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カール・シュミットとその時代 
同時1アクセス（本体） ¥22,440 

同時3アクセス（本体） ¥33,660 

冊子版ISBN 9784622087854  

著編者名 古賀 敬太 発行年 2019 商品コード 1030831387 

『政治的なものの概念』『憲法論』「例外状態」等で知られ、数々の論者が言及するドイツの思想家・法学者の全体像を第一人者
が描く。 

心理学の7つの大罪 
 ―真の科学であるために私たちがすべきこと― 

同時1アクセス（本体） ¥14,520 

同時3アクセス（本体） ¥21,780 

冊子版ISBN 9784622087885  

著編者名 クリス・チェインバーズ 発行年 2019 商品コード 1030831388 

心理学は「科学」なのか？ それとも、錬金術や骨相学のような時代遅れの技術なのか？ 改革の旗手が描く、心理学のあるべ
き未来。 

リベラリズムの系譜学 
 ―法の支配と民主主義は「自由」に何をもたらすか― 

同時1アクセス（本体） ¥12,540 

同時3アクセス（本体） ¥18,810 

冊子版ISBN 9784622087922  

著編者名 中村 隆文 発行年 2019 商品コード 1030831389 

私たちは「リベラリズム」という運動を後世に託し続けられるか。歴史から学び、これからの「自由」を考えるためのリベラリズム入門。 

測りすぎ 
 ―なぜパフォーマンス評価は失敗するのか?― 

同時1アクセス（本体） ¥9,900 

同時3アクセス（本体） ¥14,850 

冊子版ISBN 9784622087939  

著編者名 ジェリー・Z・ミュラー 発行年 2019 商品コード 1030831390 

測定そのものの目的化が、教育、医療、ビジネス、政府活動など様々な組織を破壊する事例をあげ、経済学者がその原因と解
決策を示す。 

人体の冒険者たち 
 ―解剖図に描ききれないからだの話― 

同時1アクセス（本体） ¥10,560 

同時3アクセス（本体） ¥15,840 

冊子版ISBN 9784622087175  

著編者名 ギャヴィン・フランシス 発行年 2018 商品コード 1029161042 

スコットランドの家庭医ギャヴィン・フランシスは、ときに救急医や従軍医として、さまざまな患者に出会ってきた。顔半分だけが麻痺した女性、手のひらを釘で
打ち抜いた大工さん、直腸にケチャップの瓶が入った男性…。本書はそんな患者たちとフランシス、そして人体の解明に挑んだ偉人たちの冒険の物語だ。小
説のようなケースヒストリーに古今東西の人体をめぐる逸話を交えた、読む人体図鑑とも呼べる医療エッセイ。さあ、人体をめぐる旅に出よう。英5紙誌のブック・
オブ・ザ・イヤー受賞。 

羞恥 
同時1アクセス（本体） ¥9,900 

同時3アクセス（本体） ¥14,850 

冊子版ISBN 9784622087168  

著編者名 チョン スチャン 発行年 2018 商品コード 1029342074 

オリンピックの選手村建設予定地で、朝鮮戦争にさかのぼる大量の人骨が出土した…。経済至上主義のなかで、脱北者たちの
ささやかな倫理感が崩れ落ちていく。北朝鮮出身の両親をもつ作家が韓国社会を凝視し、衝撃を放った小説。 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160
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現代物理学における決定論と非決定論 
 ―因果問題についての歴史的・体系的研究― 
改訳新版 

