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Ａ５判

398ページ

本体2,300円

福島第一原発廃炉の現場を克明に記す

福島第一原発廃炉図鑑

開沼博 編

福島について考えることは、世界と日本の現在を考えることだ。福島第一原
いちえふ

学校・図書 館のための太田出 版 ブックカタログ 2016 年 夏

発（１Ｆ）を考えることは、私たちの家族や友だちの未来を考えることだ。私

01

たちは考えることを放棄してはならない。だから私たちはまず調べることにし
た—。世界で初めて「福島第一原発廃炉の現場」の内実を正面から記録、一
般住民・民間の立場から廃炉の実態を調査した貴重なレポート。

書評掲載

記者会見

『福島民友』
2016年6月6日
『福島民報』
2016年6月23日
『日本経済新聞』2016年6月23日
『毎日新聞 』
2016年7月7日
『朝日新聞』
2016年7月31日
『週刊東洋経済』2016年6月20日

NDC332.06 経済史・事情．経済体制
ISBN978-4-7783-1531-3
224ページ 本体1,400円

四六判フランス装

水野和夫が解き明かす21世紀の経済論

国貧論
水野和夫

日本外国特派員協会
（FCCJ） 2016年7月21日
日本記者クラブ
（JNPC）
2016年7月28日

NDC302.33 政治・経済・社会・文化事情
ISBN978-4-7783-1533-7
224ページ 本体1,500円

四六判

日本人は「中流の呪い」がかかっているのか？

THIS IS JAPAN
英国保育士が見た日本
ブレイディみかこ

アベノミクスもマイナス金利も８割の国民を貧しくする資本主

混迷する欧州の政治状況を「Yahoo！ニュース」で伝えている保

義である—。ベストセラー『資本主義の終焉と歴史の危機』

育士・ライターのブレイディみかこ。英国ブライトン在住の著

で知られる水野和夫が解き明かす21世紀の経済論！

者の見た「現代日本の姿」とは？

NDC114.2 人間学

NDC943.7 小説．物語

ISBN978-4-7783-1519-1 菊判
320ページ 本体2,400円

「脳の時代」を生き抜くための処方箋

脳がわかれば心がわかるか
脳科学リテラシー養成講座
吉川浩満
山本貴光

氾濫する脳科学・脳情報に振り回されず、
「脳の時代」を生き

ISBN978-4-7783-1525-2 四六判
168ページ 本体2,400円

エンゲルスが葬った『資本論』の核心とは？

マルクス最後の旅
ハンス・ユルゲン・クリスマンスキ
猪股和夫＝訳

『資本論』の続巻を構想しつつ最後の旅に赴いたマルクス。膨

抜くための処方箋を示した、平易かつ本質的なマップ『心脳問

大なメモや記録、史実から旅を再現、そして描かれる大胆な仮

題』
（朝日出版社刊）を増補改訂、改題した一冊。

説。エンゲルスが闇に葬った『資本論』の核心とは!?

