております．
　小会では教科書カタログのほかに総合図書目録も発行しております．ご希
望がございましたら，無料にて送付いたしますので，お申し込みください．
　先生方よりいただきました情報は，個人情報保護法の趣旨に則り，慎重
に取り扱わせていただきます．なお，小会のプライバシーポリシーにつき
ましては，小会ホームページに掲載しております．

東京大学出版会
［2022年10月現在］

本カタログには大学・専門学校などでテキストとしてお使いいただいて
いる書目を掲載しております．
新学期にご使用の教科書ご選定の資料としてご利用いただきますよう
お願い申し上げます．

東京大学出版会
〒153-0041
東京都目黒区駒場4-5-29
TEL: 03-6407-1069
FAX: 03-6407-1991
E-mail: order@utp.or.jp
URL: http://www.utp.or.jp/
公式twitter: @UT_Press
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ISBN978-4-13-082132-2　2013年2月　菊判　216頁　税込2,090円

英米圏で広く読まれている著名な専門家やジャーナリストが書いた教養書から良質な英
文を厳選，内容・文章ともに「読む」楽しみを味わいながら知的な英語を理解するための
思考回路を鍛える．充実した注釈とカラー図版付き．

東京大学教養英語読本 Ⅰ
東京大学教養学部英語部会 編

ISBN978-4-13-082133-9　2013年7月　菊判　216頁　税込2,090円

東京大学の必修英語カリキュラムの教科書第二弾．第Ⅰ巻に引き続き，世界の知識人が
楽しむ教養書から良質な英文を厳選．多彩なトピックと充実した注釈・カラー図版を味わ
いながら，英語を「いかに」語るか，英語で「なにを」語るかを同時に鍛えるテキスト．

東京大学教養英語読本 Ⅱ
東京大学教養学部英語部会 編

ISBN978-4-13-082140-7　2009年3月　A5判　272頁　税込1,980円

文系・理系の分野を問わず，英語による論文・レポートなどに頻繁に使われる基礎単語な
がら，その使い分け，ニュアンスが分かりづらい「気になる単語」280語を厳選．英語文章
語の「常識」「作法」を，豊富な例文と例題で，文脈ごと身につける．

東大英単
東京大学教養学部英語部会 編著

ISBN978-4-13-082142-1　2010年9月　A5判　272頁　税込3,520円

高校・大学生からビジネスパーソンまで幅広い支持をうけたベストセラー教材『東大英
単』に，例文と邦訳の音声を全て収録し，文脈ごと記憶・身体化する学習に適した音声
CD4枚を添付したセット．

東大英単  CDブック
東京大学教養学部英語部会 編著

ISBN978-4-13-082135-3　2022年10月　菊判　224頁　税込2,090円　 NEW

東大英語リーディング 多元化する世界を英語で読む
東京大学教養学部英語部会 編

フェミニズム，人間と文化の移動，戦争と国際法，パンデミック…人文書から科学論文ま
で，いまを生きる大学生に触れてほしいテーマと英語の質にこだわった，東京大学教養学
部の必修リーディング教科書．英語「を」ではなく英語「で」読み，ディスカッションに誘
う注でナビゲートする．

Now
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ISBN978-4-13-082118-6　2006年3月　B5判　194頁　税込1,870円

On Campus
東京大学教養学部英語部会 編

文系・理系の一番刺激的なトピックをカバーし，詳細な注に導かれて読み進んでゆく英語
のキャンパス．『�e Universe of English』シリーズを全面改訂，東大教養学部英語部会が
おくる，スタンダードな大学英語リーディング教科書．

ISBN978-4-13-082119-3　2006年7月　B5判　202頁　税込1,870円

Campus Wide
東京大学教養学部英語部会 編

文系・理系のバランス，詳細な注のナビゲーションで好評のリーディング教科書『On 
Campus』の姉妹編．難易度は同じで，2冊併用でよりバラエティある英語学習に．東大教
養学部英語部会の「発信型英語運用能力」をめざした教科書構想，いま一つの到達点に．

ISBN978-4-13-082100-1　1993年3月　B5判　208頁　税込2,090円

The Universe of English
東京大学教養学部英語教室 編

人文・社会科学から自然科学にわたるさまざまな分野より，現代人の知的・時事的関心に
応えるハイブラウな文章をアンソロジーにまとめる．発信型英語運用能力の土台をなす
英語読解力・聴解能力の効果的な育成のため，開発された学生・一般向けテキスト．

ISBN978-4-13-082103-2　1998年3月　菊判　240頁　税込2,420円

The Universe of English Ⅱ
東京大学教養学部英語部会 編

東大のロングセラー「教養英語」テキストが，より多彩に内容を一新．理系・文系を問わ
ず選りぬかれた，いま一番おもしろい知のトピックと，良質の短編小説世界を，豊富な注
に導かれながら最新の英語で読んでゆく．

ISBN978-4-13-082101-8　1994年3月　B5判　288頁　税込2,750円

The Expanding Universe of English
東京大学教養学部英語教室 編

『�e Universe of English』に続く，東大教養学部英語テキスト第二弾．カオス，ファジー
からパンク，ドラッグ，そして移民問題，未来都市まで，現代人の知的・社会的関心に応え
るコンテンポラリーな文章を精選し，見開き補注を付す．

ISBN978-4-13-082104-9　2000年3月　菊判　256頁　税込2,090円

The Expanding Universe of English Ⅱ
東京大学教養学部英語部会 編

『�e Expanding Universe of English』を全面改訂．「大学生，社会人が読んで損のない」内
容と面白さを兼ねそなえた英文も，「読みの要所をはずさない」ナビゲーションのための
注も，さらに充実して登場．

ISBN978-4-13-082131-5　2012年10月　B5判　272頁　税込3,080円

Active English for Science
英語で科学する――レポート，論文，プレゼンテーション

東京大学教養学部ALESSプログラム 編

東大教養学部で理系全学生が必修のアクティブ・ラーニングの思想による科学英語講座
のエッセンスを一書に再現．英語で考え，実験・研究し，書き，プレゼンテーションできる
ようになるまでを，ていねいにナビゲートし，楽しい議論にいざなう．

ISBN978-4-13-082141-4　2010年4月　菊判　242頁　税込1,980円

ISBN978-4-13-083081-2　2020年10月　A5判　228頁　税込2,530円

The American Universe of English
アメリカの心と交わるリーディング

理想のリスニング  ［CD付］  「人間的モヤモヤ」を聞きとる英語の世界

佐藤良明・栩木玲子 編

阿部公彦

ページをめくる手がとまらない！　そんな読書体験を英語でしてみたい人のために，読
む快感を英語力の基礎に据えたリーディングテキスト．S・キングからネットの記事まで
を素材に，心憎いばかりの注のナビゲーションで読んでゆく．

「英語の聞きとりはさっぱり…」「英語学習，どこから始めればいい？」――まずは英語の
運動感覚を身につけよう！　「聞く」を通して，英語基礎の考え方や練習法を解説．「実用
英語」に終わらず，コミュニケーションの土台となる気分，態度，思惑などの「人間的要
素」までを重視した英語本．

ISBN978-4-13-009116-9　2017年4月　菊判　148頁　税込2,200円

Promenades  En France et ailleurs
東京大学フランス語教材

東京大学教養学部フランス語部会 編

東大教養学部のフランス語テキストのニューバージョン．レヴィ=ストロース，ル・クレ
ジオなど多岐にわたるテーマについて魅力的なテクストをセレクト．フランス（語）を楽
しむための画期的なテキスト．初版2006年．

ISBN978-4-13-082126-1　2006年9月　菊判　148頁　税込3,300円

Promenades  En France et ailleurs  ［テキスト＋2CD］
東京大学フランス語教材

東京大学教養学部フランス語部会 編

『Promenades』のテキストをネイティヴ・スピーカーが朗読したCD2枚を添付したセッ
ト．初級者に配慮したスピードと正確な発音でフランス語学習のリスニングをサポート
する．

ISBN978-4-13-082121-6　2004年3月　B5判　200頁　税込2,640円

「和文英訳」ではなく，英語で自分の思考を組み立てる，画期的な英文ライティングの教
科書．知的興味をそそるエッセイをよみながら，詳細なランゲージワークのナビゲーショ
ンによって，自分の英語を，人にわかりやすく構成できる．

FIRST MOVES
An Introduction to Academic Writing in English

ポール ロシター・東京大学教養学部英語部会
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ISBN978-4-13-082128-5　2008年3月　菊判　216頁　税込3,080円

Viajeros  ［テキスト＋2CD］
東京大学スペイン語教材

東京大学教養学部スペイン語部会 編

ピカソ，ガウディ，インカの歴史，エル・ニーニョ現象，スペイン映画―多様な地域，そし
て多岐にわたるジャンルの27篇を収録した講読教材．文法を終えた段階から読むことが
でき，理解を深めるための解説と注も充実．テクストを朗読したCD2枚付．

ISBN978-4-13-082018-9　2013年10月　B5判　288頁　税込2,860円

中級日本語教科書  わたしの見つけた日本
近藤安月子・丸山千歌・有吉英心子 編著

「日本留学で体験すること」をテーマにした，外国人留学生のための日本語教科書．聞く・
読む・話す・書くの四技能を短期間で学べると同時に，初級文法を復習し，中級の語彙や文
法を身につけられるよう工夫．ウェブサイトから音声教材，練習の解答例などを無料配信．

ISBN978-4-13-082011-0　2008年10月　B5判　196頁　税込2,640円

中･上級日本語教科書  日本への招待  ［第2版］
テキスト

東京大学AIKOM日本語プログラム・近藤安月子・丸山千歌 編著

新聞・小説・イラスト・などから日本語を学ぶ．中級者も取り組めるように「フリガナつき」
「フリガナなし」の2つの文章を用意．〈主要目次〉イメージの日本・日本人／女性の生き方
／子どもと教育／若者の感性／仕事への意識／日本の外国人／多様化する日本・日本人

ISBN978-4-13-082012-7　2008年10月　B5判　216頁　税込3,080円

中･上級日本語教科書  日本への招待  ［第2版］
予習シート・語彙・文型

東京大学AIKOM日本語プログラム・近藤安月子・丸山千歌 編著

テキストの読みを助ける予習シート，2310の語彙，便利な59の文型からなる副教材．語
彙と文型には，英語・中国語・韓国語の対訳を付す．語彙と文型の索引も充実．

ISBN978-4-13-082122-3　2005年4月　B5判　192頁　税込2,750円

上級日本語教科書  文化へのまなざし
テキスト

東京大学AIKOM日本語プログラム・近藤安月子・丸山千歌 編著

留学生自身が経験する「越境」と「変容」をキーワードに据えた18の文章を収める．新聞
記事，グラフ資料などの関連情報もそろえる．〈主要目次〉国際共通語／個性と学び／翻
訳／フリーターと仕事／ポップ・カルチャー／クローンと生命

ISBN978-4-13-009057-5　2011年7月　B5判　256頁　税込3,740円

ISBN978-4-13-082021-9　2021年4月　A5判　280頁　税込3,190円

ISBN978-4-13-009146-6　2021年1月　A5判　256頁　税込3,080円

上級日本語教科書  文化へのまなざし
予習シート・語彙・文型

日本語教育実践入門  日本語の分析から教材・授業の創造まで

日本語の歴史

東京大学AIKOM日本語プログラム・近藤安月子・丸山千歌 編著

近藤安月子・丸山千歌

山口明穂・鈴木英夫・坂梨隆三・月本雅幸

テキストの理解を助ける「予習シート」，英語・中国語・韓国語に対応した「語彙」リスト，
独習で表現の練習ができる86の「文型」で構成された副教材．初版2005年．

日本語教育の現場で，自分で日本語を分析し，教材を作成し，授業をデザインする――
「開発型日本語教師」になるための入門．初・中級レベルを主として，聞き手・話題・状況と
いった文脈に配慮した「自然」で「適切」な日本語に着目する．例題や設問を通して，具
体的に学べる一冊．

日本語は最初はどのような言葉で，その後どのように変化して今日の言葉になったのか．
近代語は鎌倉・室町時代に始まり，明治からは口語体の文章も書かれるようになった．日
本語の過去の姿をたどり，日本語に独自の思考形態を考える．初版1997年．

ISBN978-4-13-082016-5　2009年12月　A5判　244頁　税込2,750円

留学生と日本人学生のためのレポート・論文表現ハンドブック
二通信子・大島弥生・佐藤勢紀子・因 京子・山本富美子

アカデミックな文章に関する日本語表現を網羅したハンドブック．343の表現を分類，そ
れぞれ実例とともに解説する．文章の種類，引用の示し方など，必要な知識を収めた役立
つ一冊．

ISBN978-4-13-082017-2　2012年8月　A5判　258頁　税込2,090円

日本語力をつける文章読本
知的探検の新書30冊

二通信子・門倉正美・佐藤広子 編

日常生活，芸術，学問，社会問題……など，幅広い話題をカバーする新書．高校生・大学生，
そして日本語を学ぶ留学生が，その知的な面白さを味わいながら，クリティカルに読む力
を伸ばせるアンソロジー．ブックガイドとしても充実．

ISBN978-4-13-082125-4　2006年9月　菊判　232頁　税込3,300円

Horizonte  ［テキスト＋2CD］
東京大学ドイツ語教材

東京大学教養学部ドイツ語部会 編

「ドイツにおける文化の遺産から，現代の社会像まで」というテーマで編まれた購読教材．
カフカ，ニーチェ，トルコ人作家の小説，環境や遺伝子に関する論考，ドイツ人による日本
論など，多様な30篇を精選．

ISBN978-4-13-009115-2　2017年4月　菊判　184頁　税込2,200円

Passages  De France et d’ailleurs
東京大学フランス語教材

東京大学教養学部フランス語部会 編

「フランス語を通して世界を見る」という発想で編まれた画期的なフランス語講読教材．
映画，インターネット，多文化状況，「言語戦争」，才能と遺伝，地中海――現代世界の多様
な風景を，フランス語という新しい視点から照射する．初版2001年．
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ISBN978-4-13-082009-7　2004年9月　A5判　280頁　税込2,750円

言語学の基本になる考え方を知るための入門．形態論，統語論，意味論，類型論，歴史言
語学，音声・音韻論にわたる全体像を，日本語の用例によって平易に解説する．諸言語の
地図・解説など資料も充実．テキストの決定版．

言語学  ［第2版］
風間喜代三・上野善道・松村一登・町田 健

ISBN978-4-13-083055-3　2011年7月　A5判　280頁　税込3,300円

ことばの現象は，驚きや面白さに満ちている．その多様性のなかにある法則性を探るに
あたって，構造，音，変異などの具体的な現象に対する考え方を紹介，さらに理解を深め
るための問題を盛り込む．研究のプロセスを体験できる，新しいタイプの入門書．

言語科学の世界へ
ことばの不思議を体験する45題

東京大学言語情報科学専攻 編

ISBN978-4-13-082015-8　2009年1月　A5判　176頁　税込2,860円

人間に共通する言語能力の解明をめざす生成文法――その理論の基礎を学ぶためのテ
キスト．「句構造と移動」という統語分析の中核をなす仕組みに焦点をあて，英語と日本
語の豊富な例から解読する．演習問題や文献案内を付す．

生成文法
渡辺 明

ISBN978-4-13-082008-0　2002年12月　A5判　296頁　税込3,300円

「ことば」と「こころ」のはたらきはどのように関わるのか．人間は経験する世界をどのよ
うに解釈し，言語に反映させているのか．認知言語学の主要テーマをバランスよく体系
化し，基本的な考え方や分析方法を示した教科書．文献案内や演習問題を付す．

認知言語学
大堀壽夫

ISBN978-4-13-009113-8　2016年12月　A5判　224頁　税込3,190円

独自の言語の構造をもち，世界各地で受け継がれてきた手話．その豊富なバリエーショ
ンから，手話が生み出す芸術，手話と脳の働きの関係までを幅広く解説．日本，さらに他
国におけるろう文化の多様な実像を描き，今後の行方についても考える．初版2007年．

少数言語としての手話
斉藤くるみ

ISBN978-4-13-083073-7　2017年7月　四六判　306頁　税込3,190円

叙述において，あえて「書かない」と書くことで，作者は何を表現したかったのか．『源氏物
語』を中心に，近代に翻訳を試みた与謝野晶子や谷崎潤一郎とも比較しながら，今も多用さ
れる「書かず」の叙述に迫る．レトリックによって深まる文章表現の技に光をあてる文学論．

