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赤色 

青色 

緑色 

～世界思想社は教養と学問を届けます～ 

KinoDenのメリット 

大学生必読！ 身近な問題として考える 

様々な視点で学ぶ 哲学エッセイ 

『大学生学びのハンドブック』 
イラストで具体例を示してわかりやすく解説。 

徹底的な学生目線で人気を博した初年次教育テキスト 

『家族はなぜ介護してしまうのか』 
いずれかは自分の問題になる可能性のある介護。 

患者との関係を再構築するまでの家族の営みを描き出す 

『自己形成の心理学』 
人は、どのように他者と出会い自己を形成していくのか？ 

さまざまな「私」の衝突をどう調整しているのか？  

『食べることの哲学』 
ブタもクジラも食べるのに、イヌやネコはなぜ 

食べないのか？食の隠れた本質に迫る 
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浅川千尋　有馬めぐむ KP00019089 世界思想社 201804 PDF ¥5,940 ‐ ¥11,880

動物保護入門 9784790717188

川瀬慈 KP00019090 世界思想社 201804 PDF ¥6,270 ‐ ¥12,540

ストリートの精霊たち 9784790717171

牧田満知子 KP00019091 世界思想社 201803 PDF ¥15,840 ‐ ¥31,680

紛争終結後のカンボジア 9784790717140

世界思想社編集部【編】 KP00019092 世界思想社 201801 PDF ¥3,960 ‐ ¥7,920

大学生　学びのハンドブック

4訂版
9784790717072

田中雅一 KP00019093 世界思想社 201806 PDF ¥12,540 ‐ ¥25,080

誘惑する文化人類学 9784790717065

大野哲也 KP00019095 世界思想社 201207 PDF ¥7,590 ‐ ¥15,180

旅を生きる人びと 9784790715672

村田陽平 KP00019096 世界思想社 201212 PDF ¥6,930 ‐ ¥13,860

受動喫煙の環境学 9784790715740

松村圭一郎　中川理　石井美保【編】 KP00026327 世界思想社 201904 EPUBリフロー ¥5,940 ‐ ¥11,880

文化人類学の思考法 9784790717331

塚田健一 KP00026329 世界思想社 201903 EPUBリフロー ¥9,240 ‐ ¥18,480

エイサー物語 9784790717294

中空萌 KP00026330 世界思想社 201902 EPUBリフロー ¥17,160 ‐ ¥34,320

知的所有権の人類学 9784790717270

木下衆 KP00026331 世界思想社 201902 EPUBリフロー ¥7,590 ‐ ¥15,180

家族はなぜ介護してしまうのか 9784790717263

小谷敏【編】 KP00026332 世界思想社 201703 EPUBリフロー ¥8,250 ‐ ¥16,500

二十一世紀の若者論 9784790716938

イデオロギー対立と経済発展が終焉した二十一世紀。若者たちはどう語られてきたのか。

大人たちの偏見にさらされ、生きづらさを抱えて浮遊する若者たちの姿を、言説の分析を

通して浮かび上がらせる。メタ社会学的冒険の書。