NDC910.26 日本文学

ISBN978-4-7783-1491-0 Ａ５判上製 514ページ 本体9,000円

松山俊太郎が生涯をかけて磨き上げた思索の集大成

松山俊太郎 蓮の宇宙
松山俊太郎
安藤礼二（ 編・解説 ）

インド、法華経、ボードレール、そして蓮—。無限をおそれぬ探求の果てに、

と「蓮の神話学」に集約。〝 怪人・松山俊太郎 〟 が生涯をかけて磨き上げた思索
を集大成した松山インド論の決定版とも言える一冊。

NDC910.268 日本文学
ISBN978-4-7783-1522-1 四六判上製
216ページ 本体1,400円

中村うさぎ「形見分け」の書

あとは死ぬだけ
中村うさぎ

NDC699.6 放送事業
ISBN978-4-7783-1368-5 四六判
288ページ 本体1,500円

木村元彦が挑む倉本美津留とテレビの34年

すべての「笑い」は
ドキュメンタリーである

『突ガバ』から『漫勉』まで
倉本美津留とテレビの34年
木村元彦

私はついに賢者にはなれなかったが、愚者としては生き生きとし

『オシムの言葉』などスポーツや民族問題を中心に執筆してきた

た人生を歩んだと思う。だから明日死んでも満足だ—。中村

木村元彦が初めてテレビの世界に挑んだ野心作。天才放送作家・

うさぎが読者に贈る「形見分け」の書。

倉本美津留とテレビの34年。

NDC916 記録. 手記. ルポルタージュ

NDC377.96 大学．高等・専門教育．学術行政

ISBN978-4-7783-1530-6 四六判
192ページ 本体1,400円

「働かざるもの食うべからず」なんて、古い

年収90万円で
東京ハッピーライフ
大原扁理

ISBN978-4-7783-1524-5 四六判
232ページ 本体1,200円

東アジア「学生運動」連帯の記録

日本×香港×台湾
若者はあきらめない
SEALDs

世間体、他人の目、そんなことを気にせずやりたいことをやれ

SEALDs（日本）
、
雨傘運動（香港）
、
ひまわり学生運動（台湾）—

ばいいのだ—。ホリエモン共感！ 年収90万円で、誰よりも

国境を越えた「学生運動」の連帯は可能なのか？ 東アジアの

東京でハッピーに暮らす方法がここに！

学生たちが語りあった対話集。

学校・図書 館のための太田出 版 ブックカタログ 2016 年 夏

独自の学問を築き上げた伝説の碩学・松山俊太郎。様々な機会に、様々な媒体
に発表された諸論考を松山インド学を成り立たせている二つの柱—「詩と性愛」
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NDC051 日本の雑誌

事象を原理と歴史から読み解く「思想」と、
個々人の自立と協同から生み出される「活動」に焦点をあてる。
考えながら行動し、行動しながら考えるひとのための雑誌。

学校・図書 館のための太田出 版 ブックカタログ 2016 年 夏

【主な執筆陣】
柄谷行人、磯崎 新、上野千鶴子、中沢新一、水野和夫
大澤真幸、北田暁大、國分功一郎、岸 政彦

岡 啓輔、山崎 亮、與那覇潤、ブレイディみかこ
白井 聡、大竹弘二、羽根次郎 ほか

この国のリベラルの思想と運動は何を主張し、どこを目指してい
るのか。それを読み解くための信頼できる座標を与えてくれる雑
誌は、今『atプラス』しかない。私が毎号欠かさず、すみずみまで
目を通す数少ない雑誌のひとつだ。
―大澤真幸（社会学者）
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人は考えながら行動し、行動しながら考える。
『atプラス』は、考え
ながら行動し、行動しながら考えた人々の記録であり、また、考え
ながら行動し、行動しながら考える人々のための参考書である。
私は本誌を強く推薦する。
― 國分功一郎（高崎経済大学経済学部准教授）
『atプラス』は、
「思想と活動」を標榜する数少ない媒体だ。そして
いま、日本社会がかつてないほど必要としているものは、まさに
「思想と活動」にほかならない。運動なき思想は無力であり、思想
なき運動は盲目である。
『atプラス』は現代の最良の道標となる。
―白井 聡（京都精華大学専任講師）

