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佐藤一昭著 内容を理解することが欠かせないといった読解重視
の英語教育という立場から，「インセンティブ論」「人
間関係論」「日本事情」といった著者専門分野の英
語・日本語論文を集成。

英語・日本語コミュニケーション
　インセンティブ論　

A5判　304頁　3500円 1787-2　C3082
柴田義松・鈴木康之・鶴田清司編 レポートや論文といった日本語能力（言語技術）の

現実の使用場面において，大学において学ぶべき必
要な日本語能力とは何か，どうやって高めていくの
かということを具体的に明らかにする。

大学生のための日本語学習法
A5判　192頁　1800円 1400-0　C3037

加瀬次男著 ことばとは何か，話して伝える，読んで伝えるを重
点に，日本語の音声表現を考える。まず論理を説い
た理解の部よりはじめ，実用に応える演習の部で理
解をさらい，発表力をつける。

コミュニケーションのための日本語・音声表現
B5判　247頁　2800円 1034-7　C0081

加瀬次男著 大事とされる聞くこと，聞いて伝えることについて，
どうしたら人の話が聞け，人から聞いたことをどう
他に伝えるのか。場面場面に例を求め，聞いて伝え
るスキル，インタビュー技法を養える。

日本語教育のための音声表現
B5判　210頁　2500円 1079-8　C0081

長岡博人監修／小松楠緒子著 プレゼンテーションの技術から始まり，授業のやり
方，答案作成の技法，センター国語必勝法まで，社
会で生きていくうえで有効な人に伝える技術をノー
ト式，対話形式で楽しく，わかりやすく実践的に解説。

伝 達 の 鍵
B5判　176頁　1800円 2416-0　C3037

松永美弘著 特に「書くこと」のトレーニング法を，大学のゼミ
におけるケース・メソッド実践例から紹介。著者と
学生が，ケース・メソッドを用いた授業から体得し
た，読む，書く，発表することのコツをまとめる。

ケースメソッドで学ぶ文章上達法
A5判　136頁　1500円 1459-8　C3034

社　会　学

鈴木幸寿・森岡清美
秋元律郎・安藤喜久雄 監修

適宜な863項目により社会学全般を網羅，社会学最
近の項目をセレクト。さらに簡潔，ハンディに要約。
巻末には著名人の主要著書を掲載。〔日本図書館協
会・全国学校図書館協議会選定図書〕

社会学用語辞典〔全訂版〕

四六判　388頁　2427円 0436-0　C3036
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T. パーソンズ著／油井清光監訳 社会学理論の哲学的立場を問うパーソンズの未公刊
草稿。「知識社会学」の枠組みに仮託しながら，近
代思想の史的展開の分析をふまえ，ユートピア論と
いう独自の観点から現代社会論を展開した。

知識社会学と思想史
四六判　128頁　1500円 1276-1　C3036

D. ケトラー・V. メジァ・N. ステア編
澤井敦訳

文化社会学的認識の特性について（1922）／文化と
その認識可能性についての社会学理論（接続的思考
と伝達的思考）（1924-25）の二草稿を収録。マンハ
イム知識社会学の原像ともいえる理論体系覚書き。

K.マンハイム文化社会学草稿
　　思考の構造　　

A5判　382頁　4500円 0575-6　C3036
W.ラッセル．ニューマン著
三上俊治・川端美樹・斉藤慎一訳

情報社会，大衆は膨大な情報にいかに向き合ってい
くのか。マスメディアの政治経済原理とマス・オー
ディエンスの社会心理が社会的コミュニケーション
に与える影響とそのパラドックスをみごとに解明。

マス・オーディエンスの未来像
　　情報革命と大衆心理の相剋　　

A5判　312頁　3000円 1155-9　C3036
ジョン・H・マクマナス著
柳瀬公・長広美監訳

報道に対する評価の責任は受け手自身が負うという市
場原理に基づくジャーナリズム。我々はどのような基
準で評価すべきか。ニュース供給の実態，市場ジャ
ーナリズムが社会に及ぼす影響力，その解決策を提案。

市場原理に基づくジャーナリズム
　国民をして注意せしめよ　

A5判　312頁　3700円 2688-1　C3036
ビル．リー著／武田信子・五味幸子訳 カナダ発！コミュニティワークの具体的手法を紹介。

活動の準備・開始から終結まで，著者の体験・経
験・哲学をちりばめた，心に響く実践論。希望のも
てる地域・社会づくりの為にできることとは。

実践コミュニティワーク
　地域が変わる　社会が変わる　

四六判　360頁　2500円 1477-2　C3336
ビル．リー・マイク．バルクウィル著
武田信子・五味幸子訳

実践コミュニティワークの姉妹本。誰もが気軽に挑
戦できる，コミュニティワーク実践のためのワーク
ブック。実践に即役立ち，かつアイディア豊富で楽
しく多様なエクササイズを収録。

実践コミュニティワーク-エクササイズ集
　地域が変わる　社会が変わる　

四六判　112頁　1600円 1478-9　C3336
ジョナサン.H.ターナー・アレキサンドラ.マリアンスキー著／
正岡寛治訳

人間は猿や類人猿と同じ進化した感情の動物である。
社会学者が人間社会の起源と発展，崩壊について，生
物学，古生物学，霊長類学などの自然科学的な方法と
その成果に基づいて解き明かす規模壮大な野心作の邦訳。

自然選択による人間社会の起源
Ａ5判　432頁　5000円 2734-5　C3036

ジョナサン.H.ターナー著／
正岡寛治・正岡純子訳

中間階級による革命は可能か。高度産業社会におけ
る階級闘争の本質に迫る。社会の組織化とその変動
のメカニズムの解明，とくに社会運動と社会変革の
過程に焦点を当てたターナーの近著を邦訳。

中 間 階 級 の 蜂 起
　高度産業社会における感情の階層化と変動　

Ａ5判　252頁　3000円 2630-0　C3036
J. シェファー著／正岡寛司・
藤見純子訳

近親相姦〈インセスト〉・インセストタブーについ
て生物学理論と現実的な民族誌的データ双方からあ
らゆる水準の厳密な分析でその解明に接近。現代で
も比類ない革新的かつ古典的名著，待望の邦訳。

イ ン セ ス ト
　　生物社会的展望　　

A5判　276頁　3500円 2385-9　C3036
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W. J. ベネット著／加藤十八・小倉美津夫訳 過去30年にわたる〈統計資料〉と各界の識者の言に
よる〈論評〉を織り交ぜ，冷静客観的にアメリカ社
会の現状分析を試みる。現代アメリカ社会の何が問
題かを闡明，アメリカ社会病理白書といえる書。

グラフでみるアメリカ社会の現実
　犯罪・家庭・子ども・教育・文化の指標　

A5判　142頁　1500円 0672-2　C3036
マリア．ヤロシュ著
石川晃弘・石垣尚志・小熊信訳

ポーランド社会の変動と病理を，自殺を指標として
解明した社会診断の書。日本社会の現状診断にも意
義ある視点を示唆し，高齢者問題に通底する画期的
な訳書。

自 殺 の 社 会 学
　　ポーランド社会の変動と病理　　

A5判　176頁　2000円 1867-1　C3036
秋元律郎著 明治期から敗戦後まで，近代日本にとっての「社会

学」の受容の過程を振り返りつつ社会学が対峙して
きた問題を省察し，近代化過程の展開と挫折を追
う。著者の鋭い時代認識が結実した近代日本社会論。

近代日本と社会学
　　戦前・戦後の思考と経験　　

A5判　184頁　2500円 1331-7　C3036
安藤喜久雄・児玉幹夫監修 社会学を勉強していくさい，必要となる諸々の統計

資料を各領域ごとに分類・収集した。資料参考によ
り，社会学の面白さをじかに味わうことが可能。〔全
国学校図書館協議会選定図書〕

統計からみる社会学
　　資料編　　

A5判　140頁　1165円 0389-9　C3036
安藤喜久雄編 乳幼児期から人生の終末に至るライフステージにあ

って，主要な段階で遭遇する諸問題を人びとがどの
ように考えてこれに対処しているかを，主として日
本人のライフコースを想定して，明らかにする。

人 生 の 社 会 学
A5判　170頁　1748円 0475-9　C3036

中西茂行著 身体の発達が止まっても人と人との交わりのなかで
成長は持続する。この生活，成熟に性差という視座
を設けて，個々の人生に切り結んでいく社会を清新
に叙述。発達論的アプローチによる社会学概説。

生活と成熟の社会学〔第二版〕

A5判　216頁　2500円 0829-0　C3036
飯田哲也編著 広汎になりがちな社会学を基礎的アプローチにしぼ

り，導入教育のためのテキストとして，社会学の基
本性格を鮮明に示し，かつ諸研究の知的遺産の継承
に配慮し，誰もが扱いやすく取り組みやすいよう編集。

「基礎社会学」講義
A5判　200頁　2000円 1163-4　C3036

飯田哲也著 キャリアについて生涯を通して考える人間の生き方
を「７割人生そして70点主義」「できることを一つ
ずつ順番に」「〈実行すること〉の大事さ」の三つの
主張を機軸に提言する。