保護施設や法を歴史的に発展させてきたドイツと、五輪前の野犬保護成功で急速に制

度を変革するギリシャ。一方、殺処分、動物実験など問題の改善が進みにくい日本。施

設での保護か、地域での共生か？犬猫を中心に動物と人の望ましい関係を考える。

人類学のフィールドワークのため、エチオピアのゴンダールに居着いた著者。そこは、物売りや

物乞い、芸能者たちが息づく奥深い空間だった。著者と彼ら“ストリートの精霊たち”との密

な交流から、雑踏の交響詩が聞こえてくる。音楽家・坂本龍一さん推薦！

二〇世紀を震撼させた悲劇以後も長期にわたる内戦を経験したカンボジア――平和構

築と除隊兵士の地域社会への再統合をめざした支援の実際と、当事者たちのその後は。

紛争終結国の貧困削減と自立支援に向け提言を行うとともに研究上の課題を示す。

ノートのとり方、レポートの書き方、資料の探し方、ゼミ発表の仕方、パソコンの使い方…。

大学での学びに必要なスタディ・スキルを、イラストで具体例を示してわかりやすく解説。徹

底的な学生目線で人気を博した初年次教育テキスト、待望の4訂版。

暴力、セクシュアリティ、宗教実践、モノなど、一貫して近代理性と対立するテーマに挑み

続けてきた著者が、「誘惑」に導かれて新たな領野を拓く。共鳴するコンタクト・ゾーンと身

体世界を探究し、全体化に抗する文化人類学を提唱する渾身の力作。

５年間、世界を放浪した冒険家が、人類学者に転じ日本人バックパッカーをフィールド

ワーク。「自分探し」をする人、「沈没」する人、十数年の獄中生活をタイで送る人、国家

から逃れて実験的共同体で自由に暮らす人……多様な生の営みを描く。

タバコ規制の国際条約（FCTC）を最初に批准した国の一つでありながら、受動喫煙対

策の「後進国」である日本の現状に警鐘を鳴らし、よりよい社会環境の実現に向けた議論

の道筋を示す。第13回人文地理学会賞一般図書部門受賞。

「文化人類学は『これまでのあたりまえ』の外へと出ていくための『思考のギア（装備）』だ。

本書はその最先端の道具が一式詰まった心強い『道具箱』だ。こんなに『使える』本は滅

多にない」若林恵氏推薦。

「大切なことは生きていると実感できる瞬間であり、それを与えてくれるのがエイサーなのだ」

――沖縄の盆踊りであったエイサーが、いまや日本全土に広がっている。芸能伝播の現場

で何が起きているのか。エイサーを踊り、歌い、伝えた人々の物語
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内容紹介
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知識は誰のものか？豊富な薬草資源をもつインドに「知的所有権」という概念が持ち込ま

れたとき、現地で何が起こるのか。緻密なフィールドワークにもとづき解明。過去の労働への

対価ではなく、未来への責任としての所有という概念を提示する、異色の所有論。

介護を頑張りすぎることへの問題提起――患者の人生や性格に合わせた介護が求めら

れる現在の認知症。患者をよく知るからこそ、家族は悩み、憤り、反省する。認知症を理

解し、介護へと導かれ、患者との関係を再構築するまでの家族の営みを描き出す
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武田丈 KP00026333 世界思想社 201503 EPUBリフロー ¥14,190 ‐ ¥28,380

