
論理哲学論
　
著●ウィトゲンシュタイン 　訳●山元一郎　
解説●野家啓一 
発行●中央公論新社　初版発行● 2001 年 07 月
定価● 1,300 円＋税　新書判 290 ページ
ISBN 978-4-12-160010-3 

「すべての哲学は『言語批判』である」――西欧哲学
2000 年の歴史をほぼ全面否定する衝撃的な哲学観を
提起したこの書が、20 世紀前半の哲学地図を完全に
塗り替えてしまうことになる。

希望の教育学
　
著●パウロ・フレイレ　訳●里見実　
発行●太郎次郎社エディタス　初版発行● 2001 年 11 月
定価● 3,200 円＋税　四六判 336 ページ 上製
ISBN 978-4-8118-0663-1 C0037 
いまある状態が、すべてではない。ものごとを変える、変
えることができる、という意志と希望を失ったそのときに、
教育は、被教育者にたいする非人間化の、抑圧と馴化
の行為の手段になっていく。いまある所与の状態を引き
受け、それを直視しつつ、誠実かつ老獪に「可能な夢」
を模索する教育思想家フレイレの晩年の主著。

コーランⅠ
　
訳●藤本勝次／伴康哉／池田修　解説●池田修
発行●中央公論新社　初版発行● 2002 年 07 月
定価● 1,350 円＋税　新書判 440 ページ
ISBN 978-4-12-160034-9 
コーランは、アッラーが預言者ムハンマドに下した啓示
を集録したイスラムの聖典。神の言葉そのものとして、ム
スリムにとって正邪善悪に関する判断の窮極的な拠り所と
されている。

パンセⅡ
　
著●パスカル　訳●前田陽一／由木康　
発行●中央公論新社　初版発行● 2001 月10 月　
定価● 1,550 円＋税　新書判 408 ページ
ISBN 978-4-12-160017-2 
科学者でありキリスト者であったパスカルは、また比類な
き人間探究者でもあった。その理科的才能（幾何学の
精神）と文科的才能（繊細の精神）の見事な融合が『パ
ンセ』に結実する。

パンセⅠ
　
著●パスカル　訳●前田陽一／由木康　
解説●塩川徹也　
発行●中央公論新社　初版発行● 2001 年 09 月
定価● 1,650 円＋税　新書判 448 ページ
ISBN 978-4-12-160014-1 
近代ヨーロッパのとば口に立って、進歩の観念を唱導し
良心の自由を擁護しながら、同時に合理主義と人間中
心主義の限界と問題性に鋭い疑問の刃を突きつけた逆
説的な思想家の代表作。

「好き」の？（ハテナ）がわかる本 
みんなが知らない LGBT　
ゲイのボクから伝えたい
著●石川大我　発行●太郎次郎社エディタス　
初版発行● 2011 年 01 月
定価● 1,000 円＋税　四六判 96 ページ 並製
ISBN 978-4-8118-0742-3 C0036 

「カラダの性」「ココロの性」「スキになる性」は人それ
ぞれ。その組み合わせは、たーくさんある！　30 人に１
人ともいわれる LGBT（レズビアン・ゲイ・バイセクシュ
アル・トランスジェンダー）についての疑問に答える本。
当事者と周囲が、まず知っておきたい基礎知識。

ニュースがまちがった日
高校生が追った松本サリン事件報道、そして十年
著●林直哉／松本美須 ケ々丘高校放送部　
発行●太郎次郎社エディタス　初版発行● 2004 年 06 月
定価● 1,800 円＋税　四六判 264 ページ 並製
ISBN 978-4-8118-0714-0　C0036 
高校生がメディアを逆取材インタビュー！　冤罪報道はな
ぜ起こったか。学校そばで起きた事件に疑問を抱いた
高校生たちが報道記者の証言集を制作、過熱する事
件報道の原点を読み解く渾身のドキュメント。メディア・
リテラシー実践書でもある。

2015.