atプラス27
ISBN978-4-7783-1507-8
2016年2月発売 本体1,400円

atプラス28
ISBN978-4-7783-1521-4
2016年5月発売 本体1,400円

atプラス29
ISBN978-4-7783-1538-2
2016年8月発売 本体1,400円

NDC319.1 外交 .国際問題
ISBN978-4-7783-1359-3
224ページ 本体1,700円

四六判フランス装

「永続敗戦」から戦後レジームを読み解く

NDC332.06 経済史・事情. 経済体制
ISBN978-4-7783-1311-1
240ページ 本体1,600円

四六判フランス装

大いなる転換期を迎える世界経済に立ち向かう

永続敗戦論

世界経済の大潮流

白井 聡

水野和夫

戦後日本の核心

経済学の常識をくつがえす資本主義の大転換

バブル崩壊、リーマンショッ
ク、ギリシャの財政危機など

いる現代の日本。一方で、大部

たびたび訪れる経済危機。こ

分の日本人は敗戦そのものを否

れらは一見すると偶発的でバ

認するという歴史認識を醸成さ

ラバラのように見えるが、実

せ、主権が否定された屈辱的な

はひとつの概念で繋がってい

「永
状態を受け入れている—。

る—。超低金利が続いた「利

続敗戦」という新しい歴史認識

子率革命」に象徴される世界

を提示して話題となった一冊。

経済の大転換を見据え、未来
の経済を構想する。

書評掲載

書評掲載

『朝日新聞』 2013年6月16 日
『毎日新聞』 2014年3月30日
『週刊読書人』 2013年6月28 日

NDC311.1 政治学. 政治思想
ISBN978-4-7783-1426-2
272ページ 本体1,800円

四六判フランス装

近代国家とその統治のあり方をさぐる

『朝日新 聞 』
『東洋経済』

2012年6月3日
2012年5月26日

NDC304 論文集. 評論集. 講演集
ISBN978-4-7783-1308-1
264ページ 本体1,600円

四六判フランス装

日本を代表する社会学者による対談集

統治新論

二千年紀の社会と思想

民主主義のマネジメント

大澤真幸 見田宗介

大竹弘二 國分功一郎

主権、憲法、民主主義、新自由主義など近代国家のベースと

同時多発テロ、リーマンショック、地震と津波による巨大原発

なる諸概念を取り上げ、現代政治をめぐる諸問題を思想と歴史

事故を経験した人類は、
これから先の千年をどう生きるべきか？

の観点から論じる。

千年の射程で人類のビジョンを指し示した対談集。

NDC210.04 日本史

NDC167.3 イスラム

ISBN978-4-7783-1378-4
376ページ 本体1,800円

四六判フランス装

古代の天皇誕生から現代の社会を貫く法則とは？

日本の起源
東島 誠 與那覇潤

ISBN978-4-7783-1498-9
312ページ 本体2,000円

四六判フランス装

クルアーン知らずしてイスラームは理解できない

クルアーンを読む
カリフとキリスト
中田考 橋爪大三郎

現代の日本社会の起源はどこにあるのか？ 現代社会を歴史

日本人ムスリムにしてイスラーム政治学の世界的権威である

的に位置づけるため、古代の天皇誕生から戦後まで、歴史を

中田考と『ふしぎなキリスト教』で知られる橋爪大三郎が「イス

探りながら新たな歴史像の組み直しを試みた画期的な一冊。

ラーム」
と
「キリスト教」
というふたつのシステムを語り尽くす。

学校・図書 館のための太田出 版 ブックカタログ 2016 年 夏

政治・経済・軍事すべての面で
の対米従属構造が永続化して
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NDC332.06 経済史・事情 . 経済
ISBN978-4-7783-1486-6
354ページ 本体2,500円

四六判フランス装

やさしい語り口で資本主義がわかる

資本の世界史

資本主義はなぜ危機に陥ってばかりいるのか

ウルリケ・ヘルマン
猪股和夫＝訳
「資本主義を考えるための必読
書」と絶賛されたドイツの気鋭
経済ジャーナリストによるベスト
セラー。イングランドの片田舎
学校・図書 館のための太田出 版 ブックカタログ 2016 年 夏

05

で生まれた資本主義の歴史を
紐解くことで本来の姿を理解、
どう向かい合えば良いかを知る
ことができる
「資本主義の通史」
の決定版。

NDC523.1 西洋の建築. その他の様式の建築
ISBN978-4-7783-1421-7
360ページ 本体2,800円

四六判フランス装

磯崎新が日本の建築思想100年を語り尽くす

日本建築思想史
磯崎 新
横手義洋＝聞き手

巨匠・磯崎新による初の歴史書。
「堀口捨己―丹下健三―
磯崎新―妹島和世」という4人の建築家を軸に、1920年から
2020年までの近代建築をめぐる思考の軌跡を語り尽くす。

NDC112 自然哲学. 宇宙論
ISBN978-4-7783-1345-6
248ページ 本体1,600円

四六判フランス装

自然哲学の意義をわかりやすく解説する

哲学の自然
中沢新一

國分功一郎

書評掲載
『日本経済新聞』 2015年11月15日
『読売新聞』
2015年11月29日

本書における「自然哲学」は「哲学の自然」を取り戻す試みであ
り、自然も含めた民主主義を目指す運動である。対象範囲を動
植物にまで拡げた究極の民主主義を構想する実践的哲学書。