参加型アクションリサーチ

(CBPR)の理論と実践
9784790716587

久保明教 KP00026334 世界思想社 201503 EPUBリフロー ¥12,540 ‐ ¥25,080

ロボットの人類学 9784790716495

丸山里美 KP00026335 世界思想社 201402 EPUBリフロー ¥9,240 ‐ ¥18,480

女性ホームレスとして生きる 9784790715931

春日直樹【編】 KP00026336 世界思想社 201111 EPUBリフロー ¥11,550 ‐ ¥23,100

現実批判の人類学 9784790715498

松村圭一郎 KP00026337 世界思想社 200802 EPUBリフロー ¥15,180 ‐ ¥30,360

所有と分配の人類学 9784790712947

世界思想社編集部【編】 KP00036473 世界思想社 201411 PDF ¥1,716 ‐ ¥3,432

大学新入生ハンドブック 9784790716419

桑島秀樹【著】 KP00036474 世界思想社 202003 EPUBリフロー ¥6,930 ‐ ¥13,860

司馬遼太郎　旅する感性 9784790717393

田中東子【著】 KP00036477 世界思想社 201207 EPUBリフロー ¥8,250 ‐ ¥16,500

メディア文化とジェンダーの

政治学
9784790715689

森田敦郎【著】 KP00036478 世界思想社 201202 EPUBリフロー ¥12,540 ‐ ¥25,080

野生のエンジニアリング 9784790715573

石岡丈昇【著】 KP00036479 世界思想社 201202 EPUBリフロー ¥13,860 ‐ ¥27,720

ローカルボクサーと貧困世界 9784790715580

松崎行代【著】 KP00036482 世界思想社 202010 EPUBリフロー ¥5,280 ‐ ¥10,560

遊びからはじまる 9784790717461

佐川光晴 KP00019088 世界思想社 201802 EPUBリフロー ¥4,290 ‐ ¥8,580

おいしい育児 9784790717096

ポストバブル期の困難な時代を生きる女性たちにとって、フェミニズムは存在意義を持ちうる

か？　多様な声をゆるやかに包みこむ第三波フェミニズムの理論と、女性たちの文化実践

を結ぶ、今日的フェミニスト・カルチュラル・スタディーズ。

日本各地や朝鮮半島に日本人の祖形を探り、アイルランドやオランダ、そしてアメリカに文

明の起源をたずねた司馬遼太郎。『街道をゆく』をつらぬく独自の感性を解き明かし、行き

詰まった現代社会のその先まで見晴るかす、新たな歴史風景論。

大学の仕組みや勉強の仕方について、「高校までとはどう違うのか」という視点から、わかり

やすく紹介。「Q&A」や「大学用語集」も収録した、新入生向けオリエンテーションに最適の

テキスト。大学に慣れるまで持ち歩きたい、ハンディーな一冊。

人びとは、富をいかに分け与え、「自分のもの」として独占しているのか？　エチオピアの農

村社会で「所有」という装置がいかに生成・維持されているのか描き、「私的所有」という命

題へ挑戦する、第30回発展途上国研究奨励賞、第37回澁澤賞受賞。

自然と文化、人間とモノ、主体と客体の二項対立を無効化する地平に立ち、現実が現実

として構築される過程を細緻に分析することによって、世界が変わりうることを示す。「人類

学の静かな革命」に共鳴する、別の現実を想像＝創造する試み。

21

第二次世界大戦後、独自に発展してきたタイの機械技術。そこに関わる人とモノとは、どの

ような関係を結んできたのか。マルセル・モースの技術論、アクターネットワーク理論を駆使し

て文化／自然の二元論を乗り越える、テクノロジーの人類学。

今を生き抜くため､彼らは､国際的なボクシングマーケットに組み込まれながら、日常の小さ

な実践を積み重ねる。その身体に刻まれた生き方を、ジムでの住み込み調査から克明に

描き出す。第12回日本社会学会奨励賞（著書の部）受賞。

子どもにとって生活は遊びそのもの。遊びは子どもの心とからだを丸ごと育てる。絵本、紙芝

居、人形劇、お絵かき、ごっこ遊び、感触遊び、料理、かたづけ、栽培…。沢山の遊びを

通して、子どもの育ちを見つめる。絵本作家・中川ひろたかさん推薦！

おとうさんが家事と育児をするのがあたりまえになってほしい。そうすれば世の中は変わる。主

夫として二人の息子を育ててきた小説家が、固定観念を乗り越えた先にある豊かな育児

生活を提案。こどもの幸せを考える「こどものみらい叢書」第一弾。

調査されるコミュニティの人びとが満足できる形で調査成果を還元するため、さまざまな参

加型リサーチの方法を体系的にまとめたＣＢＰＲ。歴史や理論的背景を紹介し、具体

的なツールの活用方法と実践例の検証から、ＣＢＰＲのもつ力を立証する。

マンガやアニメのなかで活躍する一方、人間の生活を支える新技術として研究されるロボッ

ト。ロボットをめぐる文化／科学的実践を分析し、機械と生命、欧米と日本、過去と未来

をつなぐ機械人間と日本人の密やかな関係を描き出す。

女性ホームレスの知られざる生活世界に分け入り、女性が社会的に排除される過程を浮

き彫りにする。路上にとどまる人びとの声に耳を傾け、自立を迫る制度の前提にある主体と

は何か、意志とは何かを問い直す。第33回山川菊栄賞受賞。
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山下太郎 KP00019087 世界思想社 201804 EPUBリフロー ¥4,620 ‐ ¥9,240