キャリアの羅針盤
　「生涯学習」から「生涯研究」へ　

四六判　256頁　1900円 2205-0　C3036
加賀美雅弘・川手圭一・久邇良子著 EU という壮大な地域統合の試みに着目，ヨーロッ

パの人びとと社会の成り立ちの多様性を描きながら，
地理，歴史，政治という視点から，現代ヨーロッパ
を読み解く。近年の社会の変化に対応した第２版。

ヨーロッパ学への招待〔第二版〕
　地理・歴史・政治からみたヨーロッパ　

A5判　256頁　2600円 2410-8　C3030
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ソシオロジスト編集委員会編 「社会学」ってどんな学問なんだろうという素朴な
疑問に対し，高校生・大学・社会人の３人を主人公
にして，彼らが過ごす一週間から「社会学」とは何
かを考えていく新たな試みの一書。

社会学と過ごす一週間
A5判　216頁　1500円 1250-1　C3036

星野潔・杉浦郁子編著 社会学の意義，歴史，基礎概念を概観し，高齢化，
ジェンダー，環境問題，情報化，エスニシティ，逸
脱行動，福祉問題等，現代社会の様々な領域に関す
る知見や研究方法を紹介していく。

テ キ ス ト 社 会 学
A5判　242頁　2300円 1672-1　C3036

武山梅乗・呉炳三著 社会学領域の扉を開く初学者を対象に，現代社会を
読み解くにあたって重要かつ興味をもちやすいテー
マとその基礎理論を解説。図表，小説等の引用など
資料も充実，最新の社会学の動向にも対応した第二版。

社会学の扉をノックする〔第二版〕

A5判　216頁　2300円 2359-0　C3036
坪井健編著／武山梅乗・酒井出・橋本淳一著 社会現象の具体的記述にとどまらず，基本概念をし

っかりおさえることのできる社会学入門書。付録と
して「実践的レポートの書き方」「卒業論文の作成
事例集」を収載。

新しい社会学を学ぶ
A5判　296頁　2800円 2119-0　C3036

三上剛史著 個人と社会を，独立した別種の存在とし，社会と
「対峙」する個人という視点を強調。ディアボリッ
クな視点＝「分離と個別化を生む契機」を読み取る
視角から，新しい社会と個人の結びつきを考察する。

社会学的ディアボリズム
　　リスク社会の個人　　

四六判　164頁　1400円 2353-8　C3036
三上剛史著 〈リスク，監視社会，個人化〉という新たな理論群

に対し，個人と社会の関わりを根本的に捉え直すと
いう視点から接近する。「ポスト近代」と「〈個人と
社会〉の“と”」をキーワードに論考する。

社 会 の 思 考
　　リスクと監視と個人化　　

四六判　144頁　1300円 2061-2　C3036
秋元律郎・坂田正顕編著 現代社会の特徴を，社会変動とこれに係る人間生活

の変化に絞り，知らせる。かかる変化を掴むうえで，
どのような仮説／理論的な枠組で以て，分析が企て
られてきたかを盛り込み，問題のありかを示す。

現 代 社 会 と 人 間
A5判　238頁　2800円 0897-9　C3036

飯田哲也・浜岡政好編 日常生活，地域住民，企業，セーフティネット，教
育など，現代の日本社会における具体的な現実を

「新しい公共」という視点から分析し，そこにどの
ような課題があるかを見いだす。

公共性と市民〔第二版〕

A5判　208頁　2300円 2705-5　C3036
飯田哲也著 家族の変化と問題性を戦後日本社会の変化と全体と

しての国民生活の動向とかかわらせながらトータル
に捉え直し，対応する現実についての見方を検討し
たもので，日本独自の現実に基づく家族論を展開。

現代日本家族論〔第二版〕

A5判　192頁　2300円 1039-2　C3036
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飯田哲也著 「生活の社会化」の進展を背景に日常生活における
民主主義を主張。社会学の理論的前進のために「構
造化」と「全体化」を論理展開したテキスト。社会
人を軸とした初学者に最適。

現 代 日 本 生 活 論
A5判　228頁　2500円 0899-3　C3036

飯田哲也著 『現代日本社会論』（1996年），『現代日本生活論』
（1999年）に続く三部作の最後の論考。日常生活を
重視した著者独自の視点から，現代日本社会の諸問
題に対応して社会学的論考をすすめる。

現 代 日 本 社 会 論
A5判　248頁　2600円 1739-1　C3036

山本努編著 現代社会のさまざまな現象を解読しつつ，社会学の
基礎を身につける。都市，家族，農山村など，現代
的諸問題の事例研究から，社会学による社会の見
方・考え方を説明する社会学入門書。

新版　現代の社会学的解読
　　イントロダクション社会学　　

Ａ5判　200頁　2100円 2652-2　C3036
吉岡雅光編著 グローバル化する日本社会の課題と展望を論じる。

増補改訂版は，５章「ジェンダーとフェミニズムの
現在」，９章「21世紀における公害問題」を新たに
収録し，４章「不平等の社会学」を加筆修正した。

現代社会学のアジェンダ〔増補改訂版〕

A5判　272頁　2500円 1916-6　C3036
飯田哲也・早川洋行編著 プリンシパルなき「拡散」に陥りがちな社会学研究

分野において，理論と現実の統合に狙いを定めて，
官僚制，教育，地域社会再生，外国人問題等の現代
日本の諸問題と各思想家の理論考察とを切り結ぶ。

現代社会学のすすめ
A5判　308頁　2800円 1552-6　C3336

高橋勇悦・福重清・和泉広恵
原田謙・黒岩亮子・小林和夫 著

1970年代以降の日本社会の人間関係の変化に着目
し，「変わりゆく「親しさ」と「友だち」」「社会的
ネットワークとメンタルヘルス」など，団塊ジュニ
ア世代から見た人間関係の問題状況を考察する。

現代日本の人間関係
　　団塊ジュニアからのアプローチ　　

A5判　208頁　2200円 1675-2　C3036
田中豊治著 生活主体としての人間と生活環境との共存・共生関係

をどのように思考し生きていけばよいのか。人間生活を，
家族，地域，職場，個人という４つの生活領域の複合
体とし，これらの構造的関連性を相対的に把握してゆく。

環境と人間の共創
A5判　320頁　3000円 1703-2　C3036

飯田哲也・浜岡政好
早川洋行・林彌富　編著 拡散状況に陥りがちな社会学。本書は理論編と現実

編からなり，社会学における良質の知的遺産を詳解
し発展させ，歴史意識，哲学，社会的現実をしかと
ふまえ社会学を再考し，応用社会学の面白さを説く。

応用社会学のすすめ〔第三版〕

A5判　203頁　2700円 1190-0　C3036
齋藤吉雄著 現代社会学の理論と方法の根幹を簡潔に提示。その

実用的，実践的な位相に位置する「社会調査法」と
「臨床的応用社会学」，残された課題の中核的部分を
解説。社会学そのもののパラダイム革新をも企図。

応 用 社 会 学 原 論
　現代社会学と社会調査はどのように役立つか　

A5判　260頁　3000円 2572-3　C3036
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岩上真珠・池岡義孝・大久保孝治編著 変容する社会に対して研究者がそれぞれのテーマと
理論，方法で切り込み，2015年度日本社会学会大会
のシンポジウム「戦争をめぐる社会学の可能性」の
正岡の特別コメント「わたしの戦争体験」も掲載。

変容する社会と社会学
　家族・ライフコース・地域社会　

A5判　336頁　3500円 2706-2　C3036
矢島正見編著 生活のなかの問題行動，家族と社会をめぐる問題行

動（若者の病理，夫婦間関係，教育崩壊，環境問題
etc.）を13の視点から検証，分析。21世紀を迎えた
日本社会に噴出する諸病理を社会学的に論究。

生活問題の社会学〔新版〕

A5判　280頁　2500円 1041-5　C3336
清山洋子著 現代日本社会の「生活」における多様な変化を直視

し，「生活者」の立場から，これからの日本人がた
どる生活とその方向性を探りつつ，格差が拡大する
現代社会の本質を問い直す。

生 活 概 論
A5判　200頁　2100円 1503-8　C3036

綿貫健治著 日本と同じく，歴史と文化のある中進国・フランス
が，ソフトパワー・コミュニケーション力によって
アメリカと対等な国際的地位をもつことを，４つの
コミュニケーション，プラットフォームから論証する。