NDC331.1 経済学. 経済思想
ISBN978-4-7783-1393-7
232ページ 本体1,600円

四六判フランス装

「借り」の積極的価値を徹底考察する

借りの哲学

ナタリー・サルトゥー = ラジュ
高野 優＝監訳 小林重裕＝訳
國分功一郎＝解説

NDC135.5 フランス・オランダ哲学
ISBN978-4-7783-1415-6
232ページ 本体2,400円

四六判フランス装

ピアノを愛した３人の哲学者の知られざる一面

ピアノを弾く哲学者
サルトル、ニーチェ、バルト

フランソワ・ヌーデルマン
橘 明美＝訳 澤田 直＝解説

返済や負債などしばしば否定的な意味で用いられる「借り」

ピアノを愛した３人の思想家、サルトル、バルト、ニーチェ。

を積極的な意味で評価。
「借り」を軸に『 聖書』
『ヴェニスの

彼らのピアノ演奏、音楽体験を取り上げて、哲学的思考、時間

商人』
『贈与論』などのテキストを読み直した一冊。

性、
家族・友人関係と演奏がいかに交錯していたのかを読み解く。

NDC150 倫理学. 道徳

NDC302.36 政治・経済・社会・文化事情

ISBN978-4-7783-1484-2
304ページ 本体1,800円

四六判フランス装

サンデルでおなじみの「トロリー問題」検証

太った男を殺しますか？

「トロリー問題」が教えてくれること
デイヴィッド・エドモンズ
鬼澤 忍＝訳 ヤギワタル＝イラスト

ISBN978-4-7783-1428-6
268ページ 本体2,000円

四六判フランス装

知られざるユートピアの克明な記録

理想の村マリナレダ
ダン・ハンコックス
プレシ南日子＝訳

「あるひとを助けるために、別のひとを殺すのは許されるのか？」

家賃月15ユーロ、警官ゼロ、最低賃金の２倍以上の給料がもら

倫理学の思考実験「トロリー問題」の多角的な考察を通じて、

える村営農場。スペインの片田舎で30年以上も続くこのユニー

道徳的ジレンマとの向き合い方を哲学的に解明する。

クな村に筆者自らが訪れて取材、ユートピアの現実を描く。

NDC809.2 発声法．話術．プレゼンテーション
ISBN978-4-7783-1433-0 四六判
212ページ 本体1,111円

コミュ障を克服した著者の実践的会話術

なぜ、この人と話をすると
楽になるのか

NDC498.3 健康法
ISBN978-4-7783-1505-4 新書変型
208ページ 本体1,000円

ラジオ体操のメリットとデメリットを徹底

ラジオ体操は
65歳以上には向かない
戸田佳孝

吉田尚記

「コミュニケーションの目的は、
コミュニケーションである」という
原理に基づいた、コミュニケー

〝 間違ったラジオ体操 〟 を続けていませんか—？ ラジオ体操
に不足している下半身の筋力トレーニングを推奨、国民的健康
法・ラジオ体操を観直すきっかけとなる一冊。

ションそれ自体について考察し

基本として、また精神論ではな
く技術として、誰でもすぐに実
行へ移せる方法を提示する。

NDC914 評論．エッセイ．随筆
ISBN978-4-7783-1495-8
224ページ 本体1,600円

四六判上製

心の医者にとって救済とは何か？

鬱屈精神科医、占いにすがる
春日武彦

書評掲載
『読売新聞』
2015年5月18日
『日本経済新聞』2015年5月27日
『週刊文春』
2015年4月9日

還暦を迎えた精神科医が迎えた危機。同業者に頼るわけにもい
かず、いっそ街の占い師にかかってみようと思い立つが……。私
小説的に綴られる精神科医の痛切なる心の叫び。

NDC700 芸術．美術
ISBN978-4-7783-1494-1
368ページ 本体1,800円

四六判

アメリカの「20世紀アート」がぐんぐんわかる

NDC914 評論．エッセイ．随筆
ISBN978-4-7783-1496-5
352ページ 本体2,500円

四六判上製

文学者たちはなぜ執拗にもテロを描いてきたのか？

アートの入り口

テロの文学史

河内タカ画

鈴村和成

美しいもの、世界の歩き方 [ アメリカ編 ]

絵画も写真も映画も音楽も—。数多くの著名なアーティストた

三島由紀夫にはじまる

「日本を変えるにはテロしかない」として三島は自決した。それ

ちと交流してきた著者と散歩するアートの世界。毎朝流れてくる

はテロに被われる21世紀を正しく予見していた—。三島によ

ラジオのような気持ちのいいエッセイ集。

る「輪廻転生」の行方を、現代の作家たちに探った一冊。

NDC763.9 楽器. 器楽

NDC910.264 日本文学

ISBN978-4-7783-1396-8
304ページ 本体1,600円

四六判

ボーカロイドをめぐる21世紀の新しい音楽

初音ミクはなぜ
世界を変えたのか？
柴 那典

ISBN978-4-7783-1441-5
360ページ 本体2,700円

四六判

BL の歴史と本質に迫る画期的評論

BL 進化論

ボーイズラブが社会を動かす

溝口彰子
中村明日美子＝装画

キャラクター文化やオタク文化、ネット文化、新たなビジネスモ

多くの女性を虜にする一大エンタテイメント、BL。その歴史をた

デルの象徴など様々な側面から語られた「初音ミク」を初めて音

どりながら人気の秘密に迫り、作品や作り手・受け手の意識、社

楽の歴史に位置付け、２１世紀の新しい音楽のあり方を示す。

会との向き合い方がどのように変化してきたかを明らかにする。

学校・図書 館のための太田出 版 ブックカタログ 2016 年 夏

た画期的な一冊。コミュニケー
ションのあり方を感覚ではなく
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NDC113 人生観. 世界観
ISBN978-4-7783-1437-8 B6判変型
440ページ 本体1,200円