省筆論
「書かず」と書くこと

田村 隆

ISBN978-4-13-009126-8　2017年6月　A5判　292頁　税込3,080円

漢字を中心にしてつくられてきた日本の読み書き空間．とくに前近代は，漢文を読むこと
は生きる教養を身につけることでもあった．日本人の思考ベースを培ってきた「古典日本
語」とは何か，漢字によって支えられた古典の風景がさまざまに展開する．初版2007年．

古典日本語の世界
漢字がつくる日本

東京大学教養学部国文・漢文学部会 編

ISBN978-4-13-082046-2　2021年3月　A5判　256頁　税込2,970円

日本文学とは何か，その特徴を古代から近代まで時代を超えて明らかにする東大文学部
の講義．巨大な知が集結した源氏物語の作者は一人なのか．万葉集から，中世の和歌，近
世の俳諧表現の真髄，文壇が近代に作りだしたものは何か，文学の核心に迫る．

講義 日本文学
〈共同性〉からの視界

東京大学文学部国文学研究室 編

ISBN978-4-13-083054-6　2010年3月　A5判　256頁　税込1,980円

清少納言から川上弘美まで，日本の名作50編を厳選．時代背景やあらすじをおさえ，作
品のワンシーンを原文と英訳で読みくらべる．英語的発想を学び，日本文学のおもしろ
さに出会い直す，まったく新しい文学案内．

Jブンガク
英語で出会い，日本語を味わう名作50

ロバート キャンベル 編

ISBN978-4-13-083058-4　2012年3月　四六判　240頁　税込2,420円

大江健三郎『美しいアナベル・リイ』が〈何となく頭に入らない〉のはなぜ？　よしもとば
なな「キッチン」がいきなり〈好き〉から始まるわけは？　気になる部分に注目すれば，作
品の仕掛けが見えてくる．読み方のコツを知り，小説に独特の“頭の働き”を鍛える入門書．

小説的思考のススメ
「気になる部分」だらけの日本文学

阿部公彦

ISBN978-4-13-083064-5　2014年2月　四六判　232頁　税込2,750円

名前をつける，数え上げる，恥じる……などの切り口から日常に詩のタネを探してみよう．
萩原朔太郎，伊藤比呂美といった教科書の詩人のココを読んでみよう．詩的な声に耳を澄
ませば，私たちと世界の関係がちがったふうに見えてくる．言葉の感性を磨くレッスン．

詩的思考のめざめ
心と言葉にほんとうは起きていること

阿部公彦
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ISBN978-4-13-083075-1　2017年9月　A5判　216頁　税込3,080円

20世紀後半以降，イングランド，アイルランド，ニュージーランドなどで書かれた多彩な
詩の数々――これらを英語で読むことで，語学と文学を学ぶことができる現代英詩の入
門．伝統，紛争，マイノリティといった切り口から，知と想像力を駆使した思考の冒険へ．

英語圏の現代詩を読む
語学力と思考力を鍛える12講

中尾まさみ

ISBN978-4-13-083065-2　2014年9月　A5判　228頁　税込2,640円

村岡花子の名訳『赤毛のアン』には，原文のある重要箇所がカットされている．その「な
ぜ」を追うことからみえてくる，「小説というくわだて」のポイント．「アン」のほか，ホビッ
ト，ジェイン・エアなど英文学を楽しむ講義に，翻訳論の「オマケ」を増補した決定版．

東大の教室で『赤毛のアン』を読む  ［増補版］
英文学を遊ぶ9章＋授業のあとのオマケつき

山本史郎

ISBN978-4-13-009125-1　2017年6月　A5判　246頁　税込3,520円

ひろい視野から中国文学の全体像を捉え，その特質を平易に解説する第一人者による
“中国文学入門”．文言と白話，典故と対句など言葉の問題からはじめ，文学史の時代区分，
韻文と散文，文学の社会的地位，作者と読者，さらに書誌学の基礎に及ぶ．初版1982年．

中国文学序説
前野直彬

ISBN978-4-13-082045-5　2011年10月　A5判　258頁　税込3,080円 

現代文学の父母といえる魯迅や張愛玲から，天安門事件以後の鄭義や高行健，香港と台
湾のポストコロニアル作家まで――20世紀以後，北京・上海・香港・台湾の文化交流を軸
に，中国語圏の人々における情念と論理の形成を描き出す．映画からも捉えた一冊．

中国語圏文学史
藤井省三

ISBN978-4-13-083066-9　2015年8月　四六判　280頁　税込3,080円

藤井省三

魯迅と日本作家たちの影響関係とは？　作品群を精緻に読み解くことで，近代日本文学が
魯迅に決定的な影響を与えた一方，1930年代以降に魯迅が現代日本文学へと色濃　いつな
がりを示してきた内実を明らかにする．日中文学圏における系譜を探るスリリングな一冊．

魯迅と日本文学
漱石・鷗外から清張・春樹まで

ジョットからウォーホルまで，美術史の本質に迫る27講．西欧絵画と関連テクストを時
代に沿って読み解き，美術史を大きく超えた「表象」の根源的な枠組み＝エピステーメの
変化を描き出す．人間存在の鏡としての絵画から世界を見る試み．

定評ある辻日本美術史の補訂版．縄文からマンガ，アニメまでを視野に入れ，日本美術
に変わらずあり続ける特質を大胆に俯瞰する．最新の研究動向をふまえて記述をアップ
デート，よりわかりやすく解説．重要な作品を加えてさらに充実したニューバージョン．
オールカラー．

ISBN978-4-13-083068-3　2016年6月　A5判　336頁　税込3,850円

ISBN978-4-13-082091-2　2021年4月　A5判　512頁　税込3,080円

表象文化論講義  絵画の冒険

日本美術の歴史  ［補訂版］

小林康夫

辻 惟雄

絵画をもっと深く理解したい・楽しみたい人のための画期的な入門書．神話画，宗教画，
寓意画等，18世紀までの絵画をジャンル別に取り上げ，実践的に読み解く．異なる文化か
ら生まれた西洋絵画をみるコツを伝授する．美術館に行くのが楽しくなる待望の一冊．
ISBN978-4-13-083030-0　2001年4月　A5判　288頁　税込2,750円

まなざしのレッスン 1  西洋伝統絵画
三浦 篤

東京大学の講義をベースにした『まなざしのレッスン　1西洋伝統絵画』の続篇．印象派
以降，伝統的な絵画の枠組みが崩れていくなか，画家たちは何をめざしたのか．難解な近
現代絵画を解きほぐし，まったく新しい視点から実践的に読み解く．
ISBN978-4-13-083031-7　2015年3月　A5判　292頁　税込2,970円

まなざしのレッスン 2  西洋近現代絵画
三浦 篤

色とは何か，また色の定量化など色彩学の初歩から，色が人におよぼす心理的な諸作用な
どを述べる．さらに色彩感情の国際比較の研究から色の感じ方や価値観は国や人種でど
う違うかなど興味深いデータなど紹介し，初学者にもわかるように体系的に解き明かす．
ISBN978-4-13-082085-1　2001年4月　A5判　256頁　税込3,520円

色彩学概説
千々岩英彰



1110

芸
術

哲学・思想
ISBN978-4-13-009123-7　2017年4月　A5判　344頁　税込3,740円

著者年来の比較演劇的研究の視野にたって，演劇というものを総合的に捉えた概論書・入
門書．初版1978年．〈主要目次〉1．演劇とはなにか，2．戯曲と劇性，3．演技と俳優，4．劇
場と観客，5．日本演劇史要，6．世界演劇史要，略年表，索引

演劇概論
河竹登志夫

ISBN978-4-13-003208-7　2014年8月　四六判　264頁　税込2,530円

論文の書き方やモラルとは？　主題の見つけ方，設計と構築の仕方は？　論文を書くこと
＝技術（アート）として捉えて，この創造的な仕事の基本姿勢から実践方法までを懇切に
解説する．卒論や学術論文の本格的な作法を身につけ，知の基礎能力を高められる一冊．

論文ゼミナール
佐々木健一

ISBN978-4-13-003305-3　1994年4月　A5判　282頁　税込1,650円

東大教養学部で，1993年度から文系1年生の必修科目として開設されたゼミ形式の「基
礎演習」のテキスト．学問の魅力を紹介し，論文の書き方・口頭発表の仕方・資料の集め方
等を収めた「究極の参考書」．

知の技法
東京大学教養学部「基礎演習」テキスト

小林康夫・船曳建夫 編

ISBN978-4-13-003348-0　2016年2月　A5判　320頁　税込3,190円

ISBN978-4-13-003390-9　2019年2月　A5判　324頁　税込3,190円

真理は一つか？　なぜ，絶対に人を殺してはいけないのか？　簡単には答えられない問題
と格闘し，異なる価値観をもつ他者との対話を通して，本当の「大人」になるための思考を
鍛える．学生と教師の「生の声」が飛び交う，東京大学による，新しい教養教育の試み．

大人になり続けるために――．速く走れる人間をつくってもよいか，プライバシーと治安
は両立できるか，人工知能研究は人為的にコントロールすべきか，など12の問いによっ
て思考の翼をさらに広げ，問題構成力，批判的思考力，市民的倫理観を養おう．

大人になるためのリベラルアーツ
思考演習12題

続・大人になるためのリベラルアーツ
思考演習12題

石井洋二郎・藤垣裕子

石井洋二郎・藤垣裕子

ISBN978-4-13-013023-3　2004年4月　A5判　320頁　税込2,640円

西欧の近現代哲学が考えてきた豊かな面白さに，自分で考えながら分け入ってゆくテキ
スト．相互に関連するトピックが連なる，短い読みきりの章構成とコラムや図版を多用し
た，親しみやすいヴィジュアルが特徴．「議論してみよう」の例題付き．

自分で考えてみる哲学
ブレンダン ウィルソン／山本史郎 訳
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ISBN978-4-13-012060-9　2012年4月　A5判　256頁　税込3,300円

何を自らの拠りどころとし，私たちは今・ここにあるのか．その知恵の痕跡を古代神話に
さかのぼり，仏法のうちに捉え（中世），天の思想に表現しつつ（近世），文明と直面して回
折する近代まで，日本人の心の歴史を鮮烈に描く．昭和期を増補した決定版．

日本倫理思想史  ［増補改訂版］
佐藤正英

ISBN978-4-13-012053-1　1994年2月　A5判　274頁　税込2,860円

現代論理学という知の風景へ誘う，文科のための入門書．初心者の素朴な疑問と驚きに
満ちた，不思議の国への旅だち．豊富な問題・論題を設け，説き明かすことよりも，読者へ
の問いかけを意図した．

論理学
野矢茂樹

ISBN978-4-13-012058-6　2009年5月　A5判　288頁　税込3,080円

プラトン，カント，ハイデガー，ダントー――古代ギリシアから20世紀にいたるまで，西
洋の思考のうちに絵画，彫刻，建築，詩といった「芸術」はどのように捉えられてきたの
か．感性や美との関わりをふまえ，芸術の理念が変化してきた歴史を大胆に描く．

西洋美学史
小田部胤久

ISBN978-4-13-012052-4　1993年2月　A5判　272頁　税込2,860円

ソクラテスからデリダまで古典・名著の精粋を抄訳，直接に原典を読むことを通して哲学
することの魅惑と苛烈さに誘なう．簡潔な概説とともに，西洋哲学史を一望することがで
きるアンソロジー．巻末に邦訳文献を紹介，教養課程のテキストに最適．

哲学  原典資料集
山本 巍・今井知正・宮本久雄・藤本隆志・門脇俊介・野矢茂樹・高橋哲哉

美学は18世紀半ばに作られた哲学的学問であり，「感性」「芸術」「美」という主題が収斂
して成立した．美学の古典といえるカント『判断力批判』（1790年）を題材にし，そこでの
重要なテーマをめぐって，古代ギリシアから21世紀までの美学史を概説する．美学を深
く学ぶための決定版．
ISBN978-4-13-012064-7　2020年8月　A5判　480頁　税込6,050円

美学
小田部胤久

幾多の思想家や芸術家によって，くり返し問われてきた美と芸術をめぐる主題について，
概念史を踏まえつつ，現代美学の研究水準をさし示す．美，自然美，芸術，想像力，創造，
かたち，価値，美的体験など，25の主要な概念を通して，美学体系のすべてを一望する．
ISBN978-4-13-080200-0　1995年3月　A5判　306頁　税込4,180円

美学辞典
佐々木健一

ISBN978-4-13-012059-3　2011年4月　A5判　376頁　税込4,180円

正義，徳，贖罪，隣人愛――西洋の倫理思想における系譜と本質とは何か？　ギリシア哲学
とヘブライ宗教という二つの源流まで遡り，両者に共通・相違するものを探り出すことで，
現代世界に広まった西洋倫理の要諦に迫る．倫理学，哲学，宗教学，聖書学などの基本図書．

ギリシア・ヘブライの倫理思想
関根清三

ISBN978-4-13-009083-4　2013年4月　A5判　240頁　税込3,080円

今日のきびしい状況のもとにおいて，最も身近かな関心である倫理のことがらを，抽象的
な原理ばかりでなく，具体的な歴史的事実としてとらえ，時代と社会の背景のもとに倫理
の発展を明らかにする．

倫理学
佐藤俊夫

ISBN978-4-13-009124-4　2017年4月　四六判　304頁　税込3,300円

はかなさを分かちあい，今に生き，自然とともに死を迎え入れようとする―私たちの「生」
の，この不透明な現実感は何だろう？　「生きていること」の理解を求めて，本書は，数々
の古典を手がかりに，日本人の心の海を力強く描く．初版2009年．

日本人の心  ［増補新装版］
相良 亨

ISBN978-4-13-009128-2　2017年7月　A5判　216頁　税込3,080円

哲学は知識体系ではなく，哲学の担い手は各自の〈私〉であり，哲学は生活世界の現実を
意味づけようとするものであるという立場から，既存の常識や，科学を金科玉条とする独
断や臆見を批判しながら，「哲学する」ことを学ぶための入門書．初版1990年．

哲学入門
藤本隆志

ISBN978-4-13-010137-0　2018年9月　四六判　328頁　税込3,520円

精神障害とは何か．精神医学とはどのような実践なのか．哲学史における狂気の概念や
現代の分類・診断の変遷を分析し，「オープンダイアローグ」などの対話的アプローチや
「当事者研究」の意義を探究することによって，精神医学の未来を探る．

精神障害を哲学する
分類から対話へ

石原孝二

ISBN978-4-13-012015-9　1982年8月　A5判　304頁　税込3,960円

哲学と宗教とがあい伴ったインド思想を概説する．『リグ・ヴェーダ』に始まり，仏教と
ジャイナ教がおこり，ヒンドゥー教を生んで後，中世にイスラーム教の浸透を受けて近現
代へ．主要な選文を引きながら，この重層した流れを紹介．参考文献，年表，地図．

インド思想史
早島鏡正・高崎直道・原 実・前田専学
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ISBN978-4-13-012063-0　2017年8月　四六判　272頁　税込2,860円

医療・介護従事者のための死生学を担ってきた東京大学の人文社会系教員たちが，臨床にお
ける死生の問題にアプローチする．医学が対象とする生命を踏まえつつも，〈最期まで生き
る－ケアする〉ことに関心を向ける．死ぬための死生学ではなく，生きるための死生学入門．

医療・介護のための死生学入門
清水哲郎・会田薫子 編

ISBN978-4-13-014121-5　2008年5月　A5判　280頁　税込3,080円

死生学は新しい学問分野である――．今日，人びとは死を前にしてよりどころを喪失し，
強い不安のなかにいる．そのような時代に死生学が果たすべき役割は大きく，また切実で
ある．死生学の輪郭を明らかにするとともに，現代の死生観を多彩な執筆陣で探究する．

死生学 【1】  死生学とは何か
島薗 進・竹内整一 編

ISBN978-4-13-013011-0　1983年6月　四六判　288頁　税込2,860円

仏教とはなにか．その出発点における基本的な要素を，大乗仏教の考え方もふくめて概
説する．ブッダである仏，その悟られた真理を示す法，法を実践する教団としての僧の三
宝にもとづき，仏教をひろく客観的に捉えて，人々の開かれた関心にこたえる．

仏教入門
高崎直道

ISBN978-4-13-009144-2　2021年1月　A5判　272頁　税込3,080円

長い歴史のなかで，中国の何がどう変化し，現在へとつながっているのか．四つの変動
期の断面にかくれた歴史の動力をさぐる新機軸の思想通史．世界史のなかで中国とは何
か？　古代から近世，そして近現代にいたる衝撃の歴史像を呈示する．初版2007年．

