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青土社 

神は詳細に宿る 著者 養老孟司 2018年 

ロングセラー『唯脳論』から３０年、待望の新著が堂々の刊行！！ 
日本を代表する解剖学者が、現代の自然科学、ヒトの脳の変化、科学信仰の功罪から、
日本の政治、経済、社会までを論じつくす！ 小さな動物やミクロな細胞など、細部をつ
ぶさに見つめることが、地球や歴史などの全体へと繋がってゆく。いつも私たちのそば
にある思想。 

冊子版ISBN 9784791771332 
同時1アクセス 

(本体) ¥4,620 
同時3アクセス 

(本体) ¥5,390 
商品コード 1031031554 

「フクシマ」論  原子力ムラはなぜ生まれたのか  著者 開沼博 2011年 

原子力ムラという鏡に映し出される、戦後日本の成長神話と服従のメカニズム-。原発や
関連施設を抱える地域「原子力ムラ」をテーマに、「中央と地方」と「日本の戦後成長」の
関係を論じる。 

冊子版ISBN 9784791766109 
同時1アクセス 

(本体) ¥6,050 
同時3アクセス 

(本体) ¥8,470 
商品コード 1031031541 

日本語の作法:しなやかな文章術 

著者 中村明 2018年 

しっくりくることば。ひらがなと漢字の使い分け、
句読点の打ち方の基礎から、文学作品のしかけ、
構成、余情の味わいまで――。作家の文体や、
巷にあふれる言葉の端々ににじむ、日本語の奥
ゆきを味わいながら、書くことのはじまりへといざ
なう。書いてみたくなる、日本語レッスン。 

冊子版ISBN 9784791771028 
同時1アクセス 

(本体) ¥7,260 
同時3アクセス 

(本体) ¥8,470 
商品コード 1031031547 

わたしたちの英語 :  
地球市民のコミュニケーション力 

著者 宮武久佳 2018年 

日本は「コミュ障」に陥っている? 第一線の通信
社記者として英語で記事を書き続けた著者が、
世界共通言語としての英語と、外国人に開かれ
た分かりやすい日本語に活路を見出し、日本を
「新しい開国」へと誘う。 

冊子版ISBN 9784791770519 
同時1アクセス 

(本体) ¥4,950 
同時3アクセス 

(本体) ¥5,775 
商品コード 1031031552 

私立大学はなぜ危ういのか 

著者 渡辺孝 2017年 

2030年、一体、何割の私立
大学が生き残れるのか?  
元私大理事長である著者が、
私立大学の過去、現在、未
来、そして国の無策を大胆
に解き明かす。 

冊子版ISBN 9784791769926 

同時1アクセス 
(本体) ¥5,500 

同時3アクセス 
(本体) ¥7,700 

商品コード 1031031542 

情動の社会学 

著者 伊藤守 2017年 

ポストメディア社会では、時と
して「情報」によって、あらぬ
方向へ駆動されていく。SNSな
どの状況から、領土問題やオ
リンピックなどの政治問題まで、
判断や思考を揺さぶる情動的
な社会を最新のメディア理論
で読み解く。 

冊子版ISBN 9784791770175 

同時1アクセス 
(本体) ¥6,600 

同時3アクセス 
(本体) ¥9,240 

商品コード 1031031543 

ヴァーチャル社会の「哲学」 :  
ビットコイン・VR・ポストトゥルース 

著者 大黒岳彦 2018年 

あらゆるものには意味がある。
われわれを包囲する洪大な情
報に、いまなにが起きている
のか——。Amazon、ビットコイン、
ブロックチェーン、VR、MR、そ
してコミュ障まで、注目される
現象の“深層”構造にせまる。 

冊子版ISBN 9784791771264 

同時1アクセス 
(本体) ¥11,880 

同時3アクセス 
(本体) ¥13,860 

商品コード 1031031549 

  ※  EPUBリフロー版は印刷・ダウンロード不可となります。ご了承ください。 
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冊子版ISBN 9784791770076 
同時1アクセス 

(本体) ¥5,940 
同時3アクセス 

(本体) ¥6,930 
商品コード 1031031546 

2019年10月 

「コミュ障」の社会学 

著者 貴戸理恵 2018年 

空気を読むのが苦手でも、人とつながって
生きていける。不登校やひきこもりに寄り添
いながら、学校や職場を支配する「コミュニ
ケーション至上主義」の背景を明らかにす
る、生きづらさを抱えたみんなのための社
会学。 