「暇と退屈」の原理を追究する

増補版

暇と退屈の倫理学
國分功一郎

学校・図書 館のための太田出 版 ブックカタログ 2016 年 夏
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NDC369.021 社会福祉
ISBN978-4-7783-1241-1
504ページ 本体2,850円

Ａ５判上製

「ケアされる側」から「ケア」の問題を見つめる

ケアの社会学

当事者主権の福祉社会へ

上野千鶴子

本書は、
「暇と退屈」の哲学的意味を通じて「人間らしい生活」

高齢化が進む中で重要性を増す「ケア」の問題。
「ケアする側」

とは何かを考察。人が退屈する事実とその現象を考究した旧稿

から語られてきた問題を「ケアされる側」の立場から捉え返し、

から一歩進め、
退屈そのものの発生根拠や存在理由を追究する。

介護現場における「当事者主権」とは何かを明らかにする。

NDC496.45 眼科学. 耳鼻咽喉科学

NDC367.9 家族問題. 男性・女性問題. 老人問題

ISBN978-4-7783-1254-1
292ページ 本体1,800円

四六版

色弱の実態をわかりやすく解説した

色弱が世界を変える

カラーユニバーサルデザイン最前線

伊賀公一

ISBN978-4-7783-1228-2 Ａ５変型判
144ページ 本体1,238円

性の多様性をポップに学べる一冊

NHK「ハートをつなごう」
LGBT BOOK

ソニン、ピーコ、リリー・フランキー、平田俊明
杉山文野、石田衣良、竹内佐千子、茂木健一郎
針間克己、NHK「ハートをつなごう」制作班＝監修

その特徴や日常生活での苦労、社会での扱われ方など、著者の

NHK 教育テレビの番組「ハートをつなごう」が送る、レズビ

経験を通して語られる色弱の世界。色弱者には世界がどのよう

アン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダーの素顔。

に見えているのか、
豊富なカラー資料とともにわかりやすく解説。

豊富なエピソードとともに、性の多様性について考える。

NDC617.3 工芸作物

NDC625.81 果樹園芸

ISBN978-4-7783-1307-4
216ページ 本体1,900円

四六版上製

コーヒー文化を支えるアフリカ農家の実態

増補版

おいしいコーヒーの経済論

「キリマンジャロ」の苦い現実
辻村英之

アフリカ・キリマンジャロのコーヒー生産者の生活に密着し、
「南
北問題」
や
「農業問題」
に苦しむコーヒー産地の実態に迫る。フェ

ISBN978-4-7783-1296-1
352ページ 本体2,300円

四六判

バナナと人類の壮絶な1万年史

バナナの世界史

歴史を変えた果物の数奇な運命

ダン・コッペル
黒川由美＝訳

バナナの知られざる生態と歴史、絶滅の危機に瀕したバナナの現
状を鮮やかに描き出す。食糧として何億人もの生活を支えるバナ

アトレードが果たす流通の公正さにも言及した経済書。

ナの裏に潜む、暗黒の歴史や深刻な農業問題を明らかにする。

NDC559.28 兵器. 軍事工学

NDC682 交通史・事情

ISBN978-4-7783-1506-1 四六判
492ページ 本体2,700円

ナパーム弾を通して描かれる戦争の歴史

ISBN978-4-7783-1510-8 四六判
352ページ 本体2,600円

都市と生活を激変させた通勤の歴史とは？

ナパーム空爆史

通勤の社会史

ロバート・Ｍ・ニーア
田口俊樹＝訳

イアン・ゲートリー
黒川由美＝訳

日本人をもっとも多く殺した兵器

毎日５億人が通勤する理由

「悪魔の兵器」と呼ばれ、民間人を大量虐殺してきたナパーム

近代社会の発展を促してきたとされる通勤。鉄道、車、自転車

弾の歴史が暴く戦争の本質。世界中から憎悪された「悪魔の兵

などあらゆる通勤の歴史と発展、現在の諸問題、将来の通勤形

器」の誕生から終焉までを克明に描いたノンフィクション。

態までを考察する。世界各国の通勤事情も網羅。

NDC023.3 出版
ISBN978-4-7783-1365-4
456ページ 本体2,800円

四六判

ベストセラー誕生の秘話が明らかに

NDC368.65 社会病理
ISBN978-4-7783-1341-8