中国思想史
溝口雄三・池田知久・小島 毅

ISBN978-4-13-013150-6　2011年12月　四六判　264頁　税込2,860円

近代まで2000年以上にわたり，東アジアでの共通の思想文化の規範であった儒教．その
成り立ちから，中心概念である「天」，「修己治人」，「経学」，「礼」等を俯瞰し，儒教の地域
的・時代的変容や現代的意義までを詳述する．儒教を基礎から学ぶ最良の入門書．

儒教入門
土田健次郎

ISBN978-4-13-023074-2　2017年8月　四六判　312頁　税込3,080円

ISBN978-4-13-026267-5　2020年9月　A5判　296頁　税込5,500円

ISBN978-4-13-025171-6　2018年3月　四六判　304頁　税込2,970円

ISBN978-4-13-023079-7　2022年4月　A5判　304頁　税込2,970円　 NEW

世界遺産の理念，制度，歴史，実践などを一冊で学ぶことのできる最良の入門書．日本国内
における第一人者を執筆陣にそろえ，世界的動向や登録プロセスの推移から，いま現場で
発生している課題とその取り組みまで解説する．世界遺産ファンから行政関係者まで必携．

歴史学はいかなる知的枠組み（フレームワーク）のもと形づくられてきたのか．その時代
の状況にも対応し，切りひらかれてきた歴史学は，その枠組みがときには批判されつつ
も，継承されてきたことを史学史的に論じる．これからの歴史学に必要な手がかりを示す．

現代にとって必要とされる歴史学とは何か．「新しい世界史」叙述を提起し，大きく展開す
る学問状況と，その実践についてわかりやすく論点を明示する．グローバル化する世界の
なかで人文学・社会科学が果たす役割と，グローバルヒストリーの具体的な有効性を示す．

新しく高等学校で必修科目となった「歴史総合」の授業で，歴史の学び方は大きく変わ
る．「歴史の扉」をはじめとする大項目に対応した実践を，具体的なテーマで史料も提示
しながら展開する．本書の事例を学習の現場でどう活用するか，授業づくりへのアイデ
アも提起し，これからの歴史への展望をひらく．

世界文化遺産の思想

歴史学の縁取り方
フレームワークの史学史

シリーズ・グローバルヒストリー【1】
グローバル化と世界史

「歴史総合」をつむぐ  新しい歴史実践へのいざない

西村幸夫・本中 眞 編

恒木健太郎・左近幸村 編

羽田 正

歴史学研究会 編

ISBN978-4-13-021100-0　2010年5月　A5判　496頁　税込7,480円

歴史学とはなにか，この根源的な問いに答えることを通じて，歴史学が時代とともに変貌
しつつ果たしてきた役割と有効性を炙り出し，学問的な魅力を解き明かす．歴史学の目的
や，客観的事実と主観的解釈を明確にし，そして歴史を構築する方法論を体系的に論じる．

史学概論
遅塚忠躬
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ISBN978-4-13-023058-2　2009年10月　A5判　336頁　税込2,860円

日本が開国にいたった時期，東アジア地域も大きく動き出した．国際社会を考えるために，
また“教養”としても重要な「近代化」の時代を，日本史，中国史，朝鮮史，アメリカ史，ロシ
ア史の第一線の執筆陣による複数の視点で日本と東アジア全体像を描く新たな試み．

大人のための近現代史  19世紀編
三谷 博・並木頼寿・月脚達彦 編

ISBN978-4-13-023069-8　2015年9月　四六判　418頁　税込3,300円

名著『昭和史』の著者が時代をさかのぼって捉え返した，明治大正にわたる日本の近代史．
政治・経済・思想・文化の複合的な視点から，この時期における断面図と歴史的な流れとを
交互に描き出し，激動の時代の変化を浮き彫りにする．【上】明治維新／明治国家の成立

明治大正史  【上】
中村隆英 著／原 朗・阿部武司 編

ISBN978-4-13-023070-4　2015年9月　四六判　432頁　税込3,300円

名著『昭和史』の著者が時代をさかのぼって捉え返した，明治大正にわたる日本の近代史．
政治・経済・思想・文化の複合的な視点から，この時期における断面図と歴史的な流れとを
交互に描き出し，激動の時代の変化を浮き彫りにする．【下】日清・日露戦争／大正時代

明治大正史  【下】
中村隆英 著／原 朗・阿部武司 編

ISBN978-4-13-022051-4　1988年1月　A5判　220頁　税込2,420円

考古学は，人類史の再構成を究極の目的とする歴史科学である．しかし．その歴史の再構
成に用いる資料や方法は，文献史学とは異なる．本書は，考古学の発達史と今日の学問的
広がり，考古学資料の特性と方法論，調査方法などを平明に叙述した．

考古学入門
鈴木公雄

ISBN978-4-13-022014-9　1995年10月　A5判　328頁　税込2,200円

「一冊で読める」わかりやすい日本通史として広く好評をえた初版を改訂．考古学，中世
史を中心にこの間の新たな成果を盛り込むと同時に，近代史・現代史を増補．「冷戦」の終
焉，連立政権の成立までを射程にいれた．

教養の日本史  ［第2版］
竹内 誠・佐藤和彦・君島和彦・木村茂光 編

ISBN978-4-13-009070-4　2012年10月　A5判　288頁　税込3,080円

歴史学への入り口はどこにでもある．身近な素材をさまざまな角度から見直すと，その背
後に隠れていた歴史の世界がみえてくる．素材との出会いから歴史学研究にいたるまで
の具体的な作業過程を示しながら，読者を歴史の「書き手」へと誘う．初版1997年．

方法 教養の日本史
竹内 誠・佐藤和彦・君島和彦・木村茂光 編

ISBN978-4-13-026350-4　2020年1月　四六判　288頁　税込3,740円

歴史問題の解決につながるための「歴史の共有」はいかに実現するのか．歴史解釈，歴史
的事実，歴史史料の三つの側面を取りあげ，それらに向き合うことを通して歴史学の真髄
に迫る．歴史を対立の火種にするのではなく，和解の糧にするための歴史学入門書．

歴史に向きあう
未来につなぐ近現代の歴史

黒沢文貴
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ISBN978-4-13-012117-0　2020年3月　A5判　384頁　税込2,640円

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の第5版補訂版．新たに編者を
迎え，4章（記憶関連部分）を全面的にアップデート．その他，認知神経科学関連の情報を
中心に，内容を補充．概要をつかみたい初学者から，ポイントを押さえて復習したい大学
院受験者まで，幅広いニーズに対応．

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

ISBN978-4-13-012035-7　2001年3月　A5判　272頁　税込3,080円

仮説生成のための質的研究法や，教育・臨床の現場での実践研究など，心理学研究の新し
い展開を積極的に取り入れるとともに，仮説検証や統計法の適用に関する方法論的問題
まで論じた本格的な入門書．研究計画，発表・論文執筆，学会，研究倫理等も具体的に説く．

心理学研究法入門
調査・実験から実践まで

南風原朝和・市川伸一・下山晴彦 編

ISBN978-4-13-012114-9　2018年9月　A5判　176頁　税込2,200円

ISBN978-4-13-012118-7　2020年12月　A5判　240頁　税込4,180円

ISBN978-4-13-012115-6　2019年3月　四六判　240頁　税込2,420円

初学者がつまずきがちな統計の世界――数学嫌いでも十分フォローできるわかりやすい
記述と身近な例で，人間の心に迫るデータ分析の初歩をじっくり解説．読み進めるうち
に，最低限おさえておきたいポイントが身につくロングセラー．SAS，SPSSに加え，補訂
版ではRについて加筆し，文献などの情報を更新．

適切な脳波の計測と解析が，この一冊でできるようになる！  脳波研究の魅力とその測定
方法の基礎を押さえた上で，最新の脳波解析技術ではどんなことがわかるのか，フリーの
ソフトウェアであるEEGLAB，SPMのチュートリアルを含む，具体的な解析方法と合わ
せて解説する．

臨床心理職としての心構えや実際から，今後の臨床心理学の発展まで，臨床心理学にお
ける世界標準である内省的「科学者―実践者モデル」を基盤に，コンパクトにわかりやす
く初学者に伝える．編訳により，公認心理師養成課程の「臨床心理学概論」にも対応．

ウォームアップ心理統計  ［補訂版］

脳波解析入門  ［Windows10対応版］  EEGLABとSPMを使いこなす

臨床心理学入門

村井潤一郎・柏木惠子

開 一夫・金山範明 編

スーザン レウェリン・ケイティ アフェス－ヴァン ドーン／下山晴彦 編訳

ISBN978-4-13-012042-5　2005年8月　A5判　288頁　税込3,080円

フィールドでの人との関わりと，エピソード記述の練成とを，絶え間ない相互の往還の過
程としてとらえ，いきいきした生の場面を公共的な表現へとひらく方法を論じる．保育，
教育，心理実践と不可分の真に質的な研究へと入門者をいざなうテキスト．

エピソード記述入門
実践と質的研究のために

鯨岡 峻

ISBN978-4-13-015132-0　2014年2月　A5判　354頁　税込3,190円

事例の現実をより深く理解するには，人生の「物語」にかかわるための技術が必要とな
る．コミュニケーション，ケース・マネジメント，システム・オーガニゼーションのまなび
方を，物語論の観点から体系的に解説する．

臨床心理学をまなぶ 【2】  実践の基本
下山晴彦

ISBN978-4-13-015131-3　2010年3月　A5判　300頁　税込3,080円

いざ，臨床心理学をまなぶ航海へ！　「臨床心理学」とは何か，ストーリー仕立てでわか
りやすく解説．何を目指してまなぶのか，そのためにはどのような選択をすべきかを確認
しながら，学習の正しい道筋をガイドする．現代の状況に即応した決定版入門テキスト．

臨床心理学をまなぶ 【1】  これからの臨床心理学
下山晴彦

ISBN978-4-13-015134-4　2010年11月　A5判　176頁　税込2,640円

実践においては，アセスメントをもとに，クライエントの背景や周囲の人間関係をも考慮
に入れ，つぎはぎでない統合的な介入法を創意工夫する必要がある．臨床実践の理論・技
法の現状と統合の必然性，今後の展望について，事例をまじえて具体的に解説する．

臨床心理学をまなぶ 【4】  統合的介入法
平木典子

ISBN978-4-13-012045-6　2007年5月　A5判　312頁　税込3,080円

ロジャーズの「クライアント中心療法」への深い理解をもとに，カウンセラーになること
の核心をみすえ，学ぶ人とともに歩む本として定評のある教科書の増補改訂版．クライ
アント中心療法の最近の展開やプリセラピーなどを補いさらに充実．

カウンセリングを学ぶ  ［第2版］
理論・体験・実習

佐治守夫・岡村達也・保坂 亨

ISBN978-4-13-012034-0　2001年1月　A5判　208頁　税込2,640円

“自分のこころ”への興味・関心を臨床心理学へとつなげ，広げるテキスト．よくあるこ
ころのトラブルである抑うつから，対人不安，そして統合失調症まで，実際の心理テスト
（尺度）に自分で答えながら，生きたこころを研究する方法をしっかり学んでゆく．

自分のこころからよむ臨床心理学入門
丹野義彦・坂本真士
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ISBN978-4-13-013311-1　2018年5月　A5判　400頁　税込4,840円

なぜ進化という考え方がそれほど魅惑的なのか，脳から認知・発達，社会・文化，組織・経営
に至るまで，どれほど幅広く有効に応用できるか――「進化」に憑りつかれ，険しい道を切
り拓いてきた心理学者たちから，これから進化心理学を志す読者への熱いメッセージ．

進化心理学を学びたいあなたへ
パイオニアからのメッセージ

王 暁田・蘇 彦捷 編／平石 界・長谷川寿一・的場知之 監訳

ISBN978-4-13-015136-8　2011年5月　A5判　376頁　税込2,750円

エピソードを記述したり，語り（ナラティブ）を分析したりする質的研究は，現場の関係
性のなかで進行する．観察とインタビューを中心に，その意義や手続きの実際を解説．対
話と内省を重視し，よりよい臨床実践につながる技法を提案する．

臨床心理学をまなぶ 【6】  質的研究法
能智正博

ISBN978-4-13-015137-5　2011年11月　A5判　240頁　税込2,860円

臨床心理学のすぐれた研究例から量的研究の流れを概観し，例題や留意点をまじえて，
研究デザインの立て方をわかりやすくガイド．得られた結果を正しく解釈し，論文として
適切に記述する方法にたどりつくまで，統計をツールとして使いこなせるように導く．

臨床心理学をまなぶ 【7】  量的研究法
南風原朝和

ISBN978-4-13-062230-1　2022年4月　A5判　344頁　税込2,750円

「人間とは何か」という問いに「進化」という側面から光を当て，生物としてのヒトという
視点で行動や心理をとらえたロングセラー・テキストの全面改訂第2版！　新たに共著
者を迎え，分子生物学・化石人類学を含む研究の進展に対応し，生活史・文化進化につい
て章を設けるなど，内容を刷新．

進化と人間行動  ［第2版］
長谷川寿一・長谷川眞理子・大槻 久

ISBN978-4-13-012113-2　2018年1月　A5判　288頁　税込2,640円

心と体の生涯発達への心理学的アプローチの方法から，乳幼児期の認知・自己・感情・言
語・社会性・人間関係の発達の詳細，学童期～高齢期の発達の概要，発達障害への対応ま
で，子どもにかかわるすべての人に必要な発達心理学の基礎が身に付くようガイドする．
幼稚園教諭・保育士養成課程にも対応．

ベーシック発達心理学
開 一夫・齋藤慈子 編

ISBN978-4-13-012026-5　1990年2月　A5判　280頁　税込2,860円

生涯発達の視点に立って，胎児・乳児から成人・老人までの領域全体を概観する入門書．
基礎から応用場面まで視野におさめ，全体のバランス，簡潔でわかりやすい表現に意を
払い編集された信頼できる教科書．第Ⅰ巻には乳児・幼児・児童の各章を収録する．

発達心理学入門 Ⅰ
乳児・幼児・児童

無藤 隆・高橋惠子・田島信元 編

ISBN978-4-13-012101-9　2013年9月　A5判　400頁　税込3,740円

人間の発達を総合的に学ぶ新標準テキスト．周産期から児童期を解説した第 I巻に続き，
第 II巻では青年期から老年期までのライフサイクルや，メディアや家族などにおける人
間の生涯発達を概説，障害など臨床的分野への示唆もまとめる．読みやすい2色刷．

発達心理学 Ⅱ
無藤 隆・子安増生 編

ISBN978-4-13-012116-3　2019年4月　A5判　224頁　税込2,640円

動いているとはどういうことか．形とは何か．奥行きを感じるのはなぜか．あたりまえに
見えて，実は非常に複雑なしくみを持つ視知覚の成立過程について，乳児を対象とした
行動実験と脳科学からの知見をもとに，発達に沿って概観する．色の好み，色の変化や動
きへの感度，空間表象の獲得について補訂．

赤ちゃんの視覚と心の発達  ［補訂版］
山口真美・金沢 創

ISBN978-4-13-012100-2　2011年9月　A5判　408頁　税込3,520円ISBN978-4-13-015173-3　2021年12月　A5判　376頁　税込4,620円　 NEW

「総論」「胎児期・周産期」「乳児期」「幼児期」「児童期」の5つの幹で基礎をおさえ，各幹か
ら広がる枝が「身体」「認知」「感情」「言語」「社会」の各トピックスを縦断し，研究の最前
線を示す．バランスのとれた概論と2色刷りでわかりやすい新定番テキスト．

臨床心理学の介入法を各種心理療法の技法別ではなく，アセスメントの提供を受けた専
門職が，どのような布置をクライアントやその周囲の同盟・チームを構築し，マネジメン
トしてゆくかという視点から解説する．「保健医療」「福祉」「教育」「司法・犯罪」「産業・労
働」それぞれの分野における実践と協働の最前線．

発達心理学 Ⅰ現代の臨床心理学3  臨床心理介入法
無藤 隆・子安増生 編熊野宏昭・下山晴彦 編

ISBN978-4-13-012027-2　1990年3月　A5判　248頁　税込3,080円

生涯発達の視点に立って，胎児・乳児から成人・老人までの領域全体を概観する入門書．
基礎から応用場面まで視野におさめ，全体のバランス，簡潔でわかりやすい表現に意を
払い編集された信頼できる教科書．第Ⅱ巻には青年・成人・老人の各章を収録する．

