2017 年 12 月号 ①
西洋古典叢書 2017

◎月に人は住めるか？

モラリア 12

動物に理性はあるか？

いわゆる『倫理論集』の一部をなす本分冊には、月
面に顔が見えるという現象、冷たさの原理性、水と火
の有用性などをめぐり、きわめてさまざま学説が紹
介・検討される自然学的著作３篇に加え、陸棲・水棲
動物の賢さ、もの言えぬ動物に理性はあるか、肉食
批判などが反ストア派的傾向を基調に論じられる動
物学的著作３篇を収める。（全１４冊）

プルタルコス 著／三浦 要 他 訳
四六変上製 360頁 予価：本体3600円+税
ISBN978-4-8140-0098-2 C1310
刊行予定：2018年3月上旬
条件：新刊委託
読者対象：一般～教養
おすすめの棚：西洋古典学、哲学
おすすめ度：★★★★☆

◆三浦 要：金沢大学教授

プリミエ・コレクション

◎「指示理論」から現代哲学の最前線をたどる

指示理論の枠組みに
対する批判的考察

現代哲学の言語理論において最も主要なのが「指
示」の問題であるが、「記述主義」と「因果説」の立場
が存在する。フレーゲの記述主義的指示理論をサー
ルが完成させたが、一方でクリプキらによる因果説の
側からの批判がある。本書はこの論争における双方
の立場の問題点を析出し、指示の本質を解明する。

黒澤雅惠 著
A5判上製 220頁 予価：本体2800円+税
ISBN978-4-8140-0138-5 C3310
刊行予定：2018年4月上旬
読者対象：専門
おすすめの棚：哲学
おすすめ度：★★★☆☆

京都大学学術出版会

条件：新刊委託

プリミエ・コレクション

『ビートン社の家政書』
の研究
妹島治彦 著
A5判上製 280頁 予価：本体4200円+税
ISBN978-4-8140-0148-4 C3322

◎ヴィクトリア期家庭生活のバイブル
『ビートン社の家政書』は、ヴィクトリア期家庭生活の
バイブルとして 19 世紀中葉から 20 世紀初めまで版
を重ね続けるロングセラーであった。その詳細で実
証的な分析により、出版史および書誌学上のさまざ
まな新たな知見をもたらすとともに、高齢で経験ゆた
かな家庭夫人とイメージされがちだった「ビートン夫
人」の意外な実像を明らかにする。

刊行予定：2018年4月上旬
条件：新刊委託
読者対象：専門
おすすめの棚：外国史・家政学
おすすめ度：★★★☆☆

探検家ヘディンと京都大学
模写された 60 枚の絵が語るもの
オール
カラー

田中和子 編、佐藤兼永 撮影
A4変上製 300頁 予価：本体6000円+税
ISBN978-4-8140-0149-1 C0022
刊行予定：2018年4月上旬
読者対象：一般
おすすめの棚：外国史
おすすめ度：★★★☆☆

条件：新刊委託

◎学術探検のパイオニアと近代日本の邂逅
1908 年、中央アジア探検を終えたスウェン・ヘディン
が初来日し、京都大学を訪れた。未知の地を踏査し
数々の発見を成し遂げた「世界の大探検家」の到来
は、学術探検の黎明期にあった日本にどのような影
響を与えたか――。京都大学に残されたヘディンの
スケッチと水彩画の模写 60 点を完全掲載し、１世紀
前にヘディンが歩いたチベットの姿を描き出すととも
に、当時の京都で繰り広げられた学術と芸術の多様
な交流を明らかにする。
◆田中和子：京都大学大学院文学研究科教授

京都大学学術出版会

TEL:075-761-6182

FAX:075-761-6190

Email：sales@kyoto-up.or.jp

2017 年 12 月号 ②
プリミエ・コレクション

京都大学学術出版会

◎美術史上の謎にも迫る広重自身が語る風景観

歌川広重の声を聴く
風景への眼差しと願い

オール
カラー

阿部美香 著
A5判上製 280頁 予価：本体3400円+税
ISBN978-4-8140-0139-2 C3370

刊行予定：2018年3月上旬
条件：新刊委託
読者対象：専門
おすすめの棚：美術史・日本史
おすすめ度：★★★★☆

プリミエ・コレクション

画集『絵本江戸土産』に記された広重独特の風景
観。実は「広野」と呼ばれる、郊外の原っぱや耕地、
つまり取り立てて言うほどのことはない風景に広重は
こだわった。そこには社会変動の中で急速に人々の
手からこぼれ落ちる、「風景」をめぐる現実があった。
これまで謎とされてきた「名所江戸百景 堀江ねこざ
ね」の解釈も含め、華美が過密した現代に生きる我々
に、「なにげない風景」への眼差しの大切さを訴える。
◆阿部美香：専修大学文学部助教