312ページ 本体2,200円

四六判

なぜ万引き犯罪はなくならないのか

ベストセラーの世界史

万引きの文化史

フレデリック・ルヴィロワ
大原宣久 , 三枝大修＝訳

レイチェル・シュタイア
黒川由美＝訳

ベストセラーとほかの本の違いとは？ 『ドン・キホーテ』から
『ダ・ヴィンチ・コード』
『ミレニアム』まで、欲望・策略・スキャ

誰がどんな理由で万引きに及んでしまうのか。これまで歴史も
治療法も文化論もほとんど語られてこなかった「万引き」をテー
マに、時代をこえて人々が万引きをする原因を追求する。

NDC402 科学史. 事情

NDC167 イスラム

ISBN978-4-7783-1385-2
364ページ 本体1,800円

四六判

やさしい言葉で書かれた科学の物語

歴史でわかる科学入門
ウィリアム・F・バイナム
藤井美佐子＝訳

ISBN978-4-7783-1446-0
272ページ 本体1,400円

四六判

著者の半生とともに語られるイスラームの精髄

私はなぜ
イスラーム教徒に
なったのか
中田 考

世界を理解しようとする人間の試みとしての科学。
「科学」とい

なぜ日本人にはイスラームが理解されていないのか？ 政治、

う概念が成立するはるか以前の古代から21世紀まで、豊富なエ

法律、経済、文化、日常生活にいたるまで人間の営みすべてを

ピソードとともに科学者たちの好奇心あふれる挑戦が描かれる。

貫くイスラームに向き合うことで、
イスラームの実態を理解する。

NDC448.9 地球 . 天文地理学
ISBN978-4-7783-1424-8
418ページ 本体2,300円

四六版

貴重な図版を100点以上収録した「地図の世界史」

NDC232 古代ローマ
ISBN978-4-7783-1475-0
256ページ 本体1,800円

四六判

古代ローマ貴族が教える、“人を使う技術 ”

オン・ザ・マップ

奴隷のしつけ方

サイモン・ガーフィールド
黒川由美＝訳

マルクス・シドニウス・ファルクス
ジェリー・トナー＝解説
橘 明美＝訳

地図と人類の物語

地図制作は人間の進歩とともに発展してきた。先史時代の洞窟壁

架空のローマ貴族が著者という設定で、古代ローマの繁栄を支

画からGoogle マップにいたるまで、果てなき好奇心で未踏の地

えた奴隷たちの実態をわかりやすく解説。古代の大帝国を支え

に挑み、地図を作り続けてきた人間の壮大な闘いと冒険の物語。

た奴隷制度を考えることで、
現代社会の構造を見ることができる。

NDC319.1022 外交. 国際問題

NDC498.6 衛生学. 公衆衛生. 予防医学

ISBN978-4-7783-1476-7
360ページ 本体2,200円

B6判変型

日中・東アジアの現在と未来を語る

日本と中国、
「脱近代」の誘惑
アジア的なものを再考する
梶谷 懐

「脱近代による救済」を訴え、
「八紘一宇」や「帝国の復権」が露

ISBN978-4-7783-1438-5
424ページ 本体2,400円

四六判

人類の歴史を方向付けたマラリアの秘密

人類五〇万年の闘い
マラリア全史

ソニア・シャー
夏野徹也＝訳

50万年の長きにわたる人類とマラリアの壮絶な闘い。マラリア

出する時代に、社会の息苦しさの原因を「外部」に求めない思想

原虫と蚊の生態に着目し、これらに対処した人類の歴史を紹介

と行動の探究。
日中・東アジアの現在と未来を語った渾身の論考。

する。
マラリアの驚異的な生存戦略と進化の秘密が解明される。

学校・図書 館のための太田出 版 ブックカタログ 2016 年 夏

ンダルに満ちたベストセラーの運命と、その法則を読み解く。
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NDC913.6 小説 . 物語

NDC913.6 小説 . 物語

永遠の０ ： ISBN978-4-7783-1026-4 四六判上製
448ページ 本体1,600円
夢を売る男：ISBN978-4-7783-1353-1 四六判上製
284ページ 本体1,400円

上巻：ISBN978-4-7783 -1447-7 四六判上製 626ページ 本体2,700円
下巻：ISBN978-4-7783-1448-4 四六判上製 654ページ 本体2,700円