発達心理学入門 Ⅱ
青年・成人・老人

無藤 隆・高橋惠子・田島信元 編

ISBN978-4-13-015135-1　2011年3月　A5判　320頁　税込3,080円

実践の現場は，教育機関，行政機関，医療機関などのコミュニティであり，他の専門職や
当事者らとの協働が欠かせない．ミクロからマクロへの視点と協働の基本を身につける
ために，コミュニティ心理学のエッセンス，介入や研究の方法，倫理まで網羅する．

臨床心理学をまなぶ 【5】  コミュニティ･アプローチ
高畠克子
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ISBN978-4-13-011148-5　2020年9月　A5判　336頁　税込4,620円

人生という長期的行動を，その原動力となる主体性が確立される時期としての思春期・青
年期（AYA）に着目して理解し，AYAが生涯発達や精神的不調からの回復にどのような意
味を持つかを問う．最新の科学知・実践知にあふれる，教育関係者・支援者必読の書．

人生行動科学としての思春期学
笠井清登・岡ノ谷一夫・能智正博・福田正人 編

ISBN978-4-13-012110-1　2016年1月　四六判　304頁　税込2,970円

人間はどのように世界を認識しているか？　「情報」という共通言語のもとに研究を進め
る認知科学が明らかにしてきた，知性の意外なまでの脆さ・儚さと，それを補って余りあ
る環境との相互作用を，記憶・思考を中心に身近なテーマからわかりやすく紹介．

教養としての認知科学
鈴木宏昭

ISBN978-4-13-012108-8　2013年4月　A5判　216頁　税込3,080円

認知科学の研究手法から統計解析法，フリーの統計解析ソフトRコマンダーの使い方ま
で，事例を基にして実際の論文執筆までに必要なノウハウを解説する．本書を読み進め
ていけば，認知科学の論文を書くために必要な知識が自然と身につくだろう．

事例による認知科学の研究法入門
Rコマンダーの活用法と論文の書き方

齋藤美穂 編

ISBN978-4-13-015204-4　2022年10月　A5判　272頁　税込3,520円　 NEW

第4巻では，「身体」「脳」「社会」のテーマには収まりきらない先端的研究を拾い上げ，第
三世代の認知科学と呼びうる新たな潮流を提示する．従来の研究テーマを踏まえた深い
洞察に基づいた独自の提案は，認知の本質に迫る新たな可能性を示す．

認知科学講座 【4】
心をとらえるフレームワークの展開

横澤一彦 編

ISBN978-4-13-011130-0　2011年5月　A5判　416頁　税込5,280円

アフォーダンス，生態光学，直接知覚論はここから始まった．知覚者は，環境からの刺激を
静的に受けて再構成しているのではなく，環境とダイナミックに関係することで世界を直接
的に知覚している，など従来の古典的知覚論の図式を乗り越えるギブソン心理学の転換点．

生態学的知覚システム
感性をとらえなおす

J．J．ギブソン／佐々木正人・古山宣洋・三嶋博之 監訳

ISBN978-4-13-011108-9　1998年5月　A5判　224頁　税込3,520円

信頼と裏切りの起源とメカニズムを，進化ゲーム論と実験データからみごとに解明し，日
本が従来の集団主義社会を脱し，他者一般に対する信頼で成り立つ開かれた社会を形成
することの大切さを説く．

信頼の構造
こころと社会の進化ゲーム

山岸俊男

ISBN978-4-13-013310-4　2017年7月　四六判　320頁　税込3,080円

行動の原因を，状況よりも心に求めがちで，自然と相手の良し悪しをみきわめようとして
しまう私たち．他者を知り，関わろうとするとき，心の中では何が起きているのか――対人
認知というフィルターを通して，人間の心の社会性，他者とのつながりのあり方に迫る．

なぜ心を読みすぎるのか
みきわめと対人関係の心理学

唐沢かおり

ISBN978-4-13-012112-5　2017年11月　A5判　288頁　税込3,190円

社会の中で相互作用しながら生きている人間――その心と行動を科学的に明らかにしよ
うとする研究の方法とはどのようなものか．問題の設定から実験・調査，資料収集，分析，
論文作成や事後の留意点に至るまで，わかりやすく解説するスタンダードなテキスト．
ICTの進展をふまえ，ウェブ調査やデータベースの利用法を中心に補訂 .

社会心理学研究入門  ［補訂新版］
安藤清志・村田光二・沼崎 誠 編

ISBN978-4-13-015203-7　2022年9月　A5判　272頁　税込3,520円　 NEW

人間の認知を個体の頭の中の問題だけではなく，認知が行われる状況，それを構成する
他者，モノとの関係でとらえようとする研究のアプローチは多様である．第3巻では，行
動実験から状況論，エスノメソドロジー，学習科学，ロボットとの相互作用，身体論まで，
多角的に社会的存在としての人間の姿を描き出す．

認知科学講座 【3】  心と社会
鈴木宏昭 編

ISBN978-4-13-015202-0　2022年10月　A5判　232頁　税込3,520円　 NEW

非侵襲的脳機能測定法やニューラルネットワークなどの解析法の発展により，高次認知
機能を担う脳の研究が展開されるようになった．第2巻では，「認知神経科学」の範疇に
収まらない，「脳」の包括的理解を志向する認知科学が確立されつつあることを示す．

認知科学講座 【2】  心と脳
川合伸幸 編

ISBN978-4-13-015201-3　2022年9月　A5判　288頁　税込3,520円　 NEW

第1巻では，初期の記号主義認知科学に対するアンチテーゼとして現れた身体性認知科
学について扱う．人間の認知は身体の処理に根差しつつ，それをはるかに超える抽象的
な知性を獲得してきた．身体性から始めて，それを超える高次の認知や意識のメカニズ
ムを考えるための枠組みを示す．

認知科学講座 【1】  心と身体
嶋田総太郎 編

ISBN978-4-13-011141-6　2015年5月　A5判　368頁　税込4,620円

コミュニケーションを重視し，社会への一歩を踏み出すとともに，悩み，傷つき，抑えら
れない衝動に駆られるのはなぜか？　10～20歳頃の心・からだ・脳の成長とその背景に，
本格的な総合人間科学としての思春期学の確立を目指す．

思春期学
長谷川寿一 監修／笠井清登・藤井直敬・福田正人・長谷川眞理子 編
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ISBN978-4-13-052077-5　2009年1月　A5判　296頁　税込3,080円

混乱する教育の理念と価値観，繰り返される「改革」，変化する社会と子どもたち……，こ
の現実をどのように言葉で語り，実践を切り拓くことができるか．「評価」「公共性」「成
長」など，現代教育学の基本的なコンセプトを身につけるテキスト．

キーワード  現代の教育学
田中智志・今井康雄 編

ISBN978-4-13-051310-4　2005年4月　四六判　264頁　税込2,860円

教育という名の営み．その根元を掘り返すとわからないことばかり．教育は幸せを目指
す営みか．人は人を理解できるか．体験から学ぶとはどういうことか……．教育に，ひと
に，出会い直すための，小さな驚き（センス・オブ・ワンダー）．

教育人間学のために
西平 直

ISBN978-4-13-051324-1　2013年5月　A5判　290頁　税込4,180円

戦後教育のいくつかの原則が信を失ったかのように見える今日，教育の価値，目的はどの
ように思考が可能か．プラグマティズムの再考を軸に，現代の教育思想の地図を詳細に
描き，アートによる学びをひとつのヒントに，個性が共同する学校をデザインしなおす．

民主主義への教育
学びのシニシズムを超えて

上野正道

ISBN978-4-13-051342-5　2019年3月　A5判　424頁　税込6,600円

近代教育が，国民国家のために斃れた死者に見詰められて成立したとすれば，「そうでな
い教育」はどのように構想しうるのだろうか．「純粋贈与の教育学」をさらに展開し，他
者・生命への配慮による，来たるべき教育学を素描する．

歓待と戦争の教育学
国民教育と世界市民の形成

矢野智司

ISBN978-4-13-051313-5　2008年2月　A5判　372頁　税込5,940円

知識，学歴，教養……，なにかの「ために」，サービスと労力の交換として考えられる現代
の教育．しかし，なおその基底に流れる見返りを伴わない「純粋な贈与」．真に教育をい
のちあるものとしているものはなにか，「教えること」のはじまりに遡り「限界への教育
学」を構想する意欲作．

贈与と交換の教育学  漱石、賢治と純粋贈与のレッスン
矢野智司

ISBN978-4-13-012107-1　2012年6月　A5判　378頁　税込3,740円

社会問題が複雑・多様化してくる中で，単一の視点や方法では解決が難しく，多面的で長
期的な介入が必要とされている．「子ども」「高齢者」「障害者」「市民」の4つの対象者を設
定し，コミュニティ心理学の主要コンセプトから実践的展開までを幅広く提示する．

現代コミュニティ心理学
理論と展開

植村勝彦

ISBN978-4-13-009092-6　2014年3月　A5判　288頁　税込2,640円

知覚，学習，思考，記憶，感情，動機など，心理学の代表的な実験の説明を通して，いきい
きと，そして具体的に心理学の概観を把握させることを目指した概論書．オーソドックス
な心理実験手続き学習のための入門書としても役立つ．初版1984年．

実験心理学
大山 正 編

ISBN978-4-13-009141-1　2019年4月　A5判　224頁　税込3,520円

我々が生きるネット社会のコミュニケーションの「かたち」とダイナミクスを，具体的調
査とモデル分析の双方から捉え，ネットのクチコミが購買行動につながるまでの流れを
予測する，社会心理学＋サービスイノベーションの試み！  初版2010年．

クチコミとネットワークの社会心理
消費と普及のサービスイノベーション研究

池田謙一 編
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ISBN978-4-13-052081-2　2013年3月　四六判　296頁　税込3,080円

実践に生きる教育学とは，どんなものだろうか？　乳幼児が，家庭と往還しながら園とい
う場で育ってゆくその場面と，言葉，遊び，先生や他の子たちとの関係に目をこらし，耳
をすます9つの章から，実践のための教育研究を考える．

子どもから学ぶ教育学
乳幼児の豊かな感受性をめぐって

中田基昭

ISBN978-4-13-006530-6　2015年7月　四六判　248頁　税込2,860円

豊かになった日本社会で，子どものこころの闇，学校の荒廃として大きな問題となってい
た，不登校，いじめの問題．子どもの発達過程の視座や，仲間関係の発達論を導入しなが
ら，子どもの内在的視点に迫った名著．著者による解題と今日への展望を付す．

子どもの自分くずしと自分つくり  ［新装版］
竹内常一

ISBN978-4-13-051331-9　2015年10月　A5判　368頁　税込3,740円

少子化，価値観の変容，産業構造の激変のなかで，「学校で何を学ぶか」という問いが見直
される現在，東大教育学部のスタッフが，附属学校の現場と対話しながら，ことば，科学
的思考の学びのほか，心理，政治，バリアフリーなど現代の課題も含めて提案する．

カリキュラム・イノベーション
新しい学びの創造へ向けて

東京大学教育学部カリキュラム・イノベーション研究会 編

ISBN978-4-13-051335-7　2017年6月　四六判　304頁　税込3,850円

学習が，学校が，創造的であるための条件とは何か．ヴィゴツキー，レオンチェフ，エンゲス
トロームの活動理論を導きに，デューイや大正新教育の思想と実践の水脈をたどりつつ，教
えることと学ぶこと，知識・生活・学習の関係を新たに作り直すような学校の未来像を描く．

拡張する学校
協働学習の活動理論

山住勝広

ISBN978-4-13-052072-0　1996年4月　A5判　280頁　税込2,750円

発達，学習，学習指導について，第一線の研究者が最先端の研究までを含めてバランスよ
くまとめている．ビジュアルでいきいきとした内容は，教職課程および学部概論の教科書
として好適．学校や幼稚園において現実に出会う問題に心を配っているのが特色である．

教育心理学 Ⅰ
発達と学習指導の心理学

大村彰道 編

ISBN978-4-13-056229-4　2019年3月　A5判　264頁　税込5,500円

知的障害教育と通常教育の分離と統合の言説の歴史を三木安正らの議論に振り返り，日
本におけるインクルーシブ教育への道筋を，当事者の子らの生活世界をみつめることか
ら創出しようとする試み．

知的障害教育の場とグレーゾーンの子どもたち
インクルーシブ社会への教育学

堤 英俊

ISBN978-4-13-052074-4　1998年5月　A5判　368頁　税込3,190円

ライフサイクルを軸として発達心理学と臨床心理学を統合し，発達の臨床援助という教育
心理学の実践的側面の基本枠組を提示し，発達臨床の全体像を示す．教職科目，発達心理
学と臨床心理学の教科書に．

教育心理学 Ⅱ
発達と臨床援助の心理学

下山晴彦 編

ISBN978-4-13-052078-2　2009年7月　A5判　296頁　税込3,740円

1990年代以降，めまぐるしい「改革」をへて，いまどのように日本の教育を捉えるか．学
校への「市民参加」，教育の機会平等を実現する道とは．文部科学省，教育委員会改革か
ら，幼児教育，高等教育まで，議論の視座を提供する．

概説  教育行政学
平原春好 編

ISBN978-4-13-053090-3　2018年5月　四六判　208頁　税込2,860円

保育園から大学まで，幅広い実践の現場で「リフレクション」のツールとして活用されてい
るビデオ（動画）．しかし漫然とした記録や「問題行動の監視カメラ」になっていないだろう
か．人が育つ気づき，「おもしろい」実践を促進する，ビデオ活用法のエッセンスをまとめる．

ビデオによるリフレクション入門
実践の多義創発性を拓く

佐伯 胖・刑部育子・苅宿俊文

ISBN978-4-13-052080-5　2013年10月　四六判　272頁　税込2,750円

子ども達と保育者・教諭達そして環境との相互作用．「遊び」「まなび」そして「園」とは何
であり，ありうるのか．現場を見つめつづけ，心理学・教育学の成果と往還してきた著者
が語りかけるメッセージ．

幼児教育のデザイン
保育の生態学

無藤 隆

ISBN978-4-13-051354-8　2020年8月　A5判　304頁　税込3,960円

アクティブ・ラーニングなど学習思想の進化は，Moocsや ICT授業など技術の進化とあい
まって，いま学びのかたちを決定的に変えている．そのかたちはどんな内容を学習者にも
たらしうるのか．具体的な事例を紹介しながら，理論と実践の双方から解説する決定版．

学習環境のイノベーション
山内祐平

ISBN978-4-13-053086-6　2014年1月　四六判　256頁　税込2,420円

保育を語る紋切型を脱し，認知科学の一線から「その子を見る」方法を提言し話題となっ
た初版に，心の理論研究を部分改訂し，レッジョ・エミリアの保育を題材に「アート的思
考」の学びに「ともに生きる」保育の展開を見る新章を増補した決定版．

幼児教育へのいざない  ［増補改訂版］
円熟した保育者になるために

佐伯 胖
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ISBN978-4-13-052202-1　2016年8月　A5判　328頁　税込3,080円

今日，少子化対策，子育て支援施策が進められる中で，保育のいとなみや子育てを支える
しくみはきわめて重要になっている．本巻では，保育・子育て支援にかかわる制度・政策，
行政の歩みや国際動向を踏まえ，新制度の特徴やあり方，今後の課題について検討する．

保育学講座 【2】  保育を支えるしくみ
制度と行政

日本保育学会 編

ISBN978-4-13-052201-4　2016年8月　A5判　328頁　税込3,080円

保育学は日本においてどのように成立し，何を問い，そしてこれからどこに向かおうとし
ているのか．本巻では，制度や哲学思想，実践の歴史という時間軸と，国際動向という空
間軸の広がりの中で，学問としての保育学の全体像を提示する．

保育学講座 【1】  保育学とは
問いと成り立ち

日本保育学会 編

ISBN978-4-13-052205-2　2016年5月　A5判　328頁　税込3,080円

子どもを取り巻く社会的状況が大きく変化する中で，家庭や地域，関係機関とのネット
ワークを通して保育を行うことが重要になっている．そうしたネットワークに関する研
究および実践の取り組みに焦点化し，子育て支援を多角的に論じる．

保育学講座 【5】  保育を支えるネットワーク
支援と連携

日本保育学会 編

ISBN978-4-13-052704-0　2009年3月　B5判　280頁　税込2,640円

さまざまなトレーニング方法，スポーツの歴史やルール，身体の仕組みや腰痛体操・救急
処置法など，スポーツ，身体，そして健康に関する基礎知識をコンパクトに解説．健康な
毎日を送るための必須情報が満載．