同時1アクセス（本体） ¥19,800 

同時3アクセス（本体） ¥29,700 

冊子版ISBN 9784622087366  

著編者名 エルンスト・カッシーラー 発行年 2019 商品コード 1030515182 

ボーアの観測問題など量子力学の諸問題を哲学的に基礎づけ、科学と哲学を架橋した画期作。カッシーラ哲学の
すべての要素の結接点。 

第一印象の科学 
 ―なぜヒトは顔に惑わされてしまうのか?― 

同時1アクセス（本体） ¥12,540 

同時3アクセス（本体） ¥18,810 

冊子版ISBN 9784622087625  

著編者名 アレクサンダー・トドロフ 発行年 2019 商品コード 1030515183 

心理学の最先端を走る研究者が、脳科学、認知科学、コンピューターサイエンスを駆使して人間の避けがたい顔バ
イアスを分析した決定版。 

アントフィナンシャル 
 ―1匹のアリがつくる新金融エコシステム― 

同時1アクセス（本体） ¥10,560 

同時3アクセス（本体） ¥15,840 

冊子版ISBN 9784622087755  

著編者名 廉 薇 発行年 2019 商品コード 1030515184 

アリペイで中国のキャッシュレス化を牽引する世界的フィンテック企業の全貌を解明。金融の最前線を知り、中国の今
を知るための必読書。 

ショパンの詩学 
 ―ピアノ曲『バラード』という詩の誕生― 

同時1アクセス（本体） ¥13,799 

同時3アクセス（本体） ¥20,699 

冊子版ISBN 9784622087595  

著編者名 松尾 梨沙 発行年 2019 商品コード 1030590846 

ショパンが生んだ《バラード》という音楽ジャンル。これまで謎だったその来歴を解明し従来のショパン像を刷新する若
手研究者の快挙。 

海を撃つ 
 ―福島・広島・ベラルーシにて― 

同時1アクセス（本体） ¥8,099 

同時3アクセス（本体） ¥12,149 

冊子版ISBN 9784622087823  

著編者名 安東 量子 発行年 2019 商品コード 1030590847 

いわき市の山間に暮らす一人の女性の幻視的なまなざしがとらえた、事故後7年半の福島の断層の記録。類のない
圧巻ノンフィクション。 

敗北者たち 
 ―第一次世界大戦はなぜ終わり損ねたのか1917-1923― 

同時1アクセス（本体） ¥17,160 

同時3アクセス（本体） ¥25,740 

冊子版ISBN 9784622087618  

著編者名 ローベルト・ゲルヴァルト 発行年 2019 商品コード 1030590848 

「戦争を終わらせるための戦争」がファシストの台頭を招き、第二次世界大戦への道をつくった。戦争論の新たな古典。 

ケースで学ぶ自閉症スペクトラム障害と 
性ガイダンス 

同時1アクセス（本体） ¥8,099 

同時3アクセス（本体） ¥12,149 

冊子版ISBN 9784622087809  

著編者名 田宮 聡 発行年 2019 商品コード 1030590849 

児童精神科医の著者が120のケースを交えて詳説する、障害児教育にかかわる医療・教育従事者・ソーシャルワー
カー必携の性の案内書。 
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ドゥルーズとマルクス 
 ―近傍のコミュニズム― 

同時1アクセス（本体） ¥8,099 

同時3アクセス（本体） ¥12,149 

冊子版ISBN 9784622087878  

著編者名 松本 潤一郎 発行年 2019 商品コード 1030590850 

資本主義を歴史化し物語を終わらせること。ドゥルーズ哲学と「歴史家」マルクスとの遭遇から垣間見るコミュニズムと
いう近傍ゾーン。 

超現実主義の1937年 
 ―福沢一郎『シュールレアリズム』を読みなおす― 

同時1アクセス（本体） ¥20,399 

同時3アクセス（本体） ¥30,599 

冊子版ISBN 9784622087731  

著編者名 伊藤 佳之 発行年 2019 商品コード 1030590851 

日本に初めて前衛絵画を紹介した洋画家・福沢一郎が「シュルレアリスム」にみていたものとは何か。精鋭の研究者
たちによる画期的論集。 

食べたくなる本 
同時1アクセス（本体） ¥8,099 

同時3アクセス（本体） ¥12,149 

冊子版ISBN 9784622087816  

著編者名 三浦 哲哉 発行年 2019 商品コード 1030590852 

気鋭の映画批評家が、料理本を批評的に読む。「料理を作る・食べる・もてなす」ことに人生を捧げてきた人びとへの
熱いオマージュ。 

大人から見た子ども 
同時1アクセス（本体） ¥12,540 

同時3アクセス（本体） ¥18,810 

冊子版ISBN 9784622087830  

著編者名 モーリス・メルロ=ポンティ 発行年 2019 商品コード 1030682524 

児童心理学の分野で長年読まれてきた「幼児の対人関係」を中心に、意識や言語や行為など子どものあり方を考察
した哲学者の講義を編む。 

ヴェネツィアの石 
同時1アクセス（本体） ¥19,800 

同時3アクセス（本体） ¥29,700 

冊子版ISBN 9784622087182  

著編者名 ジョン・ラスキン 発行年 2019 商品コード 1030682525 

精緻かつ雄大に綴られた「水の都」の建築史。生誕200年――ラスキンの主著、その全体像を知るに最適のヴァー
ジョン、ここに成る。 

これからの微生物学 
 ―マイクロバイオータからCRISPRへ― 

同時1アクセス（本体） ¥10,560 

同時3アクセス（本体） ¥15,840 

冊子版ISBN 9784622087670  

著編者名 パスカル・コサール 発行年 2019 商品コード 1030682526 

21世紀は微生物学の世紀である。微生物学の新概念、細菌の社会生活、ツールとしての細菌。最先端知識をコンパ
クトに凝縮した1冊。 

中国経済史 ―古代から19世紀まで― 

同時1アクセス（本体） ¥27,060 

同時3アクセス（本体） ¥40,590 

冊子版ISBN 9784622087847  

著編者名 リチャード・フォン・グラン 発行年 2019 商品コード 1030682527 

欧米、日本、中国の研究を総合し、周から清末までを鳥瞰。英語による初の通史。量的データとナラティブの融合が
新たな中国史像を提示。 
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ヴィータ ―遺棄された者たちの生― ジョアオ・ビール 2019  9784622087861  ¥16,500  ¥24,750  1030682528  