紙の本でも、電子書籍でも
持っておきたい本のフェアです。
フェアの本を購入いただくと、
hontoの電子書店から、
無料で電子書籍をダウンロードできます。
チョット専門的な本、
じっくり読みたい本を
集めました。

03-5956-6111　豊島区南池袋 2-15-5 
営業時間●月～土10:00-23:00　
日・祝 10:00-22:00定休日：年内無休

07.23→08.23
ジュンク堂書店 池袋本店　1階フェア会場

コーランⅡ
　
訳●藤本勝次／伴康哉／池田修　
発行●中央公論新社　初版発行● 2002 年 08 月
定価● 1,500 円＋税　新書判 474 ページ
ISBN 978-4-12-160037-0 
コーランの文体は多様であるが、中心にあるのは超越
的存在としての神である。ムスリムは神の意志をそのまま
受け止め、来世における至福を願って現世で善行に励
まなければならない。

フェアの本を買うと電子書籍もついて来る

フェア



クリスマス・キャロル
クリスマス・ピアノ曲集
発行●スタイルノート　初版発行● 2009 年 12 月
定価● 2,000 円＋税　菊倍変 112 ページ 並製
ISBN 978-4-903238-37-1 C0073 
クリスマスにちなんだ作品をピアノ用に新たにアレンジした
のがこの曲集です。　『きよしこの夜』『もろ人こぞりて』『さ
やかに星はきらめき』『クリスマスの 12 日』『ああベツレ
ヘムよ』なども。そのほか、『アメイジング・グレイス』『グ
リーンスリーブス』『アヴェ・マリア』。21 のピアノソロ曲と
2 つの連弾曲でひと味違ったピアノの響きを。

アーカイブ立国宣言
日本の文化資源を活かすために必要なこと
著●編集委員会　監修●福井健策／吉見俊哉　
発行●ポット出版　初版発行● 2014 年 11 月
定価● 2,300 円＋税　四六判 272 ページ 並製
ISBN 978-4-7808-0213-9 C0000 
日本のデジタルアーカイブはどこを目指すべきか ?
ナショナルアーカイブ設立へ向けた 4 つの提言と、青柳
正規・御厨貴・吉見俊哉による鼎談や、日本のアーカ
イブの現状報告、世界のデジタルアーカイブの実践例、
デジタルアーカイブ振興法制定の意義と今後の方向性な
どを収録。

電子図書館・電子書籍貸出サービス
調査報告 2014
編著●植村八潮／野口武悟　著●電流協
発行●ポット出版　初版発行● 2014 年 11 月
定価● 2,600 円＋税　B5 判 224 ページ 並製
ISBN 978-4-7808-0214-6 C0000 
人材がいない、予算がない、などといった図書館の現
場。電子図書館サービスのシステムを提供する事業者の
レポート、国立国会図書館、慶應義塾大学、札幌市
立図書館などのレポートなどを含め、図書館における電
子書籍貸出サービスについて現状と課題、将来展望を
取り上げた。

たったひとりのクレオール
聴覚障害児教育における言語論と障害認識
著●上農正剛　発行●ポット出版
初版発行● 2003 年 10 月　
定価● 2,700 円＋税　四六判 544 ページ 上製　
ISBN 978-4-939015-55-7 C0036 
決してきちんとは「聞こえない」にもかかわらず、「聞こえ
ているはず」という視線の中で、生きていかざるを得な
い子どもたちの苦しみを私たちは本気で考えたことがあっ
たのだろうか。約 10 年にわたる論考の数々によって聴
覚障害児教育に潜む諸問題を分析し、読者をさらなる
思考へと誘う。

読書の歴史を問う
書物と読者の近代
著●和田敦彦　発行●笠間書院　
初版発行● 2014 年 07 月
定価● 1,900 円＋税　A5 判 288 ページ 並製
ISBN 978-4-305-70736-9 C0000 
読書の歴史についての学び方、調べ方を考える書。
書物の出版、検閲、流通、保存は、読者の歴史とどう
かかわってきたのだろうか。「昔」の読書を探ると、「今」
が見えてくる。同時に、これまでになされてきた自他を含
めた読書にかかわる研究の成果を見直し、それらを体
系的に示していく試みでもある。