教養としての身体運動・健康科学
東京大学身体運動科学研究室 編

ISBN978-4-13-052705-7　2010年4月　A5判　296頁　税込2,640円

どうすれば速く走れるのか？　剛速球を投げる方法とは？　運動神経は遺伝するのか？　
運動スキルを上達させたい読者のために，身体の仕組みやスポーツ動作を読み解く方法
を，最新の研究成果をふまえわかりやすく解説．図・写真も豊富な入門書．

スポーツ動作の科学
バイオメカニクスで読み解く

深代千之・川本竜史・石毛勇介・若山章信

ISBN978-4-13-052706-4　2017年10月　A5判　256頁　税込3,080円

スポーツ選手のパフォーマンスを向上させるための食事摂取法とは？　運動と食事をど
のように組み合わせれば，健康の維持増進につながるのか？　本書はその基礎となる理論
を紹介しながら，細胞・分子レベルから解説．「なるほど」と納得できる役立つ内容が満載．

スポーツ栄養学
科学の基礎から「なぜ？」にこたえる

寺田 新

ISBN978-4-13-052204-5　2016年4月　A5判　312頁　税込3,080円

保育者不足と言われ，より多くの保育者の養成が求められる今だからこそ，保育者のあり
方や生き方が問われている．本巻では，保育者としての先人のあゆみを知り，保育者の専
門性と課題を論じ，子どもや保護者にとってよりよい保育者養成のあり方を検討する．

保育学講座 【4】  保育者を生きる
専門性と養成

日本保育学会 編

ISBN978-4-13-052203-8　2016年4月　A5判　352頁　税込3,080円

保育のいとなみを形成する，子ども理解，保育内容，方法，計画と省察の各プロセスを，豊
富な事例とともに検討し，多様な保育実践に共通する原則を明らかにする．また，指導計
画や日課表などの実践例を多数収録し，自らの保育行為をとらえなおす視点を与える．

保育学講座 【3】  保育のいとなみ
子ども理解と内容・方法

日本保育学会 編

ISBN978-4-13-053701-8　2018年3月　A5判　208頁　税込3,080円

経験と勘でおこなわれてきたトレーニング．その生体内での効果を科学的に解明し，バ
イオメカニクスと結びつけることで，さらなるパフォーマンスの向上へ．高校で学んだ生
物や物理の知識を活かし，日常の生活動作やスポーツという実践に応用してみよう．

身体と動きで学ぶスポーツ科学
運動生理学とバイオメカニクスがパフォーマンスを変える

深代千之・内海良子

ISBN978-4-13-053704-9　2020年7月　A5判　224頁　税込2,420円

「見せる筋肉」「使える筋肉」など筋力トレーニングに纏わる誤った「常識」を正し，基礎
知識から実践までを丁寧に解説．初心者用のトレーニングから中級者への架け橋となる
各種の理論とコツ，怪我の予防法までを，理論・実践・指導・医療の第一人者が伝授する．

筋力強化の教科書
石井直方・柏口新二・髙西文利

ISBN978-4-13-052707-1　2022年3月　A5判　256頁　税込2,200円　 NEW

身体の仕組み，スポーツ栄養学，心理学，バイオメカニクスなどの理論や，生活習慣病や
熱中症などを予防するための健康と運動の関係，そして筋力や持久力を高めるトレーニ
ング法など，基礎から実践までをていねいに解説した東大発入門テキスト．『教養として
の身体運動・健康科学』（2009年刊）を改訂し，形もコンパクトにリニューアル．

身体運動・健康科学ベーシック
東京大学身体運動科学研究室 編

ISBN978-4-13-053702-5　2019年10月　A5判　304頁　税込3,080円

健康寿命をいかにのばすか？  自分のからだの状態を知るためのセルフチェック方法や
運動プログラム，肥満，骨粗しょう症，糖尿病，がん，うつ病などを予防するための運動
法，健康を維持するための食事と栄養について，エビデンスベースで解説．

スポーツでのばす健康寿命
科学で解き明かす運動と栄養の効果

深代千之・安部 孝 編
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ISBN978-4-13-052025-6　2014年3月　四六判　302頁　税込2,090円

社会学のスピリットとは何か．身のまわりの出来事を通じて社会学の基本的なコンセプト
を解き明かし，日本社会の状況にもアプローチする．記述は平易かつ明快，公務員試験等
にも最適．社会学の楽しさをつめこんだコンパクトな入門書．

社会学  ［第2版］
奥井智之

ISBN978-4-13-052023-2　2010年9月　四六判　324頁　税込2,200円

古典社会学から現代社会学へいたる，長い旅路．社会学者たちはどう時代を生き，どう現
実と切り結んできたのか．この創造のドラマを透徹した筆致で描き，読者を「社会学の闘
技場」に誘うガイドブック．社会学史の教科書として，また社会学の概説書として好適．

社会学の歴史
奥井智之

ISBN978-4-13-052026-3　2015年5月　A5判　312頁　税込3,520円

質的・量的の別なく「筋の良い」調査のコツを，豊富な研究と，目からウロコの用語（概念）
解説によって，はじめて学ぶ人にもわかりやすく語るテキスト．見たいものだけをみる安
直な「アンケート」を脱し，私たちを発見に導く社会調査への入門．

社会調査の考え方  【上】
佐藤郁哉

ISBN978-4-13-052027-0　2015年7月　A5判　320頁　税込3,520円

はじめて学ぶ人にもわかりやすく「筋の良い」調査の現場を語るテキスト．上巻でのリ
サーチ・デザインの手ほどきを受けて，下巻では，実験やフィールドワークなどの個別技
法から「報告書の作成」まで，その要所要点を披瀝する．

社会調査の考え方  【下】
佐藤郁哉

ISBN978-4-13-052019-5　2004年1月　A5判　232頁　税込2,750円

社会調査の一通りの技法を習得できるよう，演習形式に工夫された定評あるテキストの
第2版．標本の抽出から集計・分析，現地での調査の方法などを詳しく解説した演習マ
ニュアルを中心に，関連の数表・資料等を付して，約半年間でマスターできるように工夫．

社会調査演習  ［第2版］
原 純輔・海野道郎

ISBN978-4-13-053031-6　2021年5月　四六判　320頁　税込3,080円

いまも神は，いたるところで生きている――．社会学の知見に立ち，「宗教とは何か」に迫
るとともに，政治・経済・学問・芸術・スポーツなどの根底に息づく宗教の論理を，身近な
題材を通して鮮やかに描き出す．〈宗教社会学〉のリスタートを告げる入魂の一冊．

宗教社会学
神、それは社会である

奥井智之

ISBN978-4-13-052022-5　2004年10月　四六判　242頁　税込2,640円

ISBN978-4-13-052029-4　2020年12月　A5判　256頁　税込3,520円

わたしたちの身のまわりの「環境」を守り，魅力的なものにしてゆくために，社会学には
何ができるのだろうか．ひとりひとりのライフスタイルとコミュニティや社会との関係
を問い直し，さまざまな環境問題にアプローチする，暮らしのためのテキスト．

現代社会において，科学技術の営みは社会に巨大な影響をあたえている．科学社会学は，
複雑さを増す科学技術と社会の境界に発生する諸問題を学問的に解明する．その豊かな
理論的・実証的知見をわかりやすく提示し，科学社会学の魅力と重要性を伝える初のテキ
スト．

環境社会学
生活者の立場から考える

科学社会学

鳥越皓之

ISBN978-4-13-050201-6　2020年6月　四六判　288頁　税込3,300円

『日本の素顔』を作った吉田直哉から，現在では映画監督として活躍する是枝裕和まで，
テレビ・ドキュメンタリー番組の制作者たちはどのように時代と格闘し，日本社会を描い
てきたのか．戦後日本社会を記録した代表的なテレビ・ドキュメンタリーの変遷をたど
る．著者初の単著．

日本のテレビ・ドキュメンタリー
丹羽美之

松本三和夫 編

ISBN978-4-13-053024-8　2017年4月　四六判　240頁　税込2,750円

メディアなしには存在できない〈アイドル〉は，メディアの可能性と矛盾を一身に体現して
いる．また私たちはメディアを介したアイドルの振る舞いに意識・無意識に関係なく影響を
受けている．そんな〈アイドル〉とメディアの絡み合いをメディア論の知見から解きほぐす．

アイドル／メディア論講義
西 兼志

ISBN978-4-13-052028-7　2018年10月　四六判　336頁　税込3,520円

都市社会学は，これまで，そしていま何をめざしているのか．都市社会学を長らく牽引し
てきた著者が，隣接する諸科学と共有する知の枠組みを積極的に開示し，現代都市のフロ
ンティアを具体的・経験的にとらえながら，その全体像を示すテキスト．

都市社会学
歴史・思想・コミュニティ

吉原直樹
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ISBN978-4-13-052303-5　2019年3月　A5判　224頁　税込2,420円

類人猿の3倍の脳をもち，直立二足歩行する人類．「ホモ・サピエンス」（賢いヒト）という
学名にも表れているように，人類は700万年前の誕生から現在に至るまで，大きな地球環
境の変化に適応しながら独自の進化をとげてきた．本書ではその歴史を俯瞰する．

人類進化概論
地球環境の変化とエコ人類学

河辺俊雄

ISBN978-4-13-052301-1　2012年3月　A5判　240頁　税込2,310円

医学・地理学・社会学などのさまざまな分野と関連し，環境問題や人口問題，健康問題な
どの理解に基本的な知見を提供する人類生態学．その入門書として定評あるテキストの
待望の改訂版．この10年に起きた変化を取り込み，内容をアップデートする．

人類生態学  ［第2版］
大塚柳太郎・河辺俊雄・高坂宏一・渡辺知保・阿部 卓

ISBN978-4-13-052305-9　2014年7月　A5判　264頁　税込3,520円

多様な社会と文化を考察し，人間の理解に貢献する人類学が，その知見を活かして現在の
社会問題の解決を探る．教育・医療・災害・人権など公共領域の課題に迫り従来とは異なる
解決の糸口を導き出した，政策提言や支援実践をも盛り込んだ公共人類学のマニフェスト．

公共人類学
山下晋司 編

ISBN978-4-13-009107-7　2016年5月　A5判　272頁　税込3,520円

世界の人口は，先進諸国における少子化と高齢化，途上国の人口爆発というトレンドを描
きながら，今世紀の半ばには約90億人に達すると予測される．最新の国連データを駆使
して，起きうる問題とその解決方向を提示する．初版2000年．

世界の人口  ［第2版］
河野稠果

ISBN978-4-13-056113-6　2018年1月　A5判　272頁　税込4,840円

災害やテロリズムなど様々な社会的リスクへの対応が求められる今日，一方でSNSなど
のソーシャルメディアが日常のリアリティを変えつつある．世界秩序を揺るがす脱真実
の時代がくるのか，新たな公共性の構築は可能か．第一線の研究者たちが課題に挑む．

ソーシャルメディアと公共性
リスク社会のソーシャル・キャピタル

遠藤 薫 編

ISBN978-4-13-062228-8　2021年3月　A5判　296頁　税込2,750円

人間とは何か？――先史時代から未来まで，ゲノムレベルから地球生態系まで，悠久にし
て広大なテーマを扱う自然人類学．本書は，東京大学で開講されている人気講義をもと
に，研究の最前線を臨場感あふれる文章で解説．読者を，心躍る世界へ誘う．

人間の本質にせまる科学
自然人類学の挑戦

井原泰雄・梅﨑昌裕・米田 穣 編

ISBN978-4-13-032235-5　2022年7月　A5判　260頁　税込2,420円　 NEW

政治学のエッセンスが学べる好評テキストの改訂版．最新の政治状況をふまえて全面改
訂．民主政治のしくみと基本的な考え方を明快に解説する．選挙制度，議会と政党，戦後
の国際政治とグローバル化など，日本と世界の今がわかるテーマをカバー．学生，社会人
必携の一冊．

政治学  ［第2版］
川出良枝・谷口将紀 編

ISBN978-4-13-032222-5　2012年11月　A5判　336頁　税込3,080円

政治をどのように読み解くか．政治についてどのように思考するか．金融市場の肥大化，
政治の基盤の液状化，イデオロギーの現代的展開などを踏まえて政治はどこへ向かうの
かを展望する，定評あるテキストの待望の改訂版．

政治学講義  ［第2版］
佐々木毅

ISBN978-4-13-032223-2　2016年2月　A5判　288頁　税込3,190円

ISBN978-4-13-033108-1　2018年9月　四六判　296頁　税込1,760円

現代日本政治を基礎から学べるコンパクトな概説書．政治の基本的枠組みである日本国憲
法体制，立法過程，政策過程，マス・メディアの政治機能，地方自治など，現代の私たちをと
りまく重要なテーマを厳選．各章のコラムで話題のトピックを解説．政治を見る眼を養う．

友だち同士から国際政治まで，互いに異なる人たちがどうしたら一緒に暮らしていける
のか．各地で頻発するテロ事件，英国のEU離脱やトランプ大統領の誕生，そして日本社
会や東アジアの行方．変わりゆく世界のなかで，政治の根本を考え抜く5つの講義．

現代日本政治入門

未来をはじめる
「人と一緒にいること」の政治学

新藤宗幸・阿部 齊

宇野重規

ISBN978-4-13-033100-5　2010年2月　四六判　500頁　税込3,960円

「御威光」の支配から文明開化へ――何が起きたのか．激動の時代に生み出された政治を
めぐる思想を，まったく新しい視点でとらえなおす通史．徂徠，宣長，そして武士や女性
など，開国への大きなうねりの中で苦闘する人々の，真摯な思索の軌跡をたどる．

日本政治思想史
十七～十九世紀

渡辺 浩
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ISBN978-4-13-032232-4　2022年1月　A5判　248頁　税込3,080円

情報の収集，因果関係の分析，対策の立案・評価，成果のプレゼンと論文・レポート作成ま
で．社会科学を学ぶ学生，政府・自治体職員，シンクタンク研究員，NPO関係者，市民のた
めの実践的方法論ガイド．演習例を追加，さらに充実のロングセラーテキスト．

政策リサーチ入門  ［増補版］  仮説検証による問題解決の技法
伊藤修一郎

ISBN978-4-13-032220-1　2012年7月　A5判　208頁　税込3,080円

政策過程の分析方法を具体例に即して実践的に解説した定評あるテキストの改訂版．
2009年の政権交代，東日本大震災をはじめとする事件・事故・災害の頻発を踏まえ，危機
管理とリーダーシップのあり方を問う．

政策過程分析入門  ［第2版］
草野 厚

ISBN978-4-13-032231-7　2020年12月　A5判　256頁　税込3,190円

ISBN978-4-13-009139-8　2019年2月　四六判　232頁　税込3,300円

日本人は政治にどう関わってきたのか．政治参加の理論を解説するとともに，第二次世
界大戦後，現在に至るまでの日本人の政治参加の特質を明らかにし，その問題点を浮き
彫りにする．名著『政治参加』（1988年）を全面的に刷新．

人間社会に多様な形で遍在し，われわれの社会生活を支える制度．制度とは何か．制度
はどのように生成し，維持され，変化していくのか．経済学や社会学で進展著しい新し
い制度論の成果を紹介し，評価しながら，政治的文脈の重要性を示し，制度理論の架橋
を試みる．

政治参加論

制度

蒲島郁夫・境家史郎

河野 勝

ISBN978-4-13-032020-7　1985年1月　A5判　558頁　税込5,720円

古典古代から近代に至る通史．主題はヨーロッパ，重点はクリスト教的ゲルマン世界の
近代におかれる．直接政治を論じたものにとどまらず，神学や哲学，宗教改革や観念論な
どのテーマを，思想と理論の相互往復に焦点をあわせる視角から究明．

政治学史
福田歓一

ISBN978-4-13-032038-2　2006年3月　四六判　280頁　税込2,640円

地方分権一括法を受けて，複雑に展開する地方自治の歴史と現状を17のテーマに即して
解説．税制・情報公開・環境保全・地域福祉など，自治体の直面する問題をコンパクトにま
とめる．学生・実務家必携のテキスト．

概説  日本の地方自治  ［第2版］
新藤宗幸・阿部 齊

ISBN978-4-13-032229-4　2020年9月　四六判　288頁　税込3,190円

公共政策とは何か．それはどのようにつくられ，実施され，評価されているのか．本書は，
日本の政策プロセスを東日本大震災，原発問題，過労死，新型コロナウイルス問題など具
体的な話題を通して考え，イノベーションの道を探る．大きく変化した政治と行政の関
係をふまえた全面改訂第２版．