百田尚樹のベストセラー

永遠の０
ゼロ

日本軍敗色濃厚な中、生への
執着を臆面もなく口にし、仲間
から「卑怯者」とさげすまれた
ゼロ戦パイロットがいた。
「生き
て帰る」という妻との約束にこ
学校・図書 館のための太田出 版 ブックカタログ 2016 年 夏
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だわり続けた男は、なぜ特攻に
志願したのか？たどりついたの
は、6 0年の長きにわたって封印

明らかになった「武藏」の壮絶な記録

されていた驚愕の事実だった。

新版

夢を売る男

軍艦武藏

上・下巻

手塚正己

敏腕編集者・牛河原勘治の元には出版を

1944年10月24日午後７時35分、
「武藏」沈没。乗員2399名中

夢見る人間が集まってくる。現代人の自

1023名がシブヤン海に没した。だが、戦争はそれで終わっ

意識と欲望を鋭く切り取った問題作。

たわけではなかった —。過酷な運命に翻弄された青年た
ちの真実を描くノンフィクション文学の金字塔。

NDC934.7 評論. エッセイ. 随筆

上巻：ISBN978-4-7783-1053-0 四六判上製 556ページ 本体3,900円
下巻：ISBN978-4-7783-1054-7 四六判上製 420ページ 本体3,600円

NDC384.7 性風俗
ISBN978-4-7783-1513-9 四六判上製
304ページ 本体1,600円

性の現場をつぶさに描き出す革命的論考

痴女の誕生

アダルトメディアは
女性をどう描いてきたのか
安田理央

性的対象としての女性はどのように描かれ、どのように変化し
てきたのか？ 「美少女」
「熟女」
「素人」
「痴女」
「男の娘」の５つ
のジャンルを中心に、アダルトメディアの歴史を解き明かす。

NDC914 評論．エッセイ．随筆
ISBN978-4-7783-1394-4 四六判上製
268ページ 本体1,500円

20世紀を代表する批評家の決定版発言集

権力、政治、文化

上・下巻

エドワード・W・サイード

大橋洋一ほか＝訳

風俗嬢を通して描かれる被災地の生々しい現実

震災風俗嬢
小野一光

最初期から晩年までの発言の中から最良のものを収集・収録
した決定版発言集。自著に込めた真意の解説、音楽・オペラ・
パフォーマンス批評、政治と文化、現代社会における知識人