いかにして日本の精神分析は始まったか 
 ―草創期の5人の男と患者たち― 

西 見奈子 2019  9784622087960  ¥10,560  ¥15,840  1030682529  

タコの心身問題 ―頭足類から考える意識の起源― ピーター・ゴドフリー=スミス 2018  9784622087571  ¥9,900  ¥14,850  1029973234  

鼓動が止まるとき ―1万2000回、心臓を救うことを 
あきらめなかった外科医― 

スティーヴン・ウェスタビー 2018  9784622087540  ¥9,900  ¥14,850  1030360943  

ホロコーストとアメリカ 
 ―ユダヤ人組織の支援活動と政府の難民政策― 

丸山 直起 2018  9784622087342  ¥13,799  ¥20,699  1030360944  

ウイルスの意味論 ―生命の定義を超えた存在― 山内 一也 2018  9784622087533  ¥8,399  ¥12,599  1030360945  

アウシュヴィッツの巻物証言資料 ニコラス・チェア 2019 9784622087038 ¥21,120 ¥31,680 1030990041 

回想のケンブリッジ ―政治思想史の方法とバーク、コール
リッジ、カント、トクヴィル、ニューマン― 

半澤 孝麿 2019 9784622088080 ¥24,750 ¥37,125 1030990042 

金持ち課税 ―税の公正をめぐる経済史― ケネス・シーヴ 2018  9784622087014  ¥12,210  ¥18,315  1028700569  

免疫の科学論 ―偶然性と複雑性のゲーム― フィリップ・クリルスキー 2018  9784622086932  ¥15,840  ¥23,760  1028700570  

アフリカ眠り病とドイツ植民地主義  
―熱帯医学による感染症制圧の夢と現実― 

磯部 裕幸 2018  9784622085997  ¥16,199  ¥24,299  1029161041  

中枢神経系 中世・近代篇 
 ―構造と機能 : 理論と学説の批判的歴史― 

ジュール・スーリィ 2018  9784622087441  ¥49,999  ¥74,999  1029161043  

日本の精神鑑定 
 ―重要事件25の鑑定書と解説 : 1936-1994―増補新版 

福島 章 2018  9784622087663  ¥44,999  ¥67,499  1029161044  

時の余白に 続 芥川 喜好 2018  9784622087083  ¥8,399  ¥12,599  1029342073  

世界不平等レポート 2018 ファクンド・アルヴァレド 2018  9784622087151  ¥24,750  ¥37,125  1029342075  

心理療法の実践 C.G.ユング 2018  9784622087045  ¥10,199  ¥15,299  1029342076  

ヒトラーのモデルはアメリカだった 
 ―法システムによる「純血の追求」― 

ジェイムズ・Q・ウィットマン 2018  9784622087250  ¥12,540  ¥18,810  1029502773  

Haruki Murakamiを読んでいるときに我々が読んで 
いる者たち 

辛島 デイヴィッド 2018  9784622087007  ¥9,599  ¥14,399  1029502774  

ブルジョワ ―歴史と文学のあいだ― フランコ・モレッティ 2018  9784622087236  ¥15,840  ¥23,760  1029502775  

法に触れた少年の未来のために 内田 博文 2018  9784622087243  ¥13,200  ¥19,800  1029502776  

生存する意識 ―植物状態の患者と対話する― エイドリアン・オーウェン 2018  9784622087359  ¥9,240  ¥13,860  1029502777  

中国はここにある ―貧しき人々のむれ― 梁 鴻 2018  9784622087212  ¥11,880  ¥17,820  1029502778  

現代日本法へのカタバシス 新版 木庭 顕 2018  9784622087076  ¥23,399  ¥35,099  1029728079  

農家が消える ―自然資源経済論からの提言― 寺西 俊一 2018  9784622087373  ¥10,499  ¥15,749  1029728080  

建設現場 坂口 恭平 2018  9784622087410  ¥10,199  ¥15,299  1029728081  

「効果的な利他主義」宣言! 
 ―慈善活動への科学的アプローチ― 

ウィリアム・マッカスキル 2018  9784622087427  ¥9,900  ¥14,850  1029973230  

子ども文庫の100年 ―子どもと本をつなぐ人びと― 高橋 樹一郎 2018  9784622087465  ¥8,999  ¥13,499  1029973231  