概説  日本の公共政策  ［第2版］
新藤宗幸

ISBN978-4-13-032121-1　2015年4月　四六判　232頁　税込3,080円

日本の政治制度は正常に作動しているか．日本の首相が長期の展望を持てないのはなぜ
か．各国の議院内閣制の制度と比較して日本の制度を相対化することにより，日本の議
院内閣制の作動が，他のシステムとは異なるところがあることを明らかにする．

シリーズ日本の政治 【1】  議院内閣制
川人貞史

ISBN978-4-13-053027-9　2019年1月　A5判　304頁　税込3,080円

地方消滅，若年人口の減少，働き方改革，移民，健康・医療問題，社会保障制度，貧困問
題……．超高齢社会を迎えた課題先進国日本．最新の研究動向を踏まえ，超高齢社会の背
景にある諸問題を直視し，状況を悲観することなく，リスクをチャンスと捉え成長型超高
齢社会を構想する．

東大塾  これからの日本の人口と社会
白波瀬佐和子 編

ISBN978-4-13-032124-2　2016年2月　四六判　212頁　税込3,080円

投票やデモにはどんな意味があるのか．日本人の政治参加にはいかなる特徴があり，日本
の民主政治に何をもたらしているのか．政治参加と社会運動，行動論と政治過程論・政治
体制論や制度論，量的研究と質的研究，実証研究と規範理論の統合的な視点を提起する．

シリーズ日本の政治 【4】  政治参加と民主政治
山田真裕

ISBN978-4-13-032126-6　2015年4月　四六判　248頁　税込3,080円

政党の存在意義はどこにあるのか．私的利益を追求する政党は不合理な存在か．ヨー
ロッパやアメリカで行われてきた研究の成果を検討し，それらと共通した視点から日本
の政党政治の全体像を示すとともに，民主主義における政党の機能を明らかにする．

シリーズ日本の政治 【6】  政党システムと政党組織
待鳥聡史

ISBN978-4-13-032127-3　2015年9月　四六判　240頁　税込3,080円

国会は何のためにあるのか．立法とはいかなる行為か．議会において与野党はどれほど
の影響力を行使するのか．権力のあり方を規定する政治制度の役割に注目して立法の原
理を明らかにし，日本の国会と立法過程に対する新たな視点を提示する．

シリーズ日本の政治 【7】  立法と権力分立
増山幹高
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ISBN978-4-13-005016-6　1968年9月　四六判　280頁　税込3,080円

国際政治史の中から「外交」の概念を取り出して，歴史的・理論的に分析した数少ない概
説書であり，この分野における最もすぐれた基本的な図書．外交官志望者にとって必読
の書．

外交
H．ニコルソン／斎藤 眞・深谷満雄訳

ISBN978-4-13-030181-7　2021年9月　A5判　336頁　税込4,290円

国際関係はどのように研究すればよいか．気鋭の国際関係研究者がゲーム理論，計量分
析，テキスト分析，サーベイ実験といった方法を解説しながら，安全保障や国際貿易・金
融，難民問題を題材に量的方法による分析を実践し，国際関係研究の醍醐味を示す．

国際関係研究の方法
解説と実践

鈴木基史・飯田敬輔 編

ISBN978-4-13-032130-3　2015年10月　四六判　232頁　税込3,080円

メディアは政治を動かすのか？　マスメディアは権力といかなる関係に立ち，世論に対
してどのような影響を与えているのか．インターネットの普及をはじめメディアの多元
化は政治に何をもたらすのか．変化するメディアと政治の関係の諸相を読み解く．

シリーズ日本の政治 【10】  政治とマスメディア
谷口将紀

ISBN978-4-13-009088-9　2013年9月　A5判　340頁　税込3,080円

複雑化する現代社会を理解するためにますますその重要性が高まる数理的・論理的思考
を学ぶための入門テキスト．統計学的方法や意思決定論，ゲーム理論といった数理的方
法の基礎を学び，ひろく「社会」について考えるための力を養う．初版2004年．

社会を読みとく数理トレーニング
計量社会科学入門

松原 望

ISBN978-4-13-009094-0　2014年4月　A5判　192頁　税込2,640円

政治現象をいかに分析するか――計量政治分析の基礎を学ぶための実践的テキスト．
ExcelやSPSSを利用して具体的な仮説を検証していくプロセスを示し，統計・数学的知識
の前提なしに平易に解説する．レポートや論文を書く際の恰好のガイド．初版2004年．

計量政治分析入門
増山幹高・山田真裕

ISBN978-4-13-032226-3　2017年10月　四六判　272頁　税込3,190円

「グローバル・ガバナンス」とは何か．世界政府の存在しない国際社会において，人権や難
民，通貨・貿易，環境など，国境を越える諸問題はいかにして解決されるのか．実証・思想
の両面からグローバル・ガバナンスの歴史と現在を概観し，残された課題を考察する．

グローバル・ガバナンス論講義
鈴木基史

ISBN978-4-13-034251-3　2007年9月　四六判　288頁　税込2,750円

国際社会とは何か．その秩序はどのように成り立っているのか．国際社会の秩序は人間
の価値規範によって成立しているとの立場から主要な価値規範に着目し，国際秩序の歴
史的展開と現状を分析する．思想と歴史から照らし出される国際社会の姿．

シリーズ国際関係論 【1】  国際社会の秩序
篠田英朗

ISBN978-4-13-034252-0　2007年9月　四六判　272頁　税込2,750円

いかに戦争を防止し，平和や安全保障を達成することができるのか．国際関係の諸理論
を駆使して伝統的な安全保障問題およびブッシュ・ドクトリン，テロ，内戦といった新た
な問題に切り込み，理論が提示する処方箋を検証する．現代における平和の条件の模索．

シリーズ国際関係論 【2】  平和と安全保障
鈴木基史

ISBN978-4-13-034253-7　2007年10月　四六判　272頁　税込2,750円

グローバル化する世界で，政治と経済はいかに関連しているのか．通商・金融をはじめ，
開発や環境，人の移動といったテーマを題材に，日本の事例を多くとりあげながら，国際
政治経済論の主要理論を解説する．理論と実証により解明される国際政治経済の実相．

シリーズ国際関係論 【3】  国際政治経済
飯田敬輔

ISBN978-4-13-034254-4　2007年11月　四六判　248頁　税込2,750円

国家は，なぜ他国と対立し，また協力するのか．国家の世界に対する態度はなぜ・いかに
変化するのか．国際関係論の主要パラダイムをおさえつつ，日本に引きつけながら，外交
や対外政策を超えて国家の対外行動を分析するための包括的視座の提示を試みる．

シリーズ国際関係論 【4】  国家の対外行動
須藤季夫

ISBN978-4-13-034255-1　2007年12月　四六判　276頁　税込2,750円

学問として，また日々展開する国際関係を議論する仕事として，国際関係論はどのような
軌跡を辿ってきたのか．古今東西の議論を広く視野に収めながら，20世紀および日本を
軸に，国際関係論をトータルに問い直し，政策的指針を提示する．未来への道しるべ．

シリーズ国際関係論 【5】  国際関係論の系譜
猪口 孝

ISBN978-4-13-032217-1　2012年3月　A5判　312頁　税込3,080円

国家間の関係だけでなく市民を基本構成単位とする地球社会に注目し，国際関係の成り
立ちを基礎概念から平易に解説する．東京大学教養学部での長年の講義をベースとする
体系的入門書 .

国際関係論講義
山影 進
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ISBN978-4-13-032224-9　2018年8月　四六判　248頁　税込2,860円

国連やEU，ASEANなど，いまや国家と並ぶ存在となる一方，激変する国際情勢により存
在意義が問われつつある国際機構の現在の姿を根本から問い直し，その歴史・思想から実
態と展望まで，初歩的な用語解説と応用的な理論分析をまじえ明快に論じる．

国際機構論入門
山田哲也

ISBN978-4-13-009118-3　2017年4月　A5判　256頁　税込3,080円

ヒト・モノ・カネ・情報が国境を越えて大量に行き交う国際関係をどう捉えるか．本書は，
異文化間の接触と変容＝文化触変の視座を軸に，「生きるための工夫」としての文化で国
際関係を見る方法を提示する．体系的に国際文化論を展開する初の試み．初版2000年．

国際文化論
平野健一郎

ISBN978-4-13-032228-7　2019年4月　A5判　344頁　税込3,850円

近代国際関係史の通史として定評を得ている『国際関係史――16世紀から1945年まで』
（2010年刊行）の続編．第二次世界大戦終結前後から21世紀初頭までを対象に，日本に
重点を置きながら，現代国際関係の流れを世界的広がりにおいてバランスよく平易かつ
丁寧に概説する．

現代国際関係史　1945年から21世紀初頭まで
有賀 貞

ISBN978-4-13-032221-8　2012年9月　A5判　272頁　税込3,300円

なぜ国家は対立し，時に戦争や紛争に至るのか．にもかかわらず国家間の協力もまた生
じるのはなぜか．ゲーム理論と統計学を中心とした数理分析と計量分析による国際政治
の分析手法の基礎を解説し，不確実な世界を読み解くための視座を提供する．

国際政治の数理・計量分析入門
松原 望・飯田敬輔 編

ISBN978-4-13-032213-3　2010年1月　A5判　468頁　税込4,180円

現代世界を理解するためには，それを形作ってきた歴史を把握することが必要不可欠で
ある．16世紀から第二次世界大戦終結に至る国際関係史を，ヨーロッパからアメリカ大
陸，アジア，アフリカ，中東まで広く視野に入れ，平易かつ正確に描いた画期的通史．

国際関係史
16世紀から1945年まで

有賀 貞

ISBN978-4-13-032031-3　1993年10月　四六判　324頁　税込2,640円

従来の学問的枠組みでは捉えきれない複雑な様相を呈する現代の国際関係．広領域学とし
ての国際関係学は，それら諸学と現実の双方における一国主義の克服と，主体，要因，方法
の問い直しを意図する．世界秩序再編期において，国際関係の現実を見る眼を養う入門書．

国際関係学
百瀬 宏

ISBN978-4-13-032218-8　2012年4月　A5判　384頁　税込3,520円

アメリカは国としてどのように成り立ち，また世界といかに向き合ってきたのか．植民地
時代以来のアメリカ史を内政と外交の両面から読み解いた定評ある通史に，オバマ政権
期までを補筆した待望の改訂版．

アメリカ政治外交史  ［第2版］
斎藤 眞・古矢 旬

ISBN978-4-13-009106-0　2016年4月　A5判　288頁　税込3,080円

アメリカは植民地時代以来，どのような歩みをたどり，いかなるメッセージを発してきた
のか．時代を彩る英文資料の数々は，アメリカの息吹をいきいきと伝えてくれる．9.11や
イラク戦争に関わる資料，バラク・オバマの演説までを収録．初版2008年．

アメリカ政治外交史教材  ［第2版］
英文資料選

斎藤 眞・久保文明 編

ISBN978-4-13-032021-4　1986年9月　A5判　440頁　税込3,520円

東京大学での講義をもとに書き下された教科書．第二次世界大戦前夜までのヨーロッパの
近・現代の歴史を，中小諸国をも含めて，いきいきと描き出す．スケールの圧倒的な広さと
緻密な論理とで構成された本書は，まさに「生きた政治学」へのすぐれた入門書といえよう．

ヨーロッパの政治
歴史政治学試論

篠原 一

ISBN978-4-13-032227-0　2018年4月　A5判　256頁　税込3,080円

いまも常に変化するアメリカの政治を理解するとは，どういうことだろう．日本からみた類
推や漠然としたイメージを脱し，アメリカ政治そのものの文脈を構成する歴史・思想や文
化・さまざまな制度を分かりやすく解説した，「アメリカ政治の読み解きかた」入門書．

アメリカ政治入門
西山隆行

ISBN978-4-13-032233-1　2022年3月　A5判　320頁　税込3,190円　 NEW

辺境の弱小国家から超大国へと変貌を遂げながら，18世紀末に成立した合衆国憲法が今
日でも有効であるなど，政治体制の安定をアメリカが保ってきたのはなぜなのか．出来
事の流れと構造の両面から，建国から現代までのアメリカ政治の歴史的展開を満遍なく
解説する．

アメリカ政治史講義
久保文明・岡山 裕

ISBN978-4-13-032234-8　2022年3月　A5判　392頁　税込4,180円　 NEW

アメリカは世界とどう関わってきたか．建国期から21世紀初頭までのアメリカ外交史
を，アメリカ史全体とグローバルな国際関係史の文脈に関連づけながら叙述する．アメ
リカ外交の「現在」を重層的な歴史的背景から読み解くための待望の基本書．

アメリカ外交史
西崎文子
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ISBN978-4-13-032225-6　2017年9月　A5判　274頁　税込3,190円

グローバルなプレゼンスを増大し続ける中国はいかにして世界と向き合い，アメリカや日
本といった諸外国と関わってきたのか．中国はどこへ行くのか．1949年の建国から現在に
至る中華人民共和国の対外関係の歩みを描き出す．隣国との付き合い方を考えるために．

中国外交史
益尾知佐子・青山瑠妙・三船恵美・趙 宏偉

ISBN978-4-13-022028-6　2022年10月　A5判　260頁　税込2,970円　 NEW

大陸中国，香港，マカオ，台湾という日本社会と隣接する地域は，第二次世界大戦終結後，
いわゆる戦後の約80年の間でどのような歴史をあゆんできたのか．揺れ動く世界の状況
のなかで超大国中国の動向がますます注目される現在，その歴史を理解し，未来を展望
する道筋を示す．

概説  中華圏の戦後史
中村元哉・森川裕貫・関 智英・家永真幸

ISBN978-4-13-036277-1　2020年3月　四六判　360頁　税込4,290円

東アジアの地政学上，いまや重要な存在となってきた台湾．台湾研究の第一線の研究者た
ちが，台湾の歴史・政治・社会・文化を理解する上で重要なキーワードによってわかりやす
く，簡潔に解説する．「台湾とは何か」という問いに多角的な視点から迫る新しい入門書．

台湾研究入門
若林正丈・家永真幸 編

ISBN978-4-13-032230-0　2020年9月　A5判　328頁　税込3,080円

日本と台湾の戦後から現在までの歴史をグローバルな視点から描き出す通史．東アジア
を的確に理解するために必要な戦後の日台関係の歴史について，連続と非連続を総合的
に叙述した初版から約12年，その後の東アジア，そして世界のなかでの変容を増補する．

日台関係史 1945-2020  ［増補版］
川島 真・清水 麗・松田康博・楊 永明 著

ISBN978-4-13-033071-8　2014年11月　A5判　304頁　税込3,080円

尖閣諸島問題，経済格差，テロリズム，一党独裁体制……超大国への道をひた走る中国．
海洋進出を巡る近隣諸国との緊張，動揺する中国国内，そして市場としての中国．いまの中
国をどのように読み解けばいいのか？　第一線の執筆陣が平易に解説した格好の入門書．

東大塾  社会人のための現代中国講義
高原明生・丸川知雄・伊藤亜聖 編

ISBN978-4-13-023076-6　2020年5月　A5判　224頁　税込2,970円

一帯一路，香港問題，ウイグル問題，米中経済摩擦，台湾問題……．習近平時代の中国は
どこへ行こうとするのか．東京大学の中国研究者が学部1,2年生にむけて，超大国の最新
事情を政治・経済・社会などあらゆる角度からバランスよく俯瞰し，平易に解説する．

現代中国ゼミナール
東大駒場連続講義

東大社研現代中国研究拠点 編

ISBN978-4-13-022026-2　2019年9月　A5判　310頁　税込3,080円

中国近現代史の通史として定評のあるテキストの改訂版．2008年の初版刊行から10年
の間に超大国として世界のなかで位置づけも劇的に変化した中国．最新の世界情勢をふ
まえ，増補改訂をし，年表・参考文献を刷新した．新たな現代中国を知るための必読書．

現代中国の歴史  ［第2版］
両岸三地100年の歩み

久保 亨・土田哲夫・高田幸男・井上久士・中村元哉

ISBN978-4-13-030173-2　2021年4月　A5判　212頁　税込3,960円

同時期に社会主義体制から転換し，EUに加盟したチェコ，スロヴァキア，ポーランド，ハン
ガリー，エストニア，ラトヴィア，リトアニア．東欧革命30年を経て，世界金融危機・欧州難
民危機後のポピュリズムの台頭に苦悩する中東欧諸国の政治の全体像に迫る．

中東欧の政治
仙石 学

ISBN978-4-13-009149-7　2021年4月　A5判　384頁　税込3,740円

多文化社会のオーストラリアを学ぶための必読書．第２版では最新のデータや研究動向
などを踏まえた増補改訂を行うと同時に，従来のテーマに「アボリジニ」，「法律」を加え，
これまで必ずしも十分に扱われてこなかった領域をカバーする．またコラム，ブックガイ
ドなども設けて，学習者への情報も紹介する．初版2007年．

オーストラリア入門  ［第2版］
竹田いさみ・森 健・永野隆行 編
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ISBN978-4-13-031173-1　2003年9月　A5判　324頁　税込4,620円

ISBN978-4-13-031193-9　2019年5月　A5判　452頁　税込4,620円

法とは何か．法は正義と同一ではない．不正な法も法でありうる．しかし，正義の探求を
企ててさえいない秩序は法ではない．正義を法の絶えざる自己修正の規制理念として位
置づける「正義への企てとしての法」を示す．和辻哲郎文化賞受賞 .