ソフトパワー・コミュニケーション
　　フランスからみえる新しい日本　　

A5判　224頁　2400円 1726-1　C3030
綿貫健治著 第１部は日仏関係を人物・政治経済・教育・思想・

芸術文化などの多様な分野の文献資料等から論じた
クロニカル。第２部は現代におけるフランス事情と
日仏両国の新たな関係の構築を提言する。

日 仏 交 流 150 年
　　ロッシュからサルコジまで　　

A5判　344頁　4700円 2042-1　C3020
畑山要介著 フェアトレードの転換を倫理的市場という新たな枠

組みの台頭との関連で分析し，説明。倫理的市場，
特に「公正な取引」をめぐるその市場の形成をめぐ
って分析を展開する。

倫理的市場の経済社会学
　自生的秩序とフェアトレード　

A5判　336頁　5500円 2679-9　C3036
森典子・上松由紀子・秋山憲治編 実質的な男女平等社会を実現するためには，的確な

現状把握と状況に応じたきめ細やかな施策の展開が
求められる。写真や統計を多数駆使してまとめられ
た「女性学＋男性学（男女両性の人間科学）」の書。

男女共生の社会学
A5判　272頁　2600円 1256-3　C3036

増子勝義編著 十数年にわたり家族を囲む急速な環境変化に対応し
てきた『おもしろ家族論』『新世紀の家族さがし』
を引き継ぎながら，今日の「家族さがし」の旅を３
部12章構成で論考する大学テキスト。

21世紀の家族さがし
A5判　206頁　2300円 2094-0　C3036

岡元行雄・川﨑澄雄編著 個人化の進んだ現代家族の望ましいあり方として互
いに尊重し合い支え合う合意制家族の形成を提言。
結婚や子育て支援など，社会の最新の内容に対応す
べく見直しを行った新版。

新パートナーシップの家族社会学
A5判　258頁　2500円 2444-3　C3036
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渡辺秀樹・竹ノ下弘久編著 家族社会学の分野で蓄積されてきた知見，家族に関
わる隣接領域の視点や知見を多く取り込み，家族と
いう共通のテーマを軸に異なる分野との対話を可能
に。家族に関心をもつ人々の学びをより深める。

越境する家族社会学
A5判　276頁　2800円 2432-0　C3036

島崎哲彦・大竹延幸著 社会調査のなかで利用頻度がもっとも高く，社会調査の
基本的技法ともいえる，調査票による定量調査を中心に
概説。第12版では，個人情報保護法の改正に対応、
基礎知識の補強対策に正規分布についての説明を加筆。

社会調査の実際〔第12版〕
　統計調査の方法とデータの分析　

A5判　448頁　3500円 2657-7　C3036
夏刈康男・松岡雅裕・仲川秀樹著 危機的社会状況の人間の営為を名づけてきた社会学

的所産から，行為・経験・行動をキーワードに，か
たや関係・集団・組織・構造を基本的な思考枠組と
して，現代の人間の生活を理論的に明かす。

人間生活の理論と構造
A5判　248頁　2500円 0846-7　C3036

夏刈康男・松岡雅裕・杉谷武信・木下征彦著 科学としての社会学がコント以来構築してきた古典
理論をふまえつつ，現代の主要な社会学理論を活用
し，行為，構造，文化を中心テーマとして，今日の
人間の行為と諸活動の織り成す諸現象を分析する。

行為，構造，文化の社会学
A5判　248頁　2500円 2142-8　C3036

夏刈康男著 異なる立場から激しい論争をしつつ，フランス社会
学の形成に極めて大きな貢献を果たした２人の社会
学者について，主にタルドの生活史と研究史を軸に
据え，２人の社会学的思想構築と研究の軌跡をたどる。

タルドとデュルケム
　　社会学者へのパルクール　　

A5判　224頁　2400円 1745-2　C3036
河野員博著 科学と科学者をとりまく周辺のさまざまな問題を，

科学・政治にあずかる者としての責任倫理を追及し
たマックス・ウェーバーによる学問論，価値自由
論，客観性論などを手掛かりに考察する。

科学理論の社会学
　　M. ウェーバーを手掛かりに　　

A5判　208頁　2400円 1905-0　C3036
飯田哲也著 継承，現代日本社会の科学的自覚，批判の仕方を重

視した現代日本の社会学史。社会学の問題性を含む
特質を明らかに。社会学を時代別に見直し個別分野
の展開を行い，領域社会学，テーマ研究の論考を掲載。

現代日本の社会学史
A5判　288頁　4000円 2460-3　C3036

土谷幸久著 スタッフォード・ビアが提唱する生存可能システム
モデル（Viable System Model）を，オートポイエ
ーシス論の観点から構成しなおし，総合的なシステ
ム論を構築することを試みる。

オートポイエーシス的生存可能
システムモデルの基礎的研究

A5判　488頁　5500円 1307-2　C3036
久冨善之・小澤浩明・山田哲也・松田洋介編 〈教育（ペダゴジック）〉理論を用い「教育」という

営みを対象化，分析し，日本の教育の行き詰まりの
現状と克服への道すじを探る。バーンスティンのペ
ダゴジー論の理論的探究，援用，教育実証研究に挑む。

ペダゴジーの社会学
　　バーンスティン理論とその射程　　

〈電子版のみ〉　A5判　272頁　2800円 2378-1　C3036
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小方孝・金井明人著 物語を広義の認知活動と位置づけ，その生成システ
ムを，情報学的観点から解読する。第１部では，映
画，広告，スポーツ，小説という物語を分析，第２
部では，物語生成システムを巡って考察を進める。

物語論の情報学序説
　物語生成の思想と技術を巡って　

A5判　472頁　4700円 2040-7　C3004
飯田良明・松下慶太編著 ネット社会のルーツを1960年代の情報化社会に求め，

高度情報化社会を経て今日のネット社会に至るプロ
セスを，家族，教育，職場，政治を中心とする日常
生活の諸領域における変容の一端から明らかにする。

ネット社会の諸相
A5判　184頁　2100円 2536-5　C3036

目白大学社会学部メディア表現学科編 「メディア表現」の具体的事例を各専門領域から紹
介。表現手法が高度に発達したメディア社会におい
て，メディア表現の在り方を総括的に概観。多様な

「メディア表現」についての知識・理解を深める。
メ デ ィ ア と 表 現
　情報社会を生きるためのリテラシー　

A5判　240頁　2500円 2439-9　C3036
水野博介著 「メディア」の変遷やそれに伴う文化の変化を歴史の

大きな流れのなかに位置付ける。メディア状況の大
きな変化を「モダン」期から「ポストモダン」期へ
の移行という歴史の流れから考察する現代メディア論。

ポストモダンのメディア論2.0
　ハイブリッド化するメディア・産業・文化　

A5判　296頁　2900円 2725-3　C3036
柳瀬公著 メディア・フレーミング効果の視座に立って実証研究

を実施し，メディアの報道内容と受け手の受容・解読
との関係性を明らかにし，得られた知見から「新しい
リスク」報道の社会的機能を解明する手がかりを見出す。

リスク社会のフレーム分析
　福島第一原発事故後の「新しいリスク」を事例とした実証的研究　

A5判　292頁　5000円 2551-8　C3036
岡田直之著 著者の，マスコミ・世論についての1965～2004年ま

でのエッセー・評論・論文をまとめた論集。軽快な
切り口で論じられる各論考は時代の断面を映しだす。
マスコミ・世論に関する入門書としても最適な一冊。

現代社会におけるマスコミ・世論の種々相
A5判　242頁　2600円 1367-6　C3036

大石裕編 IT 化がデジタルメディアの普及とともに進展し変
化した日本社会の仕組みを取り上げる。情報通信政
策，政治参加やジャーナリズムへの影響など現在進
行形のデジタルメディアと日本社会の問題を探る。

デジタルメディアと日本社会
A5判　240頁　2100円 2341-5　C3036

小玉美意子著 「東京新聞」コラム（1994.1-97.6）より108テーマを
収載。テレビ報道をはじめとするメディア状況に警
鐘。コミュニケーションの心，悩めるジャーナリズ
ム，社会のシーン，女性と男性，の４部構成。

メディア・エッセイ
　　情報時代の心に浮かぶよしなしごと　　

四六判　268頁　1800円 0747-7　C3036
小玉美意子著 メディアが果たす役割は，メジャー・シェア・ケア

の３つのコミュニケーションに分類される。その考
え方を前提に，東日本大震災，ジェンダーとメディ
アとの問題やメディア・リテラシー等について考察。

メ ジ ャ ー・シ ェ ア・ケ ア の
メディア・コミュニケーション論

A5判　312頁　2900円 2259-3　C3036
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四方由美著 女性が犯罪報道の当事者となる場合，問題が生じたり
する事象を対象に研究。ジェンダーとメディアという視
点から考察を行い，犯罪報道が「ジェンダー」あるい
は「女性」の概念の産出にどのように関与するかを言及。