お山の幼稚園で育つ 9784790717126

片岡佳美 KP00019086 世界思想社 201810 EPUBリフロー ¥4,620 ‐ ¥9,240

子どもが教えてくれた世界 9784790717218

石田佐恵子【編】　岡井崇之【編】 KP00036475 世界思想社 202004 EPUBリフロー ¥6,270 ‐ ¥12,540

基礎ゼミ　メディアスタディーズ 9784790717416

谷口忠大【著】 KP00036476 世界思想社 201912 EPUBリフロー ¥5,610 ‐ ¥11,220

賀茂川コミュニケーション塾 9784790717379

鷲田清一【著】 KP00036481 世界思想社 202006 EPUBリフロー ¥5,610 ‐ ¥11,220

二枚腰のすすめ 9784790717423

石黒浩 KP00019085 世界思想社 201803 EPUBリフロー ¥4,290 ‐ ¥8,580

僕がロボットをつくる理由 9784790717089

檜垣立哉 KP00019084 世界思想社 201804 EPUBリフロー ¥5,610 ‐ ¥11,220

食べることの哲学 9784790717119

椹木野衣 KP00019083 世界思想社 201807 EPUBリフロー ¥5,610 ‐ ¥11,220

感性は感動しない 9784790717133

岡田暁生 KP00026328 世界思想社 201904 EPUBリフロー ¥5,610 ‐ ¥11,220

音楽と出会う 9784790717300

溝上慎一【著】 KP00036480 世界思想社 200810 EPUBリフロー ¥6,600 ‐ ¥13,200

自己形成の心理学 9784790713708

有薗真代 KP00019094 世界思想社 201705 PDF ¥9,240 ‐ ¥18,480

ハンセン病療養所を生きる 9784790716990

ブタもクジラも食べるのに、イヌやネコはなぜ食べないのか？　宮澤賢治「よだかの星」など食

をめぐる身近な素材を、フランス現代哲学と日本哲学のマリアージュで独創的に調理し、

濃厚な味わいに仕上げたエッセイ。食の隠れた本質に迫る逸品。

歩いての登園、森の探検遊び、俳句の素読などユニークな実践をするお山の幼稚園。幼

児教育は全ての教育の根っこと信じる園長が子ども達の無限の可能性を綴る。中川李枝

子氏推薦！「目の前の子ども一人一人がよくわかり、いっそういとおしくなる」

それって、大人の都合だよね――そんな視点があれば、大人も子どもも「～ねばならない」

という呪縛から自由になれる。日常でのふとした疑問を、小学生の息子＆猫と暮らす家族

社会学者と共に、じっくり考えてみませんか。社会活動家・湯浅誠氏推薦！

ネットは「みんなの声」を伝えているか。ジェンダー表現は炎上しがちか。さまざまな問いと適

切な方法を通じ、メディアの特性や社会の仕組みにせまる。自分で読むのはもちろん、調

べ、考えたことを書き、話すことで、研究のコツがつかめる入門書。

ビブリオバトルって何？コミュニケーションするロボットは創れる？ビブリオバトルの考案者にし

て人工知能の研究者が、既存の学問枠組みにとらわれずに、コミュニケーションの新しい視

点を伝授。教授と高校生の対話によるライトノベル形式の入門書。

どん底でも押し潰されずにもちこたえるための算段。読売新聞の人気連載「人生案内」か

ら71の名問答を厳選。回答を裏打ちする人生作法「二枚腰のすすめ」は書き下ろし。付

録は、自身の二枚腰の人生を描いた写真満載の自筆年譜と全著書リスト。

ロボットやＡＩで私たちの生活はどう変わるか？　衣食住から恋愛・仕事・創造の方法ま

で、ロボット研究の第一人者・石黒浩が、自身の経験や日々の過ごし方を交え、「新しい

世界を拓く楽しさ」と人生を率直に語る。世界を変えるツボがここにある！

Twitter特設アカウント：@robot_ishiguro

34

人は、どのように他者と出会い自己を形成していくのか？　さまざまな「私」の衝突をどう調

整しているのか？　ジェームズの自己論、エリクソンのアイデンティティ論、ハーマンスの対話

的自己論……多彩な理論から自己形成の本質を解き明かす。

35

「俺たちは被害者だけど、敗北者ではない」――ハンセン病を得た人々が、集団になること

ではじめてできた活動とは何か。動けない「不自由」な者の「自由」とはどのようなものか。障

害を越え、隔離壁を越え、人間の魂を耕し続けた人々の記録。

ICT営業本部　電子書籍営業部　TEL：03-5719-2501　FAX：03-5436-6921

〒153-8504　東京都目黒区下目黒　3-7-10    ict_ebook@kinokuniya.co.jp

　*上記はカタログ作成時の情報です。価格等は予告なく変更となる場合がございます。

33

人生を変えるような音楽と出会うには？ネット動画、ＡＩによる自動作曲、カリスマ不在、

癒し音楽ブーム…近代西洋音楽史を専門とする著者が、21世紀固有の音楽現象に挑

み、規格外の音楽とつきあう楽しさを自在に語る。著者おすすめの音楽も紹介。

32

子供の絵はなぜいいの？　絵はどうやって見てどう評価すればいい？　美術批評家・椹木

野衣は、どのようにつくられ、どんなふうに仕事をして生きているのか？絵の見方と批評の作

法を伝授し、批評の根となる人生を描く。著者初の書き下ろしエッセイ集。
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