和歌のルール
　
編●渡部泰明　監修●和歌文学会　発行●笠間書院
初版発行● 2014 年 11 月　定価● 1,200 円＋税　
四六判 168 ページ 並製
ISBN 978-4-305-70752-9 C0092 
これだけ知れば楽しく読める 10 の和歌のルールをやさし
く説明 ! 　高校の教科書に載っている作品を中心に、
和歌の魅力を味わうのに十分な 10 のルールを選びまし
た。ルールのうち、とくに基本的なものを解説するのが
本書の狙いです。これだけ知っていれば、和歌の一番
大事な魅力を味わうのに十分。

「女子」の時代！
編著●馬場伸彦／池田太臣　発行●青弓社　
初版発行● 2012 年 04 月
定価● 1,600 円＋税　四六判 234 ページ 並製
ISBN 978-4-7872-3338-7 C0336 
女子力、女子会、大人女子、腐女子、歴女、森ガー
ル……。「女子」はなぜ一気に広まり定着したのか。ファッ
ション誌、写真、マンガ、音楽などのバラエティ豊かな
素材から、従来の規範から軽やかに抜け出した「女子」
のありようを活写する新たな女子文化論。

公文書をつかう
公文書管理制度と歴史研究
著●瀬畑源　発行●青弓社　初版発行● 2011 年 11 月
定価● 2,600 円＋税　四六判 324 ページ 並製
ISBN 978-4-7872-3332-5 C0036 
国民共有の知的資源である公文書。知る権利や説明
責任を保障し、記憶や記録を未来に伝えていく必要性
が求められているいま、2011 年に施行された公文書管
理法の制定過程をていねいに検証し、公文書利用者・
歴史研究者の立場から公文書管理制度の今後を展望
する。

女はポルノを読む
女性の性欲とフェミニズム
著●守如子　発行●青弓社
初版発行● 2010 年 02 月
定価● 1,600 円＋税　四六判 248 ページ 並製
ISBN 978-4-7872-3310-3 C0336 
ポルノを、男だけではなく、女も楽しんでいる！――レディ
コミや BL の作品を読み、投稿にみる読者の実態や編
集者へのインタビューも交えて、ポルノ＝女性の商品化
論が隠している女性の性的能動性を肯定し、ポルノを
消費する主体としての存在を宣言する。

新しい『第九』合唱譜
見やすい・わかりやすい・オーケストラ譜付き
発行●スタイルノート　初版発行● 2008 年 12 月
定価● 1,200 円＋税　A4 判 144 ページ 並製
ISBN 978-4-903238-24-1 C0073 
人気の衰えないベートーヴェン作曲交響曲第９番。通称

『第九』第四楽章の合唱譜です。通常の合唱譜と違い、
オーケストラのスコア付きです。
譜面が大きくて見やすい・パート省略一切無し・移調
楽器は実音表記・楽器表記はすべて日本語省略無し・
演奏位置をわかりやすく表記。第九の第四楽章を聴き
ながら譜面を追ってみるスコアとして最適です。

木造仮設住宅群
3.11 からはじまったある建築の記録 
編著●はりゅうウッドスタジオ／藤塚光政　
発行●ポット出版　初版発行● 2011 年 12 月
定価● 1,800 円＋税　B5 判 128 ページ 並製
ISBN 978-4-7808-0174-3 C0052 
仮設住宅という建築だけを扱うものではなく、まして作品
として見るためのものでもない。暮らしてきた町を失い、
暮らしてきた家を失い、家族や知人と離ればなれになっ
た人たちがともに生活することでつくり出した景色、それ
が木造仮設住宅群である。この本は、人間と建築を撮
り続けてきたカメラマン・藤塚光政による記録である。