他者の影 
 ―ジェンダーの戦争はなぜ終わらないのか― 

ジェシカ・ベンジャミン 2018  9784622087434  ¥14,850  ¥22,275  1029973232  

ガザに地下鉄が走る日 岡 真理 2018  9784622087472  ¥9,599  ¥14,399  1029973233  

宗教事象事典 レジーヌ・アズリア 2019 9784622087984 ¥66,000 ¥99,000 1030990043 

科学者は、なぜ軍事研究に手を染めてはいけないか 池内 了 2019 9784622088141 ¥11,220 ¥16,830 1030990044 

2019年 新規配信タイトル 
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現代史資料  +  続・現代史資料シリーズ  

好評配信中タイトル 

日本の現代における権力と自由の問題への再考をうながす、最上のドキュメント集成。 

『現代史資料』は、戦前から戦中にかけての日本現代史を知る上での基礎となる資料を、系統的

に収録・編纂したものです。その主要部分は、国家の「極秘」とされ、それまで研究者にも一般に

も知られていなかったものから成っています。コピー機の普及も、情報公開の制度もいまだない時

期に、旧体制崩壊の後に生まれた空隙に散逸の運命にさらされ、あるいは秘匿されようとしていた

極秘の記録や文書類を追い、また占領下において連合国軍に没収され海外に持ち去られた資

料を探り、その収集に十年の歳月を重ねました。 

『現代史資料』全45巻・別巻1（1962‐85）の完結後、新集の未公開資料により、現代史のさらに新

たな領域を照射する『続・現代史資料』全12巻を企画・編集し、1982年より刊行を開始し1996年に

完結しました。 

現代史資料 + 続・現代史資料 全58巻揃価格  

同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 商品コード 

¥902,000 ¥1,353,000 1015945642 

続・現代史資料 （全12巻） （分売可） 

同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 商品コード 

¥178,200 ¥267,300 1015945641 

現代史資料 （全45巻＋別巻1）  （分売可） 

同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 商品コード 

¥723,800 ¥1,085,700 1015945582 

  各巻の詳細はお問合せください。 
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ロマン・ロラン全集  

大人気ベストセラー  

大脱出 ―健康、お金、格差の起原― 

同時1アクセス（本体） ¥12,540 

同時3アクセス（本体） ¥18,810 

冊子版ISBN 9784622078708  

著編者名 アンガス・ディートン 発行年 2014 商品コード 1016669584 

30年以上にわたって開発経済学の最前線を走り続けてきた著者が、ウィットにあふれる文章で人間の健康と経済成長の様々
な関係を解き明かす〈保健と富の経済学〉。 

21世紀の資本 

同時1アクセス（本体） ¥18,150 

同時3アクセス（本体） ¥27,225 

冊子版ISBN 9784622078760  

著編者名 トマ・ピケティ 発行年 2014 商品コード 1017162581 

格差は長期的にはどのように変化してきたのか？ 資本の蓄積と分配は何によって決定づけられているのか？ 所得格差と
経済成長は、今後どうなるのか？ 決定的に重要なこれらの問題を、18世紀にまでさかのぼる詳細なデータと、明晰な理論
によって解き明かす。格差をめぐる議論に大変革をもたらしつつある、世界的ベストセラー。「本書は……この十年で、最も重
要な経済学書になるといっても過言ではない」ポール・クルーグマン。 

著者名 ：ロマン・ロラン 

書名 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

（本体） 
同時３アクセス 

（本体） 
商品コード 

1 ジャン=クリストフ 1  1981  9784622007210  ¥19,800  ¥29,700  1013485026  

2 ジャン=クリストフ 2  1981  9784622007227  ¥22,000  ¥33,000  1013485027  

3 ジャン=クリストフ 3  1981  9784622007234  ¥22,000  ¥33,000  1013485028  

4 ジャン=クリストフ 4  1981  9784622007241  ¥19,800  ¥29,700  1013485029  

5 コラ・ブルニョン ; ピエールとリュース ; クレランボー  1979  9784622007258  ¥22,000  ¥33,000  1013485030  

6 魅せられたる魂 1  1980  9784622007265  ¥22,000  ¥33,000  1013485031  

7 魅せられたる魂 2  1980  9784622007272  ¥24,200  ¥36,300  1013485032  

8 魅せられたる魂 3  1980  9784622007289  ¥22,000  ¥33,000  1013485033  

全8冊揃価格 

同時1アクセス 
（本体） 

同時3アクセス 
（本体） 

商品コード 

¥173,800 ¥260,700 1013485034 

好評配信中タイトル 
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