犯罪報道におけるジェンダー問題に関する研究
　ジェンダーとメディアの視点から　

A5判　290頁　5500円 2481-8　C3036
四方由美著 マス・メディアによるコミュニケーションが私たち

の社会生活に及ぼす影響を，効果研究の歴史と理
論，「ジェンダー・地方・ダイバーシティ」をキー
ワードにしたジェンダーとメディアの領域から論究。

マスメディアと社会生活
　ジェンダー・地方・ダイバーシティの視座から　

A5判　240頁　2500円 2317-0　C3036
三上俊治著 21世紀社会情報システムの生成と展開をメディア・

エコロジーの視点から論じた。セキュリティや災害
と情報との関係，メディア・グローバリゼーション
と文化変容等，現代情報社会の光と影を浮き彫りに。

社会情報学への招待
　　21世紀情報社会を読み解く　　

A5判　280頁　2500円 1439-0　C3036
三上俊治著 情報，記号，メディア，情報行動に関する理論をモ

デル化し，旧来の活字・放送メディアやインターネ
ット，携帯電話（メール）への考察を実証データに
基づき解説。メディアエコロジーにもふれた入門書。

メディアコミュニケーション学への招待
　　21世紀情報社会を読み解く　　

A5判　280頁　2500円 1337-9　C3036
早川善治郎編著 総論と現代マス・コミュニケーションの諸問題の２

部構成。マス・コミュニケーションやジャーナリズ
ムの実務経験者を交えて，現代の社会的コミュニケ
ーションの意義と意味とを解明する。

概説マス・コミュニケーション〔新版〕

A5判　376頁　3300円 2055-1　C3036
露木茂・仲川秀樹著 メディア環境が拡大し，マス・コミュニケーション

論の重要性を見直す時機にさしかかった現在，マス
コミ研究の基礎理論を再考すべく，総合的視点から
マスコミのシステムを読み解く。

マス・コミュニケーション論
　　マス・メディアの総合的視点　　

A5判　260頁　2600円 1341-6　C3036
仲川秀樹著 流行からファッドへ，Ｈ・ブルーマー流行理論を解読。

ブルーマー集合行動論にみる流行とは。古典理論の階
級分化論に対する現代理論としての集合的選択理論。
流行理論研究のあらたなパースペクティヴをめざして。

H・ブルーマーの集合行動論
　流行理論を軸として　

A5判　324頁　3300円 2533-4　C3036
成澤五一・仲川秀樹著 ローカル百貨店清水屋の取り組みにあるメディア文化

的方向性を社会学の基礎理論を背景に実証的な部分
を検証。中心市街地から地域社会にどのような影響を
与え，人が集まる空間としての可能性をたどるかを探る。

ファッション・コミュニケーション・エンタテインメント
　ローカル百貨店の挑戦　

A5判　272頁　2600円 2478-8　C3036
仲川秀樹著 コンパクトシティ機能をもつ「酒田の中心市街地・

中町」を対象モデルとし，中心市街地のシンボルで
ある地方百貨店「マリーン５清水屋」を取り上げ，
コンパクトシティと中心市街地再生の可能性を探る。

コンパクトシティと百貨店の社会学
　酒田「マリーン５清水屋」をキーにした中心市街地再生　

A5判　272頁　2600円 2249-4　C3036
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仲川秀樹著 流行という社会現象をとらえたうえで，地方におけ
るメディア文化の街，酒田市をフィールドに，“お
しゃれ”と“カワイイ”をテーマに掲げ，若者たち
のファッションやトレンドの実態を探る。

“おしゃれ”と“カワイイ”の社会学
　　酒田の街と都市の若者文化　　

A5判　256頁　2500円 2092-6　C3036
仲川秀樹著 山形県酒田市の「グリーン・ハウス」が残したメデ

ィア文化とは。伝統の「酒田舞娘」，現代の「商店
街発アイドル」。進行する様々な地域再興プロジェ
クトを取材，新たな視点から地域社会論を論じる。

もう一つの地域社会論
　酒田大火30年，「メディア文化の街」ふたたび　

A5判　232頁　2300円 1605-9　C3036
松本恭幸著 地域コミュニティに依拠した地域メディア，ネット

でつながった機能型コミュニティに依拠した市民メ
ディアの双方を合わせたコミュニティメディアにつ
いて，特に「3.11」以前の数年前の状況を中心に整理。

コミュニティメディアの新展開
　東日本大震災で果たした役割をめぐって　

四六判　216頁　2000円 2585-3　C3036
林大樹・横田雅弘監修／菱沼勇介・
田中えり子編／ KF 書籍化プロジェクト著

学生による地域活性化の先進的な事例として，商店
主・行政・市民と大学生が協力し，瀕死の商店街の
活性化を目指す一橋大生の商店街活性化プロジェク
トと東北大，群馬大，名古屋学院大の事例を紹介。

学生まちづくらーの奇跡
　国立発‼一橋大生のコミュニティ・ビジネス　

四六判　276頁　1800円 2244-9　C3036
帝京大学文学部社会学科

『多摩学』執筆委員会
多摩地域を，総合的に分析・検討。過去・現在・未来
を解説し理解を深める。歴史，人口，環境，教育，地
域ブランド戦略の分野を分析，地域メディア，多摩信
用金庫による地域活性化への取り組みの事例研究を掲載。

多 摩 学
四六判　162頁　1800円 2556-3　C3036

鈴木正行著 明治から現代に至る「アフリカ報道」の内容を“情
報主権の獲得”の観点から質的・量的に調査。距離
的にも心情的にも最も遠い地域の一つであるアフリ
カを日本のメディアはどう伝えてきたのだろうか。

日本の新聞におけるアフリカ報道
　　マクブライド委員会報告の今日的な検証　
　　外国通信社への記事依存度の変遷を視座にして　　

A5判　392頁　4000円 1446-8　C3036
杉野定嘉著 中国が発信する宣伝的情報が，日本の新聞紙面を通

じてどのような形で流れているか，1955年から2005
年まで10年おきの１月を選び，日本の中央５紙にお
ける中国報道を分析。

対日宣伝と新聞の中国報道
A5判　340頁　5000円 1716-2　C3036

『無名会』史編集委員会編 まだテレビ放送のなかった時代，ラジオ放送記者と
して活躍した元祖放送記者たち。その後テレビ放送
記者を経て半世紀。放送黎明期からテレビジャーナ
リズム全盛までの各々の数奇なエピソードを綴った。

放送記者草創期ものがたり
　　NHK『無名会』記者たちのメモリーから　　

A5判　208頁　1900円 1071-2　C3034
金山智子著 米国の NPO のインターネット利用に関するメディ

ア戦略を分析。NPO がメディア・コミュニケーシ
ョン技術を活用する上でどのような影響を与えて，
どう関わりあっているのか，その実相に迫る。

ＮＰＯのメディア戦略
　悩みながら前進する米国NPOからのレッスン　

A5判　216頁　2200円 1388-1　C3036
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島崎哲彦・池田正之・米倉律編著 放送の史的発展過程をはじめとして，メディア特性
と社会的機能，法制度，産業構造，ジャーナリズム
のあり方と市民との関係，地域メディアとしての機
能，番組制作と放送倫理，娯楽番組，広告を分析。

放 送 論
A5判　304頁　2900円 1941-8　C3036

島﨑哲彦著 衛星放送と CATV と番組供給事業者の放送内容か
ら経営体制まで，日本の状況と欧米の動向を比較検
討。放送の将来展望に焦点をあて，変貌していくメ
ディアとマス・コミュニケーションの状況を分析。

21世紀の放送を展望する
　放送のマルチ・メディア化と将来の展望に関する研究　

A5判　362頁　3500円 0746-0　C3036
日本民間放送連盟・研究所編 ソーシャルメディアの発展による社会全体のソーシ

ャル化は，放送メディアにどのような影響を与えて
いるか，あるいは今後与えるのか。ソーシャル化が
進むなかでの放送メディアの将来を展望する。

ソーシャル化と放送メディア
A5判　216頁　2900円 2645-4　C3036

日本民間放送連盟・研究所編 2011年の放送法改正を踏まえ，放送の将来と法制度
について，各分野の専門的知見を集約。「放送の公
共性とは何か」という本質的問題，ネット・モバイ
ルの急速な普及という情報環境変化への対応に迫る。

ネット・モバイル時代の放送
　　その可能性と将来像　　

A5判　244頁　2900円 2313-2　C3036
原田健一・石井仁志編著 新潟地域に残された貴重な映像資料をアーカイブ化

したプロジェクトの記録とともに，地域社会の過去・
現在・未来をつなぐ地域映像アーカイブについて理
論化を試みる。

懐かしさは未来とともにやってくる
　　地域映像アーカイブの理論と実際　　

A5判　344頁　3500円 2401-6　C3036
原田健一著 映像メディアのもつ「娯楽コミュニケーション」と

しての側面において発現される個々人のもつ「解釈」
に着目し，社会的コミュニケーションの過程であま
り触れられなかった現象の新たな論考を提示。

映像社会学の展開〔第二版〕
　　映画をめぐる遊戯とリスク　　

A5判　272頁　2800円 2316-3　C3036
向後英紀・古田尚輝編著 インターネットの映像配信普及もすすみ，かつてな

い成熟と激しい変化にみまわれて，そのものの概念
も曖昧となりつつある現代における「放送」の在り
方を15の講義でわかりやすく詳説。

放 送 十 五 講
A5判　276頁　2700円 2164-0　C3036

NPO 法人放送批評懇談会50周年記念
出版委員会監修・編集

1967年の創刊より毎月鋭い批評で放送界をウォッチ
する『放送批評』『GALAC』の記事から，それぞれ
の時代状況を的確に描出し現在でも色褪せず放送の
未来を示唆する優れた論評を厳選集録した。