◎「上」に権「下」に自由の政治信条の明と暗

木戸孝允
齊藤紅葉 著
A5判上製 350頁 予価：本体4000円+税
ISBN978-4-8140-0141-5 C3321
刊行予定：2018年4月上旬
条件：新刊委託
読者対象：専門
おすすめの棚：日本史・政治史
おすすめ度：★★★☆☆

ひと言で言えば、木戸の政治信条は、「上」に権を
「下」に自由をという基本方針に基づいていた。この
集権的なリーダーシップは維新期の激動を主導する
には大きな力を発揮したが、晩年の国家建設期には
影響力を落とす要因にもなる。生い立ちや交遊といっ
た個人的な姿から、藩政の改革者、維新の推進者と
いった公式の振る舞いまでを一貫して理解し、新たな
木戸像を描く実証的な評伝政治史。
◆齊藤紅葉：前京都大学大学院法学研究科特定助教

秩序の転換と政治指導
リーダーたちの明と暗

伊藤之雄・中西 寛 編
A5判上製 460頁 予価：本体5000円+税
ISBN978-4-8140-0140-8 C3021
刊行予定：2018年4月上旬
条件：新刊委託
読者対象：専門
おすすめの棚：日本史・政治史
おすすめ度：★★★☆☆

プリミエ・コレクション

グローバル人事改革の
挫折と再生
制度論で捉える組織変革

後藤将史 著
A5判上製 250頁 予価：本体3800円+税
ISBN978-4-8140-0144-6 C3334
刊行予定：2018年4月上旬
読者対象：専門
おすすめの棚：経営学
おすすめ度：★★★☆☆

京都大学学術出版会

条件：新刊委託

◎転換期の政治の役割を認識するための歴史学
冷戦後の一見安定した秩序の中で「資源の配分」とし
ての性格を強めた政治は、テロや武力行使が頻発
し、激しい対立が顕在化した今日には通用し得ない。
そこで秩序変容の時代のリーダー像が求められる。し
かし近代日本においてリーダーはリーダーたりえたの
か。彼らの生い立ちから性格まで、そして彼らを取り
巻く国際的な事象の拡がりに注目して、指導者達の
成功と失敗の要因を炙り出す。
◆伊藤之雄・中西 寛：京都大学大学院法学研究科教授

◎増え続ける「正義」に企業はどう振る舞うか
今日、企業に求められるのは経済的成長だけではな
い。社会的責任を果たしているか、適切な企業統治
を行っているか、その具体的成果や過程も厳しく問わ
れる。そうした中、企業が自らの統合性を保ちながら、
こうした社会的期待にどう答えようとしているのか。「世
界標準」とされる制度を導入し時に失敗し、また一度
失敗した取り組みが加速する――諸事例の分析か
ら、21 世紀に期待される組織の在り方、その実践のヒ
ントを提供する。
◆後藤将史：慶應義塾大学 SFC 研究所所員

TEL:075-761-6182

FAX:075-761-6190

Email：sales@kyoto-up.or.jp

2017 年 12 月号 ③

プリミエ・コレクション

◎縄文石器分析の初めての方法論が拓く新時代像

縄文石器の考古学
近畿地方出土品の分析と評価から方法論へ

上峯篤史 著
菊判上製 220頁 予価：本体3200円+税
ISBN978-4-8140-0145-3 C3321
刊行予定：2018年4月上旬
読者対象：専門
おすすめの棚：考古学
おすすめ度：★★★☆☆

京都大学学術出版会

条件：新刊委託

縄文時代の石器研究は、方法論の欠如がますます
研究を等閑視させるという負の連鎖にある。本書は、
その状況を打破し、石器研究の基礎的方法論を構
築しようという、初めての試みである。「縄文石器はつ
まらない」という俗論を打ち破る緻密な技術分析、地
域間交流を証明する異地性石材を分析する自然科
学的研究法、そして、多種多様な種類と形状の石器
を関係づける編年法。著者自身の実践を踏まえた説
得力溢れる縄文考古学必携の一冊。
◆上峯篤史：京都大学白眉センター特定助教

