2019 年 1 月号 ①
西洋古典叢書 2018

ペルシア史／インド誌
クテシアス 著／阿部拓児 訳
四六変上製 360頁 予価：本体3500円+税
ISBN978-4-8140-0175-0 C1322
刊行予定：2019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、外国史
おすすめ度：★★★★☆

プリミエ・コレクション 99

コスモポリタニズムの起源
初期ストア派の政治哲学

川本 愛 著
A5判上製 215頁 定価：本体3000円+税
ISBN978-4-8140-0202-3 C3310
刊行予定：2019年2月中旬
条件：新刊委託
読者対象：専門
おすすめの棚：哲学、社会思想
おすすめ度：★★★☆☆

プリミエ・コレクション 96

福谷 彬 著
A5判上製 260頁 予価：本体3800円+税
ISBN978-4-8140-0207-8 C3310
条件：新刊委託

モンゴル語の母音に関する
総合的研究
実験音声学と借用語音韻論からのアプローチ

植田尚樹 著
A5判上製 400頁 予価：本体7000円+税
ISBN978-4-8140-0209-2 C3387

京都大学学術出版会

前５～４世紀に活動したギリシア人史家による作品
集。戦争捕虜としてペルシア宮廷に連行されるも、医
術の腕を買われ侍医として長く同地に滞在したとい
われる。自身の見聞に基づく記録は、オリエント史に
おいてヘロドトスの伝統を継ぐもの。原著は散逸した
が、ポティオスほか多くの古代作家による豊富な引用
から断片の形で再構成される。
◆阿部拓児：京都府立大学文学部准教授

◎初期ストア派哲学にみる世界市民思想の起源
近代のコスモポリタニズムは、戦争の防止や停止、平
和の樹立という理念と結びついている。この理念は
古代ギリシアのストア派の思想に淵源をもつと考えら
れているが、その起源に関しては研究者間で見解が
異なる。筆者は従来の解釈を全て検討し、現存資料
を精査した上で、初期ストア派の思想の中にその萌
芽がみられることを明らかにする。

道学、すなわち中国宋代の新儒学は、二程子（程
顥、程頤の兄弟）を出発点にし、朱熹（朱子）をもって
完成したと一般に考えられているが、本書はこの誤
解を是正するために書かれている。南宋道学は朱子
と対立する思想家も包含する多様な学派であり、孔
子・孟子の一見食い違った思想にどのような一貫性
をみるかをめぐっての論争があった。
◆福谷 彬：京都大学人文科学研究所助教

プリミエ・コレクション 102

刊行予定：2019年4月上旬
読者対象：専門
おすすめの棚：言語学
おすすめ度：★★★☆☆

◎ヘロドトスの伝統を継ぐオリエント史の名著

◎孔孟思想をめぐり論戦した中国宋代の新儒学

道学の展開

刊行予定：2019年4月上旬
読者対象：専門
おすすめの棚：東洋思想
おすすめ度：★★★☆☆

京都大学学術出版会

◎母音体系、母音調和などを多角的に分析する
モンゴル語の母音に関する現象を網羅的に扱うとと
もに、多角的に検証する。音声実験を行い、得られ
たデータをもとに音韻的な分析を行う。母音体系や
母音調和について借用語のデータを多用して検討
する。本書で実践されたこれらの方法は、他の言語
の分析にも適用できるものであり、モンゴル語以外の
個別言語の音韻研究も、さらに進展することが期待さ
れる。

条件：新刊委託
◆植田尚樹：大阪大学大学院言語文化研究科／日本学術振興
会特別研究員

TEL:075-761-6182

FAX:075-761-6190

Email：sales@kyoto-up.or.jp

2019 年 1 月号 ②

ほろ酔いの村
コンソの民族誌

◎主食はビールで超過密！ 近代の常識が覆る

超過密社会の不平等と平等

篠原 徹 著
A5判並製 224頁 予価：本体2800円+税
ISBN978-4-8140-0194-1 C1039
刊行予定：2019年3月下旬
読者対象：教養
おすすめの棚：文化人類学
おすすめ度：★★★★★

◆篠原 徹：滋賀県立琵琶湖博物館館長

トラウマを共有する
田中雅一・松嶋 健 編
A5判上製 550頁 予価：本体6600円+税
ISBN978-4-8140-0192-7 C3036
条件：新刊委託