放 送 批 評 の 50 年
A5判　960頁　12000円 2380-4　C3036

戸田桂太・小玉美意子監修／山下玲子編著 テレビ番組をインターネット上で採点評価する市民
参加型 Web サイト「Quae」の調査から視聴者がテ
レビに何を求めるかを解き明かす。視聴者の市民的
な視点からテレビと視聴者との新たな関係を築く。

ユーザーからのテレビ通信簿
　テレビ採点サイト Quae の挑戦　

A5判　180頁　1800円 2382-8　C3036
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島﨑哲彦・坂巻善生編 マス・コミュニケーション調査とは何かを現代の産
業社会と研究の領域から位置づけ，最も多用される
標本調査の技法を概説した上で，産業社会や研究領
域で近年実施された典型的な調査の事例を紹介。

マス・コミュニケーション調査の手法と実際
A5判　336頁　3300円 1670-7　C3036

竹下俊郎著 メディア側の価値判断により取捨選択されて伝わるニ
ュースは受け手の社会認識に影響を及ぼすという議題
設定効果に着目。この機能をめぐる実証研究や発展方
法等について論じ，マスメディアの社会的役割を問う。

メディアの議題設定機能〔増補版〕
　　マスコミ効果研究における理論と実証　　

A5判　338頁　3000円 1876-3　C3036
シャザディグリ．シャウティ著 世界一長寿地域と言われる新疆ウィグル自治区で実

施した高齢者のテレビ視聴行動に関する調査結果を
まとめ分析，考察。ライフスタイルの観点から高齢
者のテレビ視聴行動にアプローチを行う。

マスコミ理論とライフスタイル
　新疆ウィグル自治区における調査研究　

A5判　384頁　5000円 2437-5　C3036
竹之内禎・河島茂生編著 情報社会でよりよい生き方を探求する姿勢（＝情報倫

理）から，現代社会の生き方の問題に接近。フランクル
の理論を軸に各分野から諸問題を取り上げ，情報社会
において「生きる意味」とそれを支える仕組みを考える。

情 報 倫 理 の 挑 戦
　「生きる意味」へのアプローチ　

四六判　224頁　2000円 2550-1　C3000
石井健一著 新しい情報機器の普及や情報行動の普及に働いてい

る諸要因を実証的に分析し，普及率のマクロデータ
やインターネット上の利用行動データなども用いて，
その普及過程の特徴を多角的に明らかにした。

情報化の普及過程
A5判　240頁　5500円 1273-0　C3036

前納弘武編著 東京都小笠原村でのテレビ地上波導入による社会変
化を足掛け５年にわたるフィールドワークを経てそ
の調査結果をここにまとめた。小笠原住民からの直
の声も収録。テレビが離島に与えた社会的影響とは。

離島とメディアの研究
　　小笠原篇　　

A5判　339頁　5714円 0927-3　C3036
川島安博著 数年後のデジタル化完了に向かって刻々と流動する

ケーブルテレビを，「地域メディア」としての社会
的な機能に着目して分析・精査し，その役割像と将
来展望を提起した。

日本のケーブルテレビに求められる
「地域メディア」機能の再検討

A5判　240頁　2800円 1731-5　C3036
安藤喜久雄編著 本書は，社会，企業（経営体と労働組合）と従業員

の三者の態様および三者の関係を社会学的視点より
分析するを狙った。職場集団と人間関係，日本的雇
用慣行の転換，職業労働の新波動，企業と社会ほか。

企 業 社 会 の 構 図
A5判　204頁　2500円 0974-7　C3036

高橋勇悦監修／菊池美代志・江上渉編 近年の都市社会学の研究成果を活かし，日本の都市
社会の多元的な社会変動の現実をふまえてまとめた
改訂版。都市社会学史から展開する理論篇と都市社
会学の諸問題へアプローチする応用篇からなる。

21世紀の都市社会学〔改訂版〕

A5判　248頁　2400円 1784-1　C3036
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高橋勇悦・大坪省三編著 日本社会が大きな変貌を遂げている中，地域社会に
寄せられる期待は熱い。農村・都市生活，情報ネッ
トワーク，エスニック・コミュニティ，行政への住
民参加など，変容する地域社会の諸相を考察。

社会変動と地域社会の展開〔第二版〕

A5判　212頁　2300円 1702-5　C3036
春日清孝・楠秀樹・牧野修也編著 「社会のセキュリティ」をめぐる問題についての数々

の論考を掲載。個人と個人とが結びつく社会を創り
出すことによって対立と孤立とに歯止めをかける，個
人をつなぐ連帯社会のセキュリティの問いかけを行う。

〈社会のセキュリティ〉を生きる
　「安全」「安心」と「幸福」との関係　

A5判　216頁　2400円 2715-4　C3036
早川洋行著 嘉田知事による滋賀県政の「虚飾」を暴く。滋賀県

の RD 産廃処分場問題に焦点を当て，報道されない
知られざる暗部を暴くとともに，生活環境主義を批
判し，普遍的な虚飾の行政を告発する。

虚 飾 の 行 政
　生活環境主義批判　

四六判　208頁　1800円 2315-6　C3036
恩田守雄著 あまねく均質なグローバル化に対し，地域固有の在

り方を模索。地場産業の振興，都市と農村の交流，
国際交流・協力を地域振興に活かす取組み，市民産
業の育成等グローカルな地域づくりを提示する。

グローカル時代の地域づくり〔第二版〕

A5判　192頁　2300円 2106-0　C3036
恩田守雄著 さいたま市の地域づくりへの市民参加を事例として，

分権社会における地方自治の活路として行政中心か
ら地域住民主体の「自治」への転換の重要性を説
き，公共社会学の視点からその方法論を示す。

共助の地域づくり
　　「公共社会学」の視点　　

A5判　276頁　2800円 1776-6　C3036
堤マサエ・徳野貞雄・山本努編著 高齢化，人口減少，過疎化など地方・農山村地域の

現状を分析し，日本社会の危機と可能性を映し出す。
食・いのちといったテーマのもと，ローカリズムの
問題性とともに地方の存立可能性を実証的に提示。

地方からの社会学
　　農と古里の再生を求めて　　

A5判　256頁　2500円 1779-7　C3036
堤マサエ編著 日本の農村の暮らしとそのライフスタイルや文化に

ついて，特に農村における家族，女性の生き方・暮
らしなどに着目し，実地調査をもとに検証。国際的
にも注目される研究成果を全編英語にて編纂。

A Turning Point of Women, 
Families and Agriculture  in 
Rural Japan
　　転換期にある日本農村女性と家族　　

A5判　312頁　5200円 2015-5　C3036
望月照彦・森賀盾雄編著 「地域未来のデザイン」を，自らの地域にかかわる

「生き方」を含めて自問し，格闘しつつ現場に立脚
するリアルな内容。思想的・哲学的でもあり，かつ
地域と社会の課題を正面から見据えた現実的な書。

地域からの未来創生
四六判　256頁　2000円 2570-9　C3000

井口貢著 まちづくりと観光の有機的結びつきに焦点を当て，
常在資源としての生活環境に光を当てる文化政策の
必要性を強調。観光による地域文化の再構築や責任
ある観光を推進していくために必要なことを考察。

まちづくり・観光と地域文化の創造
A5判　152頁　1900円 1375-1　C3036
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難波利光編著 持続可能な地域社会の実現のために，行政や企業は
何をなすべきか。下関市を事例に，地域の持続可能
性について，各分野における研究者による知見をま
とめる。

地域の持続可能性
　下関からの発信　

A5判　352頁　5000円 2716-1　C3036
井口貢編著／松本茂章・古池嘉和・徳永高志著 地域住民の各人が参加する営為としての「まちつむ

ぎ」の実践を，フィールドワーク調査および事例分
析より展望し，これからの地域公共文化の展開に公
共政策が果たす役割についても考える。

地域の自律的蘇生と文化政策の役割
　教育から協育，「まちづくり」から「まちつむぎ」へ　

A5判　224頁　2300円 2145-9　C3036
三浦典子・横田尚俊・速水聖子編著 社会学からみた「地域再生」に関する理論的 ･ 実証的

な研究成果を掲載。企業家と産業都市，地域再生の理
論と自治体対策等，具体的な地域再生の事例をあげ，
現実的な「地域」の実態からみた「地域」の再生を考える。

地域再生の社会学
A5判　336頁　3400円 2713-0　C3036

吉岡雅光著 その国の社会を知るにはミドルタウンがふさわしい。
地方都市ハミルトンに一年間暮らした体験をまじえ，
ニュージーランドの歴史・社会・教育・文化を横断
的に語る。ニュージーランド理解の道しるべに。

ニュージーランドのミドルタウン〔普及版〕

A5判　243頁　2300円 0997-6　C3036
島和博著 大阪・釜ヶ崎の，野宿を余儀なくされた労働者の現

実を十年にわたり考察。寄せ場から見た野宿者，市
民と野宿者（1996年市民意識調査より），虚構とし
てのいじめ問題とその基底，野宿生活の実態等。

現代日本の野宿生活者
A5判　321頁　6000円 0874-0　C3036

川上昌子編著 高度経済成長とホームレス形成の関係を分析し，川
崎市ホームレス調査を基にホームレスの実態を示し
た。またホームレス問題の背景の究明から，実態・
政策の問題に迫る多角的な視点からの諸論考を収録。