立憲主義とは何か．それは「法の支配」の理念を憲法規範に具現して，統治権力を統制す
る企てである．立憲主義を法哲学的基礎に遡って再検討すると同時に，現代日本の憲政
の実態が孕む問題――九条問題，刑罰権力，司法改革――をその立憲主義の理念に照らし
て解明する．著者の法哲学研究を再編統合し，さらに発展させる力作．

法という企て

立憲主義という企て

井上達夫

井上達夫

ISBN978-4-13-032371-0　2014年1月　A5判　344頁　税込3,520円

ISBN978-4-13-032395-6　2022年3月　A5判　212頁　税込2,640円　 NEW

法学を学び始める初学者に最適な，好評講義にもとづく待望の入門書．実際の判決の分
かりやすい解説をつうじて法解釈の醍醐味に触れるとともに，法の歴史，西洋法と日本法
の比較，法と正義・道徳の関係など，さまざまな視座から法の全体像に迫る．

古今東西の古典を素材に，法がさまざまな学問領域や社会生活に密接に関わることを解
き明かした新しいガイド．「課題を発見し吟味する能力」「多様な価値観を持つ人々とコ
ミュニケーションする能力」「現代的課題の解決のために行動する能力」の習得へ誘う．

法学講義

リベラルアーツの法学
自由のための技法を学ぶ

笹倉秀夫

松田浩道

ISBN978-4-13-032325-3　2002年9月　A5判　496頁　税込4,620円

日常生活で生起する事象を原理的・総体的に考察する必要性が日々高まるなか，世の中に
豊富に存在する生の素材の検討を通して法哲学的思考を鍛錬する．公法学・私法学・基礎
法学にわたる根源的探究にもとづく，道案内となるテキスト．法学入門にも最適．

法哲学講義
笹倉秀夫

ISBN978-4-13-032340-6　2007年10月　A5判　344頁　税込3,960円

西洋の法思想を，古代から現在まで大胆に通観した決定版テキスト．上巻は古典古代から
宗教改革期までを論じる．プラトン，アリストテレス，イエス・キリスト，トマス・アクィナ
ス，マキアヴェリ，ルターなど，重要な思想家と彼らが生きた時代・社会を鮮明に描き出す．

法思想史講義  【上】
古典古代から宗教改革期まで

笹倉秀夫

ISBN978-4-13-032316-1　1999年2月　四六判　208頁　税込2,860円

〈法〉は個人の権利のために存在してきたのか，それとも秩序のためなのか．法と権利，国
制と司法制度の展開を，ローマ法・教会法から現代法への発展の中に位置付ける．日本の
学生のために充実した解説を付した，ヨーロッパ法文化史への格好の入門書．

ヨーロッパ法史入門
権利保護の歴史

クヌート W. ネル／村上淳一 訳

ISBN978-4-13-009079-7　2013年3月　A5判　400頁　税込3,080円

従来の法学教育のあり方をこえた画期的な法学概論．日本ではじめて生れた司法的＝動
態的＝法学概論である．法全体の構造に対する概観と法解釈学に必要な基礎的知識のマ
スターに最適．初版1974年．

実定法学入門  ［第3版］
田中英夫 編著

ISBN978-4-13-032351-2　2008年4月　A5判　544頁　税込3,630円

民法の基本書，内田民法Ⅰの全面改訂第4版．第3版以降の法改正に対応し，最新立法・最
新判例・重要学説を盛り込む．とくに，一般法人法制定にともなう法人規定の改定に対応
して，法人法の基礎理論を，営利法人も含めて詳細に解説する．

民法 Ⅰ  ［第4版］
総則・物権総論

内田 貴

ISBN978-4-13-032332-1　2011年2月　A5判　680頁　税込3,960円

定評ある内田民法シリーズⅡの全面改訂第3版．第2版刊行以降の法改正に対応し，最新
判例，重要論点をカバー．民法Ⅰ，Ⅲ，Ⅳへのクロスレファレンスを徹底し，独習者にも配
慮してさらにわかりやすくなった待望のテキスト．学生，実務家必携．

民法 Ⅱ  ［第3版］
債権各論

内田 貴

ISBN978-4-13-032341-3　2007年11月　A5判　408頁　税込4,180円

西洋の法思想を，古代から現在まで大胆に通観した決定版テキスト．下巻は絶対王政期
から現代までを論じる．デカルト，ホッブズ，カント，マルクス，ヴェーバー，フロム，フー
コー，ロールズなど，重要な思想家と彼らが生きた時代・社会を鮮明に描き出す．

法思想史講義  【下】
絶対王政期から現代まで

笹倉秀夫
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ISBN978-4-13-032369-7　2013年4月　A5判　640頁　税込4,180円

民事訴訟の理論と実務の架橋を目指し，民事訴訟審理の基本構造と手続ルールを分かりや
すく解説した定番テキストの改訂第3版．法改正・判例などの動向を踏まえるとともに，更
に分かりやすい構成・記述へと見直しを図る．スムーズな理解を促す臨場感溢れる語り口．

講義  民事訴訟  ［第3版］
藤田広美

ISBN978-4-13-032370-3　2013年5月　A5判　608頁　税込4,180円

『講義　民事訴訟』で明らかにする「訴訟審理の基本構造」および「訴訟手続の基本プロセ
ス」を踏まえ，理論上の問題点を含む重要なテーマについて明瞭に解説．近年の動向を踏
まえるとともに基本書としてのコンセプトに照らして構成・記述を見直し，全面的に改める．

解析  民事訴訟  ［第2版］
藤田広美

2023年3月刊行予定　A5判　880頁　価格未定

初学者向けの基礎事項から実務家向けの最新トピックまで，会社法のすべてを解き明か
した概説書．基本原則や制度趣旨など初歩から分かりやすく解説するとともに，実務上
の運用や争点など実践的な知識も数多く提示，激しく変化する状況に対応した最新版．

会社法  ［第4版］
田中 亘

ISBN978-4-13-009085-8　2013年5月　A5判　252頁　税込2,750円

多様な犯罪が頻出する現代の社会状況をふまえ，写真や図版，新聞記事を多数使用して，
刑法全体と刑事訴訟法の流れをわかりやすく解説．多くの人の支持を得たテキストの全
面改訂版．刑事法をとおした格好の法律学入門書．初版2001年．

刑事法入門  ［第2版］
木村光江

ISBN978-4-13-031200-4　2021年6月　A5判　240頁　税込3,300円

経済のグローバル化に伴い必須とされる競争法の基礎知識と世界的潮流を，分かりやす
く解説した入門書．世界の競争法を知り尽くした著者が，共通の基本構造と法域固有の
特徴をあわせて論じ，その全体像やダイナミズムを鮮やかに描き出す．解題も充実．

競争法ガイド
デビッド・ガーバー／白石忠志 訳

ISBN978-4-13-032310-9　2004年3月　A5判　576頁　税込3,850円

2004年4月から施行された人事訴訟法および親族法にかかわる民事執行法の改正に対応
した内田民法シリーズⅣの補訂版．新法のねらいと，新しくなった家事紛争をめぐる裁判
制度をわかりやすく解説．家族法の新たなパースペクティブを示す最先端のテキスト．

民法 Ⅳ  ［補訂版］
親族・相続

内田 貴

ISBN978-4-13-032392-5　2020年1月　A5判　576頁　税込4,180円

定評ある前田刑法各論の全面改訂第7版．性犯罪にかかわる処罰規定の改正など，最新の
動向に対応．重要論点を現代日本に生きる国民の処罰感覚をふまえ明快に解説する．犯罪
類型の解釈問題を具体的事実に即して考える力が身に付く，刑法各論テキストの決定版．

刑法各論講義  ［第7版］
前田雅英

ISBN978-4-13-032347-5　2008年9月　A5判　520頁　税込4,180円

理論的な体系にもとづく好評テキストの改訂第2版．法改正と近年の判例・学説を踏ま
え，分かりやすい記述に徹し，レイアウトも一新することで刑法へのさらなる深い理解へ
と導く．学生・法曹関係者のみならず，刑法の基礎を知りたい市民にとっての必携書．

刑法総論  ［第2版］
林 幹人

ISBN978-4-13-032342-0　2007年10月　A5判　530頁　税込4,180円

刑法の各論を理論的に体系化した好評テキストを全面改訂．刑法改正・近年の判例を踏
まえるとともに，更に分かりやすい記述に徹し，レイアウトも一新することで刑法への更
なる深い理解へと導く．学生・実務家必読の書．

刑法各論  ［第2版］
林 幹人

ISBN978-4-13-009104-6　2015年10月　A5判　264頁　税込2,750円

刑事法の資料・判例はどう読みこなせばよいのか．判例分析を通して，法学に取り組む際
に必要な論理的かつ複眼的思考を用いた読み方を提示する．刑法・刑事訴訟法の基礎を
学びながら法的思考の養成を目指すテキスト．初版1999年．

教材  刑事法入門
大越義久 編著

ISBN978-4-13-032390-1　2019年4月　A5判　464頁　税込3,960円

定評ある前田刑法総論の全面改訂第７版．最新の判例を網羅し，必要最小限度の論点を
わかりやすく叙述．判例を通して現代に生きる日本人の犯罪に対する意識を捉え，身近
な事例から刑法の基本的な考え方を解説する．学生，実務家のみならず社会人にとって
も有用な，さらにコンパクトになった決定版テキスト．

刑法総論講義  ［第7版］
前田雅英

ISBN978-4-13-032353-6　2020年4月　A5判　728頁　税込4,290円

民法の基本書として好評を博した内田民法シリーズ，待望の改訂．債権総論と担保物権
をセットにし，よりわかりやすく解説する．最新判例，重要論点を網羅．2020年4月に施
行された改正民法に完全対応した決定版．学生，実務家必携の実践的テキスト．

民法 Ⅲ  ［第4版］
債権総論・担保物権

内田 貴

Now
Printing
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ISBN978-4-13-031201-1　A5判　1520頁　税込8,580円

働き方のルールを定めた労働法制のすべてが分かる概説書．法令や告示・通達など制度
の枠組みを分かりやすく解説するとともに，裁判など実際の紛争事例を多数採り上げ基
準や潮流を鮮やかに示す．法令改正や最新判例ほか近時の動向を踏まえた改訂版．

詳解 労働法  ［第2版］
水町勇一郎

ISBN978-4-13-032396-3　2022年7月　A5判　600頁　税込4,180円　 NEW

刑事裁判の仕組みと構造を分かりやすく解説した，実務家と理論家の共同執筆によるス
タンダード・テキスト．社会のデジタル化の進展に伴う新たな動きなど，最新の状況を踏
まえ，重要論点や主要判例を丁寧に説明する．読みやすい2色刷り．

刑事訴訟法講義  ［第7版］
池田 修・前田雅英

ISBN978-4-13-032376-5　2015年6月　A5判　784頁　税込5,280円

刑事訴訟法の重要判例を網羅した好評の基本教材．2015年までの最新判例を盛り込むと
ともに，従来の掲載判例の見直しを図り，講義・自習用のテキストとしてさらに分かりや
すくなるよう工夫を凝らす．法学部・法科大学院・司法試験用に必携の一冊．

判例教材  刑事訴訟法  ［第5版］
三井 誠 編

ISBN978-4-13-032383-3　2013年10月　A5判　568頁　税込3,960円

行政法の習得に不可欠な，総論（行政過程論・行政救済論）と各論（主要個別法―租税法・
社会保障法・環境法・都市法）を有機的に結合した新型テキスト．複雑な行政法の構造を一
冊で分かりやすく解き明かし，基礎から応用まで飛躍的な理解を促す．図版多数／2色刷．

例解  行政法
原田大樹

ISBN978-4-13-032365-9　2011年9月　A5判　456頁　税込4,180円

刑法総論・各論にわたる最近の重要判例を精選し，詳細な評釈を通して法解釈の論理と
技術の習得へと導く演習書．「判例を読むとはどういうことか」を具体例をもって分かり
やすく論じることにより，刑法のエッセンスを提示する．

判例刑法
林 幹人

ISBN978-4-13-032379-6　2016年2月　A5判　466頁　税込4,180円

基礎から応用まで，事例問題を通じて総合力が身に付く好評テキストを全面改訂．総論・各
論の23問につき，解法のポイントを重要判例とあわせて丁寧に解説するとともに，解答へ
の筋道を明快に示し，答案例も掲げる．司法試験論文式に完全対応した，演習書の決定版．

演習刑法  ［第2版］
木村光江

ISBN978-4-13-032082-5　1993年9月　菊判　328頁　税込3,080円

英米法を学ぶうえで必須の基本語2700を平易明快に解説．対訳合衆国憲法（田中英夫
訳），英米法の調べ方，英米法年表，裁判所構成図，行政機構図，アメリカ民・刑事訴訟手続
チャート等の付録および和英法律用語索引は英米法理解に至便．

BASIC英米法辞典
田中英夫 編集代表

ISBN978-4-13-035051-8　1980年3月　A5判　384頁　税込3,850円

東大法学部の英米法の講義をふまえてまとめた学問的水準の高い平易な叙述の概説書．
上巻では，英米法の特色を概観（1章）し，歴史的背景（2章　イギリス法の歴史，3章　ア
メリカ法の歴史，4章　コモンウエルス）を詳細に解説．英米法のテキストとして最適．

英米法総論  【上】
田中英夫

ISBN978-4-13-032393-2　2019年12月　A5判　344頁　税込3,520円

国際租税法を初めて学ぶ人のための最良の基本書．国際取引との関係でとくに問題とな
る所得課税について，日本の国内法と租税条約の骨格を丁寧に解説する．第3版刊行以降
の重要な税制改正を解説するとともに，経済のデジタル化を見据えた将来を展望する．

国際租税法  ［第4版］
増井良啓・宮崎裕子

ISBN978-4-13-032385-7　2014年3月　A5判　562頁　税込3,740円

法律の読み方や答案構成の方法など基礎技法の説明にはじまり，定型的な論証パターン
の提示，論点別の演習を経て，実際の司法試験問題を見据えた総合演習へと至る演習書．
段階を踏まえて学べるステップアップ方式を採用，丁寧な解説と解答例を掲げる．

演習  行政法
原田大樹

ISBN978-4-13-032391-8　2020年3月　A5判　856頁　税込4,840円

国際法の全体像を詳細に分かりやすく解説した待望の概説書．すべての領域をバランス
よく網羅し，明快な構造と最新かつ正確な記述により読者の理解を促す．判例・事例や参
考文献も充実した，司法試験・公務員試験・外交官試験にも最適の決定版．

国際法
岩沢雄司

ISBN978-4-13-032380-2　2018年3月　A5判　480頁　税込3,630円

刑法総論・各論を有機的に一体化，一冊で刑法の全体像を把握できる好評テキストの第4
版．最新の立法・判例・学説をカバーして重要論点を網羅し，分かりやすい記述に徹し効
果的な学習へと導く．司法試験・公務員試験に必読のテキストを8年ぶりに改訂．

刑法  ［第4版］
木村光江
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ISBN978-4-13-034311-4　2019年8月　A5判　274頁　税込5,390円

医療・介護・福祉，住まい，経済的基盤，財産管理，家族・相続，虐待・犯罪，裁判制度――法
的課題を広範囲にわたって整理し，基礎知識を解説する .その解決方法に重要な視点を
提示し，法的プランニングにも役立つ .高齢者法の全体像を示す一冊．

高齢者法
長寿社会の法の基礎

樋口範雄・関 ふ佐子 編

ISBN978-4-13-032387-1　2018年1月　A5判　400頁　税込4,620円

一元的な全国統治と市場的・契約的な社会を世界史上さきがけて確立した中国は，いかな
る法秩序を備えていたのか――社会の一般的特徴の析出にはじまり，民事・刑事の法と裁
判のありかた，さらには近代法の新たなモデルなど，伝統中国法の全体像を描き尽くす．