古代中国の軍事と社会
多民族社会の軍事統治

宮宅 潔 編
A5判上製 370頁 予価：本体5200円+税
ISBN978-4-8140-0136-1 C3022
刊行予定：2018年4月上旬
読者対象：専門
おすすめの棚：東洋史
おすすめ度：★★★☆☆

条件：新刊委託

◎漢帝国の成立の要因を解明する本格的な研究

漢帝国の成立
松島隆真 著
A5判上製 450頁 定価：本体4400円+税
ISBN978-4-8140-0137-8 C3322
条件：新刊委託

建国当時、事実上の分立国家であった漢（前漢）が
次第に帝国として統合される。その鍵となるのが秦の
郡県制に対抗して施行された郡国制である。従来は
周代の封建制を併用したものとみられたが、むしろ郡
国廟と漢法、すなわち地方に分散する漢王室の墓所
にみる王室との血縁性、地方でも同じ法によって裁
かれるという一体性にその本質をみる。
◆松島隆真：京都大学大学院文学研究科非常勤講師

◎日本側の焦りを生んだ現地社会の実力とは

奉天の近代
上田貴子 著
A5判上製 315頁 定価：本体4000円+税
ISBN978-4-8140-0135-4 C3022
刊行予定：2018年2月中旬
読者対象：専門
おすすめの棚：東洋史
おすすめ度：★★★☆☆

西洋とは対照的に、中国の軍事研究は最も層の薄
い研究領域であった。「文」が「軍」よりも尊ばれたた
めとされるが、これは正しい理解ではない。中国の軍
事は他の領域とは独立でなかったために、総合的な
研究が必須である。本書は、中国研究のさまざまな
領域の研究者が軍事をテーマに多方面からのアプロ
ーチしたものを一書としてまとめる。
◆宮宅 潔：京都大学人文科学研究所准教授

プリミエ・コレクション

刊行予定：2018年4月上旬
読者対象：専門
おすすめの棚：東洋史
おすすめ度：★★★☆☆

◎独自構造をもった中国の軍事を歴史的に解明

条件：新刊委託

清代にもう一つの都として満洲人統治の拠点が置か
れた奉天（現・瀋陽）には、牛荘開港後、大量の漢人
移民が流入した。鉄道が敷設され、急激な近代化と
ともに、奉天では強い地域主義と効率化に特徴付け
られる移民都市社会が形成される。やがて日本人側
の焦りを生み、満州事変の肯定へと向かう一因ともな
った、東北地域社会の実力を明らかにする。
◆上田貴子：近畿大学文芸学部准教授

京都大学学術出版会

TEL:075-761-6182

FAX:075-761-6190

Email：sales@kyoto-up.or.jp

2017 年 12 月号 ④

トラウマ研究１

◎トラウマ経験を社会・文化的文脈で理解する

トラウマを生きる
田中雅一・松嶋 健 編
A5判上製 560頁 予価：本体6800円+税
ISBN978-4-8140-0146-0 C3036
刊行予定：2018年4月上旬
読者対象：専門
おすすめの棚：社会学
おすすめ度：★★★★☆

条件：新刊委託

◎女性不在世界の現実を中国の結婚移動に見る

娘たちのいない村
堀江未央 著
菊判上製 340頁 予価：本体4000円+税
ISBN978-4-8140-0143-9 C3339
刊行予定：2018年4月上旬
条件：新刊委託
読者対象：専門
おすすめの棚：地域研究・社会学
おすすめ度：★★★☆☆

農村レクリエーションと
アクセス問題
不特定の他者と向き合う社会学

北島義和 著
A5判上製 260頁 予価：本体3600円+税
ISBN978-4-8140-0142-2 C3036
条件：新刊委託

◆堀江未央：名古屋大学高等研究院特任助教

◎「失敗」と生きる術を「失敗」の地から学ぶ
「歩く旅」を楽しむ人々は急速に増えている。しかしそ
のための道、すなわち山道やハイキング道、自然散策
路、里山のあぜ道……を巡る歩く者と所有する者の間
に軋轢が生じることがある。もちろん、地域によっては
利用者と所有者が上手く調整出来ている場所もある。
しかし著者はあえて、その調整が成功していない、「失
敗の地」を調査地に選んだ。失敗する中でも、問題を
抱えながらも、人はそこで暮らしまたそこを訪れる。常
に他者と向き合いながら、不満と不安を感じつつ生き
なければならない人々に、著者は学ぼうとする。