日本におけるホームレスの実態
A5判　408頁　3400円 1445-1　C3036

山本努著 過疎農山村は過疎の新段階を迎えている。人口還流（U
ターン）による定住分析を軸に，計量的に農山村研究
を深め，今日の過疎研究に一石を投じる。最新の研究
内容、初学者にもわかりやすい内容を盛り込む増補版。

人口還流（Ｕターン）と
過疎農山村の社会学［増補版］

A5判　280頁　2500円 2695-9　C3036
山本努・徳野貞雄・加来和典・高野和良著 現代・地域変動・生活構造，これらが本書を貫くトー

ンであり，西日本農村社会をフィールドに試行した。
人口還流と生活選択論の課題，通勤と地域類型，配
偶者選択と地域社会，原子力発電所と住民意識ほか。

現代農山村の社会分析
A5判　203頁　2300円 0837-5　C3036

武田圭太著 U ターンした人，ふるさとに住み続けている人…。
さまざまな人への調査をもとに，ふるさとが人の心
に働きかけ動かす要因について，ふるさとにまつわ
る心理を解明しながら考える。

ふ る さ と の 誘 因
A5判　304頁　6000円 1794-0　C3036
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松本和良・大黒正伸編著 民族としての自己と尊厳は大切だが，今ウタリ（ア
イヌ）社会が自立的になしている苦難のなか，各支
部の生活世界を通じての自然と人間の共生と調和と
してのウタリ社会の福祉コミュニティに注目する。

ウタリ社会と福祉コミュニティ
　　現代アイヌ民族をめぐる諸問題　　

A5判　212頁　2500円 0806-1　C3036
鈴木正行著 八丈島よりさらに南方にある小離島は，苦難と人口

減少のなかでひっそりと歴史を刻んできた。過去に
おける学術的な調査資料も少なく，著者自らが渡島
し実態調査を試み，その全体像を示そうとした。

伊豆諸島青ヶ島の村落構造と社会組織
　島の生活・文化の変容を視点として　

A5判　160頁　2000円 0831-3　C3036
前田寿紀著 戦中・戦後の甘藷増産政策の実態を綿密に調査・分

析。そこから見えてくる戦争の隠れた意味とは。近
代日本の食糧増産政策に焦点を当て，入手困難な極
秘史・資料等に基づき多角的に考察する。

戦中・戦後甘藷増産史研究
A5判　288頁　3500円 1566-3　C3336

米川茂信著 疎外，アノミー，解体および逸脱に関する理論的考
察とその具体的実相ないし現象の実証的把握を中心
的内容とし，しかも初学者のために社会学の基礎的
概念と理論の説明や紹介も試みた，基本書である。

現 代 社 会 病 理 学
　　社会問題への社会学的アプローチ　　

A5判　314頁　3398円 0392-9　C3036
米川茂信・矢島正見編著 「成熟化」「高齢化」「高学歴化」「国際化」という現

代日本をおおっている４つの大きな社会変動を抽出
し，これらの変動とその病理性を考察。働きすぎ，
スポーツ参加，学校化，資格化等にも言及した。

成熟社会の病理学〔改訂版〕

A5判　240頁　2524円 1204-4　C3036
矢島正見著 「社会問題の社会学」と定義される社会病理学の研

究史を紐解き，基本的概念を紹介。加速的にグロー
バル化する現代的問題群に対して「社会病理学的想
像力」はどのような役割を果たしうるかを論究。

社会病理学的想像力
　　「社会問題の社会学」論考　　

A5判　260頁　2400円 2137-4　C3036
山元公平・高原正興・佐々木嬉代三編著 新旧さまざまな「社会病理現象」を，社会学的見地

から解読。個々の病理現象の臨床的考察から，社会
背景の分析，実践的対応の提示まで，社会病理学へ
の要請に応える好著。

社会病理のリアリティ
A5判　224頁　2200円 1610-3　C3036

佐々木嬉代三著 社会病理学は社会学ともども，自問視されている生
活世界の自明性を解いて，常識的な物の見方に潜む
イデオロギー性を暴く。本書は正常と病理の間をし
て私たちの生活や生き方に再考をはかろうとする。

社会病理学と社会的現実
A5判　336頁　3000円 0816-0　C3036

日本社会病理学会監修
高原正興・矢島正見編著

不登校，少年非行，児童虐待，自殺，ストーカー，
ドメスティックバイオレンス，過労，高齢者犯罪な
どの社会病理現象，問題行動を取り上げ展開。さま
ざまな社会病理現象を考えるためにかかせない１冊。

関係性の社会病理
A5判　240頁　2500円 2633-1　C3036
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松下武志・米川茂信・宝月誠編著 〔社会病理学講座①〕社会病理の実相を具体的に解
明するとともに，日本社会において多様に変化しつ
つ多発し続けている社会病理現象を解明するための
理論と方法論の内容と水準を提示する。

社会病理学の基礎理論
A5判　248頁　2500円 1269-3　C3336

井上眞理子・佐々木嬉代三
田島博実・時井聰・山本努 編著

〔社会病理学講座②〕権力と支配の病理，歯止めな
き欲望の病理，社会的差別と格差の病理という３つ
の視点から「個人」には還元しきれない現代日本の
様々な社会問題をマクロ・アプローチによって分析。

欲 望 社 会
　　マクロ社会の病理　　

A5判　248頁　2500円 1270-9　C3336
高原正興・矢島正見・森田洋司・井出裕久編著 〔社会病理学講座③〕‘希薄化する関係性’‘浮遊す

る関係性’‘濃密化する関係性’‘歪む関係性’とい
ったキーワードから構成される社会病理・問題行動
現象を現代的な切り口で論じた。

病 め る 関 係 性
　　ミクロ社会の病理　　

A5判　242頁　2500円 1271-6　C3336
畠中宗一・清水新二・広瀬卓爾編著 〔社会病理学講座④〕社会病理学が固有に内在させ

てきた問題意識を，「臨床社会学」という名のもと
に止揚する試み。臨床社会学の歴史と方法，その展
開，隣接科学との関連を12の論考で探る。

社会病理学と臨床社会学
　臨床と社会学的研究のブリッジング　

A5判　256頁　2500円 1272-3　C3336
森田洋司監修／森田洋司・進藤雄三編 〔シリーズ社会問題研究の最前線①〕現代社会におけ

る「医療化」の諸相を，日本社会の実態に即して明
確にし，その問題点を，逸脱の「医療化」にともな
う「責任」配分のポリティクスに焦点をあわせ解明。

医療化のポリティクス
　近代医療の地平を問う　

A5判　272頁　2600円 1602-8　C3336
森田洋司監修
森田洋司・矢島正見・進藤雄三・神原文子編

〔シリーズ社会問題研究の最前線②〕「社会的排除」
の現代的位相に対し，その対抗的戦略概念であるソ
ーシャル・インクルージョンという観点から，現代
日本の抱える現実の諸問題に対する可能性を探る。

新たなる排除にどう立ち向かうか
　ソーシャル・インクルージョンの可能性と課題　

A5判　296頁　3000円 1603-5　C3336
新山智基著 顧みられない熱帯病のひとつであるブルーリ潰瘍を

素材とし，感染症に対する地球規模での取組み（国
際協力）の現状とグローバルな感染症対策ネットワ
ークの構築可能性について明らかにする。

顧みられない熱帯病と国際協力
A5判　178頁　3800円 2473-3　C3036

細井洋子・鴨志田康弘著 個々の犯罪の原因を説明するための理論や，心理学
的アプローチといった概念装置にできるだけ依拠せ
ず，犯罪と社会との関係について考察する。犯罪と
社会への思考をより深める良書。

犯 罪 と 社 会
　初歩からはじめる犯罪社会学　

A5判　216頁　2400円 2159-6　C3036
阿部憲仁著 教育学者である筆者が，教育という人を育てる立場

から，どのような「家庭環境」や「社会環境」がが
連続殺人犯や大量殺人犯を生み出してしまうのかを
明かす。

アメリカ凶悪犯罪の専門家が明かす

無差別殺人犯の正体
　連続殺人・大量殺人が起こる本当の理由　

四六判　160頁　1600円 2590-7　C3036
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山田陽子著 「心」や人格をめぐる社会学理論の再構成と，「心」
をめぐるコミュニケーションの参与観察などを通し
て，現代社会において支配的な人間観や自己の在り
方，道徳の今日的様相を解明する。

「心」をめぐる知のグローバル化と自律的個人像
　「心」の聖化とマネジメント　

A5判　212頁　4000円 1630-1　C3036
岩内亮一編著 社会学の主要な領域を社会問題的に再検討し，各領

域に含まれる問題点を明確化。われわれの生活や日
本社会にとって問題となるところを現状分析した好
著。都市行政と市民参加，犯罪，女性ほか。

社会問題の社会学
A5判　218頁　2427円 0375-2　C3036

石川晃弘・田島博実編著 〔シリーズ職業とライフスタイル①〕経営，組織，雇
用・人事処遇，および労働生活の変容過程を追い，
変わりつつある現代日本の組織と働く個人とのかか
わりを考察し，新たな社会的統合の行方を展望する。