ユネスコエコパーク
持続可能な地域社会のモデルとしての自然保護区

松田裕之 編
A5判上製 384頁 予価：本体4400円+税
ISBN978-4-8140-0205-4 C3336
条件：新刊委託

中国明代の皇帝専制政治
岩本真利絵 著
A5判上製 420頁 予価：本体5800円+税
ISBN978-4-8140-0206-1 C3322

京都大学学術出版会

ユダヤ人ホロコースト、カンボジアの内戦、日本の植
民地支配……歴史的トラウマは語り伝えられ、次世
代へ引き継がれていく。研究者たちは、トラウマを精
神医学的あるいは心理学的な問題に安易に還元せ
ずに、伝えられる過程へ飛び込み耳を傾けた。経験
を乗り越えるためのかすかな光に触れた証言者たち
の苦闘。（全２巻・完結）

◎"世界遺産を超える"自然と生きる実践
単なる自然の保全ではなく、人間の生きた生活の上
に成り立つ自然保護を目的とするユネスコエコパー
ク（生物圏保存地域）。地域の関与者が主役となり、
自然資源の活用を図るその実践例から、自然保護
区のあり方を問い直すとともに、持続可能な未来に
向かう社会転換プロセスのモデルとしてのユネスコエ
コパークの実像をあぶり出す。
◆松田裕之：横浜国立大学大学院環境情報研究院教授

プリミエ・コレクション 100

刊行予定：2019年4月上旬
読者対象：専門
おすすめの棚：中国史
おすすめ度：★★★☆☆

◎集合的経験を乗り越える、証言者たちの苦闘

◆田中雅一：京都大学人文科学研究所教授
松嶋 健：広島大学大学院社会科学研究科准教授

環境人間学と地域

刊行予定：2019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：★★★☆☆

主食はビール！ エチオピアの山上の村で人類学者
が出会ったのは、超過密社会で暮らす、ほろ酔いで
勤勉で、とってもケチな人々だった。酒と土器の経済
がつくりだす均衡と身分制度。近代化を突き進んだ
世界からは失われた社会に、「不平等の起源」への
解答を垣間見る。コンソ民族誌の集大成。

条件：新刊委託

トラウマ研究２

刊行予定：2019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

◎明代の専制政治の知られざる内実を解明する
中国明代は専制政治がおこなわれたが、それは西
洋的な意味での独裁政治ではなかった。朱元璋（太
祖）をはじめとする歴代皇帝は、みずからの意志によ
る専制政治を実現したと一般に考えられているが、カ
リスマ的な独裁ではなく、皇帝と官僚士大夫の共通
理解のもとに築かれている。中国独自の専制政治の
本質が何であったかを問いかける。
◆岩本真利絵：大谷大学文学部任期制助教

TEL:075-761-6182

FAX:075-761-6190

Email：sales@kyoto-up.or.jp

注 文 書

1月号①②

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

【西洋古典叢書】

ペルシア史／インド誌

【2/25 締切】

ISBN 978-4-8140-0175-0 C1322 予価：本体 3500 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】

コスモポリタニズムの起源

【2/4 締切】

ISBN 978-4-8140-0202-3 C3310 定価：本体 3000 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】

道学の展開

【3/5 締切】

ISBN 978-4-8140-0207-8 C3310 予価：本体 3800 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】

モンゴル語の母音に関する総合的研究
【3/5 締切】
ISBN 978-4-8140-0209-2 C3387 予価：本体 7000 円+税
京都大学学術出版会 発行/発売

ほろ酔いの村 コンソの民族誌 【3/5 締切】
ISBN 978-4-8140-0194-1 C1039 予価：本体 2800 円+税
京都大学学術出版会 発行/発売
【トラウマ研究】

トラウマを共有する

【3/5 締切】

ISBN 978-4-8140-0192-7 C3036 予価：本体 6600 円+税
京都大学学術出版会 発行/発売
【環境人間学と地域】

ユネスコエコパーク

【3/5 締切】

ISBN 978-4-8140-0205-4 C3336 予価：本体 4400 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】

中国明代の皇帝専制政治

【3/5 締切】

ISBN 978-4-8140-0206-1 C3322 予価：本体 5800 円+税

TEL:075-761-6182

FAX:075-761-6190

Email：sales@kyoto-up.or.jp