中国法制史
寺田浩明

ISBN978-4-13-031190-8　2017年9月　A5判　392頁　税込5,060円

現代中国法の要点を分かりやすく解説した学習書．国制にはじまり公法・私法両分野の重
要な法律に焦点を当て，法制度の概要と研究の到達点および課題を提示する．最近の状況
を踏まえ，基礎を学んだ学生や中国法に関心のある実務家・研究者にさらなる理解を促す．

要説  中国法
高見澤 磨・鈴木 賢 編

ISBN978-4-13-042127-0　2008年4月　A5判　368頁　税込3,850円

ミクロ経済学の第一人者による東大講義ノートをベースに編集された最新のテキスト．
伝統的な理論と新しい展開を踏まえた中級以上向け．数学解説やコラムも充実し，現実
の社会問題への応用にも役立つ．

ミクロ経済学
奥野正寛 編著

ISBN978-4-13-042150-8　2018年9月　A5判　256頁　税込3,080円

奥野正寛編著『ミクロ経済学』の執筆陣によるワークブック．ゲーム理論などの新分野を
扱った中級ミクロ問題集．各種試験対策に役立つ，演習形式での自学自習が可能．改訂版
では問題数が倍増し，量的学習が一層充実．学習の進め方も丁寧に説明．

ミクロ経済学演習  ［第2版］
奥野正寛 編／猪野弘明・井上朋紀・加藤 晋・川森智彦・矢野智彦・山口和男

ISBN978-4-13-042146-1　2017年9月　A5判　324頁　税込3,520円

東京大学教養学部で開かれている経済学講義のテキスト．経済学の基本的な考え方であ
る価格理論について解説する．経済学を本格的に学ぼうとする読者に，それに耐える基
礎を築くことを目的とする．

経済学の基礎  価格理論
Elements of Price Theory

竹野太三

現代経済学を理解するためには必須の「道具としての数学」を十分に使いこなせるよう
に導く最良のテキスト．「集合」「関数」「位相」「微分」といったものを概念としてきちんと
把握し，経済学を構築している「言語としての数学」の習得をめざす．初版1996年．

市場制度以外に複数の組織・制度・慣習などが相互作用を及ぼし合い，複雑な振る舞いを
みせる資本主義経済システムの多様性とダイナミズムを，その制度的構成に注目し，ゲー
ム理論を中心とした普遍的分析ツールを駆使して解明する画期的テキスト．初版1996年．

ISBN978-4-13-009135-0　2019年9月　A5判　392頁　税込3,740円

ISBN978-4-13-009129-9　2017年11月　A5判　368頁　税込3,850円

経済学のための数学入門

経済システムの比較制度分析

神谷和也・浦井 憲

青木昌彦・奥野正寛 編著

ISBN978-4-13-035052-5　1980年12月　A5判　386頁　税込4,180円

機構的背景・人的背景（5章）を解説したうえで，法の形成・運用の枠組としての法源の問
題（6章），法の目的とするところの実現の諸手段（7章）を論じ，さらにアメリカ法の多元
性（8章）を明らかにし，最後に英米法の研究のあり方及び資料の用い方を述べる．

英米法総論  【下】
田中英夫
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ISBN978-4-13-042132-4　2009年10月　A5判　336頁　税込3,080円

財政の諸概念を基礎から分かりやすく解説するとともに，現実の日本および諸外国の財
政制度・政策への適用を具体的に展開した新しいスタンダード・テキスト．独習者も読み
進められるよう平易な叙述に徹し，コラムや演習問題を付すなど効果的な学習へと誘う．

財政学
持田信樹

ISBN978-4-13-042140-9　2013年9月　A5判　340頁　税込3,080円

政治・経済・社会のシステムが変貌しつつある現代において，制度・理論・政策をバランス
よく一冊の中で有機的に結合して解説した最良のテキスト．消費者・納税者の立場から，
地方財政の意義と問題点を考察する．各章に解答の充実した演習問題付．

地方財政論
持田信樹

ISBN978-4-13-009121-3　2017年4月　A5判　280頁　税込3,520円

経済学における基礎科目原論のテキスト．マルクス『資本論』，宇野弘蔵『経済原論』をふ
まえ，長年にわたる講義をもとに独自の原論を構築．文献解釈や他説の紹介を排し，教科
書としての使いやすさを配慮して簡潔に叙述．巻末に文献解説を付す．初版1985年．

経済原論講義
山口重克

ISBN978-4-13-042133-1　2009年11月　A5判　384頁　税込3,740円

マルクス経済学を初学者向けに解説するテキスト．東京大学で長年にわたって経済原論
を講義してきた著者が，ユーモアを交えた記述で「資本論」とその理論を平易に説明す
る．150以上の問題と解説も掲載し，試験対策にも役立つ一冊．

経済原論
基礎と演習

小幡道昭

ISBN978-4-13-042147-8　2017年9月　四六判　240頁　税込2,750円

日本の社会保障システムの理念，制度のあり方，将来の課題等をコンパクトに解説するテ
キスト．年金，医療保険，介護保険，社会福祉など，どれをとっても国民生活に身近な仕組み
を丁寧に説明し，財政との関係も含め，日本の社会保障システムの全体像を明確につかむ．

日本の社会保障システム
理念とデザイン

木下武徳・吉田健三・加藤美穂子 編

ISBN978-4-13-042148-5　2018年7月　A5判　320頁　税込3,300円

現代の金融の仕組みを理解するための格好の教科書．具体的な金融的課題に直面したと
き，その理解・解決のための魅力的な思考枠組みを提供してくれる金融経済学．本書は，
金融に関わる現実の場面の中でどのようなことが重要なのかを，工夫された記述により
丁寧に解説する．銀行や証券会社等への就職をめざす人にとっての必読書．

金融経済学入門
清水克俊

近現代日本経済史分析に必須の史資料やデータを集めた『近現代日本経済史要覧』の補
訂版．初版以降の経年変化分のデータ追加と，時代の変化を反映した最小限の資料（主要
銀行変遷図・世界金融危機小年表・民主党マニフェストなど）を新たに追加．
ISBN978-4-13-042136-2　2010年4月　B5判　280頁　税込3,080円

近現代日本経済史要覧  ［補訂版］
三和良一・原 朗 編

近代資本制社会の成立から現代にいたるまでの，日本経済の歩みをたどる．第4版では，
東日本大震災後から，アベノミクス，コロナ・ショックにいたるまでを追加し，資本主義社
会のあり様を問いながら，現在の日本経済の歴史における座標を確認する．
ISBN978-4-13-042153-9　2021年9月　A5判　336頁　税込2,970円

概説日本経済史  近現代  ［第4版］
三和良一・三和 元

安政の開国から戦後改革までの日本資本主義百年の歩みを統一的な視点からとりまとめ
た概説．戦後の諸研究の成果をふまえ，とくに第一次大戦以後の日本資本主義の変容・危
機・再生・崩壊の過程を，国際的契機と国内的要因との関連を重視しながら，詳しくたどる．
ISBN978-4-13-042121-8　2005年10月　四六判　260頁　税込2,860円

日本資本主義百年の歩み
安政の開国から戦後改革まで

大石嘉一郎

社会構成体論の立場にたつ一貫した視座と，平易な叙述で高い評価を得た概説書の改訂
版．前近代の叙述を大幅に増補し，原始・古代から現代に至る日本経済史の通史を描写，世
界情勢の変化をも見通す長期的視座を提示する．初版1991年．
ISBN978-4-13-009117-6　2017年4月　A5判　344頁　税込3,190円

日本経済史  ［第2版］
石井寛治

ISBN978-4-13-042142-3　2016年1月　A5判　344頁　税込3,520円

医療経済学を初めて学ぶ人のための最良の基本書．医学系・社会科学系学生がそれぞれ相
互理解できるように内容を組み立て，日本で行われてきた実証研究の成果を取り込む．制
度の国際比較も視野に入れ，初版刊行（2011年）後の最新の情報までフォローした補訂版．

医療経済学講義  ［補訂版］
橋本英樹・泉田信行 編

ISBN978-4-13-040269-9　2014年11月　A5判　244頁　税込4,180円

現代日本の社会保障においては，制度の効率化と公平・連帯のバランスをとることが求め
られている．社会保障政策における主要な課題について，問題点と選択肢を客観的に，聖
域を設けずに議論する．問題山積の社会保障を考える上で，役立つ一冊．

日本の社会保障政策
課題と改革

小塩隆士・田近栄治・府川哲夫
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ISBN978-4-13-046131-3　2019年12月　A5判　288頁　税込3,740円

中国は1978年の改革開放政策によって，いまや世界第二の経済大国となり，世界経済に
大きな影響力を及ぼすようになった．本書は改革開放から現在にいたる中国経済の発展
を，経済学の古典的な理論を駆使し，中国の著名な経済学者が精緻に解説した，現代の中
国経済の最良の入門書．

現代中国経済入門  人口ボーナスから改革ボーナスへ
蔡 昉／丸川知雄 監訳・解説／伊藤亜聖・藤井大輔・三竝康平 訳

ISBN978-4-13-042149-2　2018年9月　四六判　292頁　税込3,080円

経済的自立をもたらすジョブ（Job）とそれが生み出す自由というアメリカ経済社会を駆
動する理念を明らかにし，グローバル化の進展のなかで絶え間ない構造変化を生み出す
ダイナミズムを描き出す．現代アメリカを経済の視点から読み解く最新テキスト．

現代アメリカの経済社会
理念とダイナミズム

河㟢信樹・吉田健三・田村太一・渋谷博史

ISBN978-4-13-042144-7　2016年9月　A5判　216頁　税込3,190円

世界経済に大きな影響力をもつ中国の実態をどうとらえるか．国家の体制が大きく変遷
するなか，いかに成長してきたのか．近代から現代まで通史的に描き出す．アクセスが困
難な中国の経済状況を，統計的データを用いながら分析することによって，具体的な産
業，農業，商業，エネルギー産業といった分野ごとの全体像を理解するための概説書．

統計でみる中国近現代経済史
久保 亨・加島 潤・木越義則

ISBN978-4-13-062921-8　2016年10月　A5判　360頁　税込3,080円

著者たちの長年にわたる講義にもとづき，豊富な図を用いて，統計学を学ぶ動機づけか
ら，社会や経済への応用までを丁寧に説明．数学と統計ソフトについてもやさしく解説．
が詰まった，生きた学問としての「統計学」を学ぶための最適の書．統計検定2級対応．
統計質保証推進協会推薦．

統計学
久保川達也・国友直人

ISBN978-4-13-042065-5　1991年7月　A5判　320頁　税込3,080円

文科と理科両方の学生のために，統計的なものの考え方の基礎をやさしく解説するとと
もに，統計学の体系的な知識を与えるように，編集・執筆された．豊富な実際例を用いつ
つ，図表を多くとり入れ，視覚的にもわかりやすく親しみながら学べるよう配慮した．

統計学入門  基礎統計学Ⅰ
東京大学教養学部統計学教室 編

ISBN978-4-13-042066-2　1994年7月　A5判　424頁　税込3,190円

現代社会においては，さまざまなデータを正しく扱うことが全てに優先する．本書は，わ
れわれの生活や社会と直接・間接にかかわりをもつ分野で用いられている統計的方法の
基礎から応用までを，具体例に即して分かりやすく解説する．

人文・社会科学の統計学  基礎統計学Ⅱ
東京大学教養学部統計学教室 編

ISBN978-4-13-042067-9　1992年8月　A5判　392頁　税込3,190円

自然科学・工学・医学等への応用をめざしつつ，さまざまな統計学的考え方を紹介し，そ
の基礎をわかりやすく解説する．シリーズⅠと同様に，豊富に実際例を用いつつ，図表を
多くとり入れて，視覚的にもわかりやすく統計学を親しみながら学べるよう編集した．

自然科学の統計学  基礎統計学Ⅲ
東京大学教養学部統計学教室 編

ISBN978-4-13-042060-0　1984年3月　A5判　288頁　税込2,640円

人文・社会科学系の学生のために，必須というべき統計学の基礎知識を，簡単に，しかも
比較的親切に実例を交えて解説する．本書をマスターすることによって，専攻領域にお
ける実際問題の解明や，コンピュータの使用などに比較的困難なく進めるよう配慮した．

統計入門
中村隆英・新家健精・美添泰人・豊田 敬
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データの読み方および分析手法の基礎から応用までを具体例に即して解説し，さらに経
済統計の今後の課題を提示する．本書の内容の理解によって，「経済白書」や「経済リポー
ト」を読みこなすことは勿論，現実のデータを捉えて分析し，判断できるように工夫した．
ISBN978-4-13-042080-8　1992年12月　A5判　302頁　税込3,300円

経済統計入門  ［第2版］
中村隆英・新家健精・美添泰人・豊田 敬

ISBN978-4-13-009147-3　2021年3月　A5判　240頁　税込3,190円

経営における新しい課題の発見とその対応の成果を「革新」ととらえ，その結果としての
企業経営の発展の傾向と，それが内包する問題に焦点をあてた経営史の基本テキストの
第2版．戦後はじめて登場した世界規模経営や情報技術の役割などについて新たに書き
下ろした．初版2001年．

経営史講義  ［第2版］
大河内暁男

ISBN978-4-13-042112-6　2001年12月　A5判　642頁　税込5,280円

財務諸表を中心とした会計情報からいかに企業を分析・評価するか．豊富な事例に即し
て立体的な説明を提供する，定評あるビジネス・スクールの定番テキスト．分析トゥール
をより拡張し，最新の分析手法を提示する．

企業分析入門  ［第2版］
K．G．パレプ・P．M．ヒーリー・V．L．バーナード／斎藤静樹 監訳

ISBN978-4-13-042134-8　2010年2月　A5判　320頁　税込3,960円

ISBN978-4-13-040306-1　2022年5月　A5判　256頁　税込3,740円　 NEW

企業会計と情報開示の制度全般について，初学者にわかりやすく解説．会社法改正，のれ
んの償却の是非など，ここ数年の会計基準の変更を反映した改訂版．特に，国際会計基準
については，最新の動向だけでなく検討中の話題についても広く言及する．

企業を仕組み（アーキテクチャー）とみて，近年のコーポレートガバナンス改革の意味と
課題，そして制度や政策が頻繁に変化する近年の状況のなかでの企業活動のあり方につ
いて，法制度と財務の両面から，また理論と実務の両面から，わかりやすく説明する．最
新の学術的な動向と，実際の事例を盛り込み，初学者から実務家まで幅広く活用できる．

企業会計とディスクロージャー  ［第4版］

企業のアーキテクチャー  コーポレートガバナンス改革のゆくえ

斎藤静樹

朝岡大輔

ISBN978-4-13-042139-3　2013年3月　A5判　312頁　税込3,520円

新興国への進出に求められる企業経営とは何か――．インド，中国など世界経済に台頭す
る新興国において，先進国とは大きく異なるビジネス環境で求められる企業の経営戦略
を，理論と豊富な事例研究によって体系的にとりまとめる．

グローバル経営戦略
元橋一之
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経
営

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？  東京大学の
人気講座・東京大学アントレプレナー道場で講義されている起業するための基礎知識を
完全網羅．本郷バレーと呼ばれ，200社以上が設立した東大発スタートアップはどのよう
な授業をしているのか，東大の人気講座のエッセンスを紹介する最良の入門書．
ISBN978-4-13-042151-5　2019年4月　A5判　300頁　税込2,750円

スタートアップ入門
長谷川克也

ISBN978-4-13-062924-9　2020年6月　A5判　528頁　税込4,290円

さらに使いやすいテキストへ――初版刊行から10年．読者の声にこたえ，より理解しや
すい内容へと記述を修正．また，標準責任準備金計算用の生命表の更新に伴い，最新の情
報にアップデート．初学者だけではなく，アクチュアリー試験受験者・実務者にも配慮し
た決定版．

生命保険数学の基礎  ［第3版］  アクチュアリー数学入門
山内恒人

ISBN978-4-13-042143-0　2016年5月　A5判　448頁　税込5,280円

東京大学技術経営戦略学専攻の講義をベースに書籍化．現代イノベーションがもつダイ
ナミズムの構造を，プロセスと組織の「設計図」から読み取り，いつでも，どこでも，だれ
でもがイノベーションに関与していく「国民皆革」の途を探る．

イノベーション・マネジメント
プロセス・組織の構造化から考える

野城智也