変わる組織と職業生活〔第二版〕

A5判　208頁　2300円 1023-1　C3336
時井聰・田島博実編著 〔シリーズ職業とライフスタイル②〕第１部で現代の

企業組織で必要とされる理論的フレームワークや歴
史的な前提について解説し，第２部で各産業分野の
代表的企業の活動や人的資源管理の事例を紹介する。

現代の企業組織と人間
A5判　216頁　2400円 2000-1　C3336

梅澤正著 〔シリーズ職業とライフスタイル⑤〕どんな職業と
共に豊かな人生を切開くのか。大失業時代にあって
職業がもつ多様性を捉え直し，若者に必要な職業ア
イデンティティとキャリア形成の確立を示唆する。

職 業 と キ ャ リ ア
　　人生の豊かさとは　　

A5判　220頁　2300円 1000-2　C3336
矢島正見・耳塚寛明編著 〔シリーズ職業とライフスタイル⑥〕若年無業者層

の増加が物語るように従来の学校社会から職業世界
への安定した流れが崩れつつある。これら若者の実
像を，理論と実証，ケース研究から明らかにする。

変わる若者と職業世界〔第二版〕
　　トランジッションの社会学　　

A5判　216頁　2300円 1385-0　C3336
河野員博著 職業への自覚が乏しい現代の若者たちにワールドワ

イドな市場原理の嵐が襲いかかっている。コリンズ
の資格社会論，資格社会の特質，日本企業・日本社
会の体質を分析し，現代若者の就業行動を明かす。

現代若者の就業行動
　　その理論と実践　　

A5判　200頁　2400円 1308-9　C3036
占部愼一著 子どもが社会・文化的存在であることを基底に据え

て，彼らの基層における生き方の枠組みと文化的分
化を論究。現代の子どもの非行・逸脱の事例分析を
行う。

子どもたちの逸脱・非行〔第二版〕
　生き方のパラダイム変化と文化的分化の視座から　

A5判　232頁　3100円 1997-5　C3336
石川晃弘・白石利政編著 欧州主要国ほか各国の労働者を対象とした長年にわ

たる国際意識調査によって，労働者像・意識などの
特徴を比較検討。従来いわれてきた日本の労働者像
から解放された新たな見地を詳説していく。

国際比較からみた
日本の職場と労働生活

A5判　208頁　2300円 1460-4　C3036
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秋山憲治著 ボランティア活動などの社会貢献的活動は，はたし
て‘労働’の一つといえるのか？自分のための労働
と他者のための労働が問われる今，職業と非職業と
の区分を超えて労働の核心を解き明かす。

誰のための労働か
A5判　228頁　2500円 1360-7　C3036

北川隆吉監修／浅野慎一編著 「グローバリゼーション」「多国籍企業」「非正規（雇
用）」など産業に直結した概念をキーワードにしな
がら，古典的な社会科学の概念の有効性を問い直
し，激変する「現代の産業と労働」を読み解く。

シリーズ現代の産業・労働１

現代社会論への社会学的接近
A5判　164頁　2000円 1562-5　C3336

北川隆吉監修／岩城完之・田中直樹編著 企業組織再編と労働組合，中小企業の変容，医療・
福祉領域の市場化，雇用・生活領域の市場化とライ
フスタイル，産業提携のジレンマ，労働社会学的実
証研究の意義等の諸問題の分析・解明を試みる。

シリーズ現代の産業・労働２

企業社会への社会学的接近
A5判　240頁　2500円 1563-2　C3336

北川隆吉監修／中川勝雄・藤井史朗編著 IT 産業と労働，労働力の国際移動と外国人労働者
問題，また下層労働者の現在，企業城下町の充実，
現代の労働と人間の疎外の克服と展望等の視点によ
る社会学論考から現代日本社会と労働世界を描出。

シリーズ現代の産業・労働３

労働世界への社会学的接近
A5判　240頁　2500円 1564-9　C3336

横山隆作著 １世紀前に生じたイタリア労働運動のうねりを追う。
労働組合運動や社会主義運動とはなんだったのか。
社会党結成から労働運動の分裂まで歴史的事象の有
する意味を問う。

イタリア労働運動の生成
　　1892年～1911年　　

A5判　263頁　3800円 1021-7　C3336
安藤喜久雄編 家族，性，コミュニケーション・情報・メディア，

職業，キャンパス・ライフ，消費とレジャー，結婚，
規範意識，心理的課題など，若者の行動様式の特徴
を分析，生活構造や社会構造の変化の方向性を探求。

若者のライフスタイル
A5判　198頁　2300円 0790-3　C3036

永井広克編著 若者と彼らを取り巻く現代社会の様々な問題を見つ
め，性，家族，メディア，労働，学生生活，結婚，
ことばとコミュニケーション，そしてこころといっ
たテーマから若者の実態を探る。

若 者 と 現 代 社 会
A5判　192頁　2100円 1405-5　C3036

木村雅文編著 現代の若者を取り巻く環境を明らかにし，若者の行
方を探る。若者たちのメディア接触と政治意識，ラ
イフスタイルと健康リスク，幸福感と将来への不安
について考え，若者たちの意識と行動を分析する。

現代を生きる若者たち
A5判　136頁　1800円 2368-2　C3036

飯田哲也著 「家族」と「家庭」という言葉を概念としてはっき
り区別すること，および，一度，家族について徹底
的な現実認識を行い，そこから理論構築へとすすむ。
こうして一層よく現実に根ざした理論展開ができる。

家 族 と 家 庭〔第三版〕
　　望ましい家庭を求めて　　

A5判　234頁　2500円 1175-7　C3036
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吉原千賀著 既存の学問分野では見過ごされてきた，高齢期のき
ょうだい関係に着目，長寿化が進む現代の高齢者が
直面する「モデルなき高齢期をいかに生きるのか」
という問いに，家族社会学的観点からアプローチする。

長寿社会における高齢期きょうだい
関係の家族社会学的研究

A5判　200頁　5000円 1599-1　C3036
岡田修一著 高齢者の体力のなかでも，動的姿勢保持能力に焦点

を当て，姿勢調節の特徴，転倒経験・恐れとの関
係，身体活動・運動習慣との関係，複合運動介入の
影響等について検証する。

加速度外乱に対する高齢者の立位姿勢保持能力
A5判　176頁　3500円 2124-4　C3045

鶴岡憲一・河村真紀子著 生活空間事故について，事故調査に消費者・生活者
目線で臨む消費者安全調査委員会。遺族や事故原因
関係者の声，事故調査の略史，課題など，事故調の
目指すべき将来像を紹介。

消 費 者 事 故 調
　その実像と将来像　

四六判　248頁　1850円 2489-4　C3036
大和礼子著 今どきの世代間関係とは？「夫婦一体」型から，夫・

妻それぞれが個人として，親・義親との関係を模索
する時代へ。新しい世代間関係のあり様を社会学理
論と調査分析から探る。

オトナ親子の同居・近居・援助
　夫婦の個人化と性別分業の間　

四六判　224頁　1900円 2737-6　C3036
品田知美著 日本の家族において，家事時間はどうやって決まり，

主婦たちのライフスタイルの実態はどうなっている
のか。具体的な統計資料・歴史的検証・国際比較等
の観点から科学的に分析する。

家事と家族の日常生活
　　主婦はなぜ暇にならなかったのか　　

A5判　194頁　2000円 1735-3　C3036
武田圭太著 家事を手伝う，母娘のつながり，大学への進学，仕

事に就く，結婚する，親になる，仕事を辞める，専
業主婦になる，子どものため，親のため…さまざま
な，女性の選択する行動について考察を行う。

“私”を選択する女性心理
A5判　256頁　2700円 2678-2　C3036

竹下修子著 台湾人，外国人ムスリム，エスニックレストラン経
営ニューカマーと各日本人女性カップルの３事例を
調査。相手の国籍や宗教にどのように対応している
のか。多様性深まる現代の国際結婚の考察。

国 際 結 婚 の 諸 相
A5判　208頁　2300円 1284-6　C3036

近藤理恵著 日本，韓国，フランスで行った調査に基づき，ひと
り親家族の有する不安定さのリスクと現在の支援シ
ステムを明確にし，そのリスクを回避するための新
しい社会システムのあり方を探る。

日本，韓国，フランスのひとり親家族の
不安定さのリスクと幸せ

A5判　204頁　2300円 2386-6　C3036
天童睦子著 「女性と人権」を初めて学ぶ人のための入門書。歴史

的・国際的な視野から，広く，やさしく，女性の生き方，
ジェンダー問題を考える。女性をめぐる諸課題について，
過去を紐解き，現代社会の隠れた不平等の背景を解説。

女性・人権・生きること
　過去を知り未来をひらく　

A5判　96頁　1000円 2712-3　C0036
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大和礼子著 利他的に家族をケアしてきた現代の女性たちが自ら
の介護には専門家を望むのはなぜか。日本社会の世
代関係の再構築とジェンダー関係の強化の狭間にあ
えぐ生涯ケアラーとしての女性たちの実像を描いた。