東日本大震災からわずか一週間後に営業を再開させた風俗店

の役割。20世紀を代表する批評家の知られざる姿がここに。

には「癒し」を求めにきた客たちの姿が —。被災地の風俗嬢
を５年にわたり取材した渾身のノンフィクション。

NDC368.61 社会病理
ISBN978-4-7783-1382-1
288ページ 本体1,700円

四六版

連続変死事件の真相をえぐった問題作

家族喰い

尼崎連続変死事件の真相

NDC916 記録. 手記. ルポルタージュ
ISBN978-4-7783-1450-7
294ページ 本体1,500円

四六判上製

過去と対峙し、切り結び著した、生命の手記

絶歌
元少年Ａ

小野一光

主犯・角田美代子の自殺によって記憶の彼方に葬り去られた

「1997年６月28日。僕は、
僕ではなくなった」―「酒鬼薔薇聖斗」
を名乗った少年Ａが18年の時を経て、自分の過去と対峙し、切
り結び著した、生命の手記。

NDC021.2 著作. 編集

NDC021.2 著作. 編集

ISBN978-4-7783-1112-4
278ページ 本体3,800円

Ａ５判

フェア・ユースの最新情報を盛り込んだ増補改訂版

アメリカ著作権法の
基礎知識 第２版

ISBN978-4-7783-1221-3
310ページ 本体3,900円

Ａ５判

フェア・ユース導入のメリットとデメリットとは

フェア･ユースの考え方
山本隆司 奥邨弘司

山本隆司

フェア・ユースの立法動向など米国著作権への注目が集まって

アメリカで著作権ビジネスとして成功しているフェア・ユース

きている昨今。本書は、日本の著作権法を学ぶ上でも参考とな

規定は導入されるべきなのか？ フェア・ユースをめぐる米国

る、米国著作権法の利用の実態を解説する。

の裁判例を紹介、日本版フェア・ユースの行方を見きわめる。

NDC021.2 著作. 編集
ISBN978-4-87233-863-8
424ページ 本体4,000円

Ａ５判

判例を通じて著作権法の基礎を理解できる

新版 判例から学ぶ著作権
北村行夫

NDC024 図書の販売
ISBN978-4-7783-1321-0
80ページ 本体2,000円

Ａ５判

アマゾン契約を学び、活用する視点を養う

アマゾン契約と
電子書籍の課題
北村行夫

読みやすくわかりやすい判例を多く引用した著作権法の入門

電子書籍の時代を本格的に迎えるこの時期に、アマゾンが提示し

書。著作権法の構造と目的を学び、著作権法の個々の条文を読

た契約案を深く検討し、日本の出版社と電子書店との契約のあり方

み解きながら、
著作権をめぐる基本的な問題点を浮き彫りにする。

を考える。対電子書籍販売サイト契約書雛型付き。

NDC023 出版

NDC021.2 著作. 編集

ISBN978-4-7783-1348-7
272ページ 本体2,300円

Ａ５判

オンライン出版に必要な著作権基礎知識

原点から考えるオンライン出版
著作権と電子書籍の流通

北村行夫

近年ますますシェアを拡大し注目を集める電子書籍市場。著作

ISBN978-4-7783-1244-2
188ページ 本体2,800円

Ａ５判

図書館と著作権に関する改訂情報を集成した最新版

Q&Aで学ぶ

図書館の著作権基礎知識
第3版

黒澤節男

国会図書館の所蔵資料電子化、視覚・聴覚障碍者の情報利用

権と電子書籍の流通の関係を理解することで、これからのオン

機会の確保、インターネット著作物利用円滑化のための権利制限の

ライン出版の実際的な意味内容と法的意味を明らかにする。

見直しなど、図書館と著作権に関する最新情報をまとめる。

学校・図書 館のための太田出 版 ブックカタログ 2016 年 夏

事件の裏側には何があるのか？ 尼崎を中心とした徹底取材
を元に、連続変死事件の真相を白日の下にさらした問題作。
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NDC316.1 国家と個人・宗教・民族
ISBN978-4-7783-1264-0
312ページ 本体3,400円

Ａ５判

NDC021. 2 著作. 編集
ISBN978-4-7783-1149-0
202ページ 本体2,400円

「肖像権」理解への最良の一冊

肖像権

Ａ５判

広告に関する知的財産権のポイントをおさえる

改訂新版

こんな時、どうする？

「広告の著作権」
実用ハンドブック

大家重夫

志村潔 北村行夫＝監修

インターネットの普及により肖像権に抵触する問題が急増して

広告現場で発生する著作権の疑問についての実務上の対処法

いる現代。最新判例をもとに、何が問題なのか、どうすればト

をわかりやすくまとめた一冊。日常業務に起こりがちな様々な

ラブルを避けられるかなど肖像権の基本的な考え方を示す。

トラブル事例を通して、広告と知的財産権の関係を学ぶ。

NDC021. 2 著作. 編集

NDC021.27 著作. 編集

ISBN978-4-7783-1243-5
196ページ 本体2,400円

Ａ５判

ISBN978-4-7783-1504-7
154ページ 本体2,800円

現場の「危険」を察知する著作権感覚を鍛える

Ａ５判

映像制作のトラブルについてまとめる

事件で学ぶ著作権

映像の著作権 第２版

豊田きいち

二瓶和紀 宮田ただし

「危険」を察知できれば対応は可能である――。実際に起きた

著作物としての「映像」の歩みを概観、映像制作の現場で起こ

多くの著作権トラブルを通じて著作権の基本的な枠組み知識を

る様々なトラブルについての具体的な考え方を提供。映像制作

学び、著作権を適正かつ有効に利用するための実践的な一冊。

に携わる上で押さえておくべき知識をまとめる。

NDC021.2 著作. 編集

NDC021. 2 著作. 編集

ISBN978-4-7783-1347-0
264ページ 本体2,300円

Ａ５判

ISBN978-4-7783-1500-9
184ページ 本体2,400円

これだけはおさえたい「著作権の歩き方」

Ａ５判

デジタル時代の写真に生じる疑問に対応

編集者の著作権基礎知識

写真著作権

豊田きいち

公益社団法人 日本写真家協会著作権委員会

第２版

仕事を始めたばかりの編集者がつまづきがちな著作権の「基礎

写真著作権の基本的考え方、著作権を守るために気をつけるべ

の基礎」を明解に解説。現場の編集者が最低限知っておくべき

きことなど、写真を撮る人が押さえておくべき知識を集約。TPP

著作権の要所を実務と実例に照らし合わせながら説く。

後の著作権法改正を想定した最新情報を盛り込んだ最新版。

※本カタログは学校・図書館等で図書の選択購入の際、資料として
ご利用いただけるよう作成しました。
※本体価格は2016年8月現在のものです（ 価格は税別 ）。
※ご注文の際は、同封の注文書をご利用ください。
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