冊子版ISBN 9784791770625 
同時1アクセス 

(本体) ¥5,940 
同時3アクセス 

(本体) ¥6,930 
商品コード 1031031544 

相模原障害者殺傷事件 

著者 立岩真也、杉田俊介 2016年 

障害者殺しとそれへの抵抗の歴史を召喚
し、いちはやく事件のフレームを示してみ
せた社会学の第一人者と、若者たちの鬱
屈の深層を見つめながら、等身大の言葉
で語りかける在野の批評家による緊急提
言。 

冊子版ISBN 9784791769650 
同時1アクセス 

(本体) ¥4,950 
同時3アクセス 

(本体) ¥6,930 
商品コード 1031031545 

障害者の傷、介助者の痛み 

著者 渡邉琢 2018年 

相模原障害者殺傷事件は社会に何を問
いかけたのか。あらためて、いま障害のあ
る人とない人がともに地域で生きていくた
めに何ができるのか。障害者と介助者が互
いに傷つきながらも手に手を取り合ってき
た現場の歴史をたどりながら、介助と社会
の未来に向けて言葉をつむぐ。 

冊子版ISBN 9784791771226 
同時1アクセス 

(本体) ¥7,260 
同時3アクセス 

(本体) ¥8,470 
商品コード 1031031548 

ひとりで暮らす、ひとりを支える :  
フィンランド高齢者ケアのエスノグラフィー 

著者 髙橋絵里香 2019年 

風土、家族、地域、自由、記憶。５つの章から、フィンラン
ドの高齢者介護のリアルを描き出す。親族介護者、ディ
アコニ、帰還担当官、メモリーコーディネイターなど、さま
ざまな人びとに支えられるケアの現場に、何を見いだす
ことができるのか。島嶼地域に暮らす独居高齢者を長年
にわたり調査してきた気鋭の文化人類学者が、制度と実
践の両面から「年老いていくこと」の本質をすくいとる。 

冊子版ISBN 9784791771615 
同時1アクセス 

(本体) ¥6,600 
同時3アクセス 

(本体) ¥7,700 
商品コード 1031031555 

不如意の身体 : 病障害とある社会 

著者 立岩真也 2018年 

動けない「足」が障害なのか、車いすで移動するのに適
さない「社会」が障害なのか。支援するためには病や障
害の原因を「同定」することが必須なのか。公平な社会の
あり方を考えてきた政治哲学が、障害を取りこぼしてし
まってきたのはなぜなのか。誰もが不利益を不当に被っ
てしまわない社会――政治、経済を見失わず、確固たる
思想的基盤をひとつひとつ作り上げていく、明日の社会
のための強靭な思想。 

冊子版ISBN 9784791771196 
同時1アクセス 

(本体) ¥9,240 
同時3アクセス 

(本体) ¥10,780 
商品コード 1031031551 

病者障害者の戦後 : 生政治史点描 

著者 立岩真也 2018年 

治療を望む人々、拒む人々、医師や施設への要
求、抵抗、そして運動……病にはつねに複数の
思いが交錯する。国立療養所という、この国最大
の病・障害の現場にまつわる膨大な言説を収集
し、筋ジストロフィー症や重症心身障害、サリドマ
イド禍、スモン病など、政策の課題ともされてきた
病・障害の現代史を、真っ向から、つぶさに描き
あげてゆく。唯一無二の医療史。 

冊子版ISBN 9784791771202 
同時1アクセス 

(本体) ¥9,900 
同時3アクセス 

(本体) ¥11,550 
商品コード 1031031550 

脳に心が読めるか? 心の進化を知るための90冊 

著者 岡ノ谷一夫 2017年 

心のある場所は脳かそれとも心臓か、ダン
ゴムシに意識はあるのか、フロイトの臨死
体験、壮絶な老老介護、来るべき６度目の
大絶滅……。90冊の本が伝える、90の魅
惑的な世界観。言語とコミュニケーションの
起源を研究する科学者による、驚きの読書
案内。 

不寛容な時代のポピュリズム 

著者 森達也 2018年 

フェイクが蔓延する時代に、各々は何を考え、ど
う行動すればいいのか。安保法制、選挙、東日
本大震災から佐村河内氏に密着し話題を呼ん
だ『FAKE』、さらには大相撲からプロレスまで、多
様なジャンルの出来事に裏の裏から斬りこみ、集
団化がすすむ社会を真正面から活写したドキュ
メンタリー。 

冊子版ISBN 9784791769940 
同時1アクセス 

(本体) ¥4,675 
同時3アクセス 

(本体) ¥6,545 
商品コード 1031031553 

  ※  EPUBリフロー版は印刷・ダウンロード不可となります。ご了承ください。 
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