◎自然と文化の二元論を超えた地平を模索する

自然と文化の脱構築

秋道智彌 編
A5判上製 320頁 予価：本体4000円+税
ISBN978-4-8140-0147-7 C3039

京都大学学術出版会

長く続いた一人っ子政策と特有の男児優遇の習慣の
結果、中国では男女比が大幅に歪んでいる。そして、
その歪みを背景に、周辺部特に少数民族の暮らす地
域から、文字通り「女性が消えて」いる。その生々しい
現実に迫り、遠隔地結婚研究が取りこぼしてきた現実
を炙り出すとともに、日本にも訪れるかもしれない「女
性のいない社会」への警告と準備を促す意欲作。

◆北島義和：釧路公立大学専任講師

交錯する世界

刊行予定：2018年3月下旬
読者対象：専門
おすすめの棚：人類学
おすすめ度：★★★☆☆

トラウマという概念がどのような歴史的経緯を経て成立
したのか、また、それが文化、社会的にどのように理解
され、表現されてきたのか。さらに、トラウマを典型とす
る社会的苦悩が宗教や文化的実践においてどのよう
に克服されてきたのかを、文化人類学をはじめとする
人文・社会科学的な視点から、多角的かつ総合的に
考察する。（全２巻）
◆田中雅一：京都大学人文科学研究所教授
松嶋 健：広島大学経済学部准教授

地域研究叢書

刊行予定：2018年4月上旬
読者対象：専門
おすすめの棚：社会学
おすすめ度：★★★☆☆

京都大学学術出版会

条件：新刊委託

環境と人間、自然と文化の捉え方に蔓延した二元的
な対立構図を打ち破るものは何か。「自然は人間に復
讐するか」「自然は人間の友達か」「自然は主体性をも
つか」「自然は境界を超えるか」という四つのトピックを
めぐって、フィリップ・デスコラと、人類学、哲学、美学、
心理学、思想史、社会学、コモンズ論をはじめとする
多様な人文・社会学の領域の 7 人が応答する。
◆秋道智彌：国立民族学博物館名誉教授、
総合地球環境学研究所名誉教授

TEL:075-761-6182

FAX:075-761-6190

Email：sales@kyoto-up.or.jp
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ISBN 978-4-8140-0141-5 C3321 予価：本体 4000 円+税
京都大学学術出版会 発行/発売

秩序の転換と政治指導

【2/28 締切】

ISBN 978-4-8140-0140-8 C3021 予価：本体 5000 円+税
京都大学学術出版会 発行/発売
【プリミエ・コレクション】

グローバル人事改革の挫折と再生
【2/28 締切】
ISBN 978-4-8140-0144-6 C3334 予価：本体 3800 円+税

TEL:075-761-6182

FAX:075-761-6190

Email：sales@kyoto-up.or.jp

注 文 書

12月号③･④

お申込みは→ 京都大学学術出版会

06-6354-6811
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京都大学学術出版会

FAX：075-761-6190
京都大学学術出版会 発行/発売

【プリミエ・コレクション】

縄文石器の考古学

【2/28 締切】

ISBN 978-4-8140-0145-3 C3321 予価：本体 3200 円+税
京都大学学術出版会 発行/発売

古代中国の軍事と社会

【2/28 締切】

ISBN 978-4-8140-0136-1 C3022 予価：本体 5200 円+税

【プリミエ・コレクション】

漢帝国の成立

【2/28 締切】

ISBN 978-4-8140-0137-8 C3322 定価：本体 4400 円+税
京都大学学術出版会 発行/発売

奉天の近代

【2/10 締切】

ISBN 978-4-8140-0135-4 C3022 定価：本体 4000 円+税
京都大学学術出版会 発行/発売
【トラウマ研究】

トラウマを生きる

【2/28 締切】

ISBN 978-4-8140-0146-0 C3036 予価：本体 6800 円+税
京都大学学術出版会 発行/発売
【地域研究叢書】

娘たちのいない村

【2/28 締切】

ISBN 978-4-8140-0143-9 C3339 予価：本体 4000 円+税
京都大学学術出版会 発行/発売

農村レクリエーションとアクセス問題
【2/28 締切】
ISBN 978-4-8140-0142-2 C3036 予価：本体 3600 円+税
京都大学学術出版会 発行/発売

交錯する世界

【2/28 締切】

ISBN 978-4-8140-0147-7 C3039 予価：本体 4000 円+税

TEL:075-761-6182

FAX:075-761-6190

Email：sales@kyoto-up.or.jp