生涯ケアラーの誕生
　再構築された世代関係／再構築されないジェンダー関係　

A5判　224頁　2400円 1859-6　C3036
養老孟司・原ひろ子
山際寿一・大日向雅美著

脳の科学，霊長類学，人類学，心理学，社会学等の
学際的接近により，男女の性差や家族のあり方，父
性や母性をはじめ，家族の本質を究明。家族やジェ
ンダーについての「常識」をあらためて問い直す。

女と男のかんけい学
　　家族のゆらぎの中で　　

四六判　170頁　1900円 0727-9　C3036
多賀太著 ジェンダー平等をめぐる教育現場での錯綜は男子に

なにをもたらすか。男子の学力不振，男らしさの市
場価値の下落…男のあり方をめぐるパラドックスに迫
る。「男性優位社会」日本における男の生きづらさとは。

男 子 問 題 の 時 代？
　錯綜するジェンダーと教育のポリティクス　

四六判　240頁　2200円 2634-8　C3036
矢島正見編著 14名の女性同性愛者が自らの個人史を第三者に口述

し，活字化。自己のセクシュアリティに悩んでいた
り，不安を抱く人たちが，何らかの示唆を得ること
を期待した。学術書でありつつも読み物を兼ねた。

女性同性愛者のライフヒストリー
A5判　499頁　4700円 0873-3　C3036

磯岡哲也著 地域社会における宗教的信念体系の伝播と変容をあ
かし，そこに存する社会的要因を析出。先行研究に
継ぐも，文化接触による地域社会自体の文化変化と
いう比較的新しく生起した社会的要因を加味した。

宗教的信念体系の伝播と変容
A5判　193頁　2600円 0861-0　C3336

田嶋淳子著 池袋・大久保・荒川，東京インナーエリアにおける
アジア系移住者世界の生成過程を調査データより実
証し，その展開過程における都市社会の変容を，コ
ミュニティとエスニシティの視点から詳察する。

世界都市・東京のアジア系移住者
A5判　259頁　2900円 0787-3　C3336

土屋淳二編 現代イタリア社会学を代表する研究者達の論考を訳
出。ファッションという可視的な変化を通じて，消
費文化，都市文化，産業，メディア，歴史等，イタ
リア社会の本質を描き出す。

イタリアン・ファッションの現在
　現代イタリア社会学が語るモード・消費文化・アイデンティティ　

四六判　400頁　2100円 1414-7　C3036
永久欣也・飯田哲也編著 保育・子育て研究への新たな試みへの第一歩。保育

を社会学の視点から見ていく。保育の現場の実情を
できるかぎり重視しながら，保育の現場を側面から
動かす行政をも念頭におき，各諸課題へ取り組む。

保 育 の 社 会 学
　子どもとおとなのアンサンブル　

A5判　180頁　2200円 2428-3　C3036
小川晶著 「保育所」に焦点をあて，保育所による母親支援の方途

を分析。インタビュー調査等により，保育士による母親
支援を具体化，分析・体系化を試みた。保育所をはじ
めとした施設等の子育て支援実践への礎になる一冊。

保育所における母親への支援
A5判　128頁　1800円 2493-1　C3036
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坂井博通著 少子化にいたった流れ，子どものジェンダー，現代
っ子の特徴のいくつかについて，また子ども統計の
見方と盲点からデータ（マクロ・ミクロ併眼の重要
さ）と，とりわけ子どもへの興味を惹起する。

少 子 化 へ の 道
　　子ども統計ウォッチング　　

A5判　158頁　2000円 0771-2　C3036
山下美紀著 現代の子どもたちの「生きづらさ」とはどのような

ものなのか。その実態を把握するとともに，子ども
たちを生きづらくしている家族，学校，友人関係な
どの生活上の諸要因を実証的に明らかにする。

子どもの「生きづらさ」
　子ども主体の生活システム論的アプローチ　

A5判　218頁　2300円 2312-5　C3036
野田陽子著 非行やいじめに始まり，問題が頻出する学校の病理。

その制度への信頼が根本的に揺らぐ中にあって，価
値意識の病理的諸相と逸脱現象を，学校化社会での
価値の制度化の観点をもって明かした。

学校化社会における
価値意識と逸脱現象

A5判　218頁　2800円 0956-3　C3336
麻生誠・小林文人・松本良夫編著 「学校の社会史」的検討，学校社会の諸相，社会の

中の学校，の三部構成。教育社会学的な観点から今
日の学校の「現実」を明らかにする。〔日本図書館
協会・全国学校図書館協議会選定図書〕

学 校 の 社 会 学
A5判　244頁　2330円 0237-3　C3036

森田洋司著 文部省「科学研究費補助金」の交付を受け，1989年，
全国の大都市部にある中学校及び生徒の協力を得て
実施された「問題行動」の総合的な実態調査をもと
に分析。「不登校」問題の全貌の解明に試みた労作。

「不登校」現象の社会学
A5判　404頁　4000円 0390-5　C3036

横田雅弘・小林明編著 日本，米国，韓国の学生国際交流政策について，外
国人留学生の受入れと自国学生の送り出しの双方か
ら検討。世界の情勢を背景知識に日本の大学の国際
化を学生国際交流の観点から把握する。

大学の国際化と日本人学生の国際志向性
A5判　216頁　2200円 2395-8　C3036

竹田美知著 人間の社会化過程において国際移動の志向性がどの
ように養われ育っていくのかを解明する。日常生活の
なかで個人がどのようにグローバリゼーションの影響
を受けて，人生行路を歩んでいるかに焦点を当てた。

グローバリゼーションと子どもの社会化〔改訂版〕
　　帰国子女・ダブルスの国際移動と多文化共生　　

A5判　328頁　4500円 2498-6　C3036
坪井健著 国際化時代だというのに，日本人はいまだ異文化交

流に慣れていないし，そうしたトレーニングもされ
ていないのが現状である。大学教育のあり方，学生
のあり方，国際理解教育の真価が問われている。

国際化時代の日本の学生
A5判　164頁　2718円 0517-6　C3036

西牟田祐美子著 英国で人種主義体験をした日本人留学生を対象に実
施したインタヴュー調査から，それらの体験へのコ
ーピング方法を分析。特に問題の不可視性に注目
し，心理学，社会心理学の視点から考察する。

留学を決めたあなたへ
　人権主義体験とそのコーピング　

四六判　224頁　1800円 2231-9　C3036
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長田攻一・坂田正顕・関三雄編 戦後も脈々と生き続けている四国遍路について長年
のフィールドワークによる実証研究を中心に「道空
間の社会学」の視点から総合的に分析。遍路が維持
される社会的仕組み・巡礼の構造に迫った大著。

現 代 の 四 国 遍 路
　　道の社会学の視点から

A5判　482頁　4800円 1195-5　C3036
佐藤友之著 法治性の低い国は「不幸な国」。法と司法／システ

ム／法の周辺／法律家の見方・考え方　　章ブロッ
クに分け，ジグソー・パズルを解くていで，法が市
民の権利として機能せずにいる日本の具体を考察。

「 法 治 国 家 」 幻 想
四六判　284頁　1600円 0853-5　C1032

関口進著 近代化と共にある大衆文化を娯楽という観点から論
じた。芸術・芸能についての成立を追い，日本では
近世以後の芸能，特に音楽の分野を考察。20世紀以
後の大衆音楽としてジャズ・ロック文化にも着目した。

大 衆 娯 楽 と 文 化
四六判　196頁　2000円 1089-7　C3036

松島浄著 吉本隆明，井上陽水，80年代の女性文学等の表現者
の軌跡を追う。沖縄文学を文学社会学の方法に沿っ
て読解し，また恋愛の誕生やロマンチック・ラブを
詩の様相から捉えようと試みた文学社会学の集成。

詩と文学の社会学
A5判　240頁　2500円 1554-0　C3036

松下武志著 心の病としてアルコール依存症を定置して，全日本
断酒連盟の聞き取り調査や回復活動などを通し，ア
ルコール依存症問題の背景と断酒会活動の現状，そ
の課題等について考察していく。

酒害者と回復活動
四六判　192頁　1800円 1671-4　C3036

ガ イ ド 社 会 学

安藤喜久雄・児玉幹夫編著 社会学の基礎的知識について，基本的概念をふまえ
ながら，社会学の研究的課題を探究する本書は，方
法論上における特性のポイントを解説し，読者に“考
える社会学”を示した好著。

社 会 学 概 論
A5判　248頁　2039円 0356-1　C3336

児玉幹夫編著 社会学の歴史の節目々々に大きく輝いた巨星に焦点
をあて，それぞれの学問的営為をたどりながら，時
代とともに発展してきた社会学の姿をとらえる。偉
大な社会学者たちの著作に接するためのよき手引。

社 会 学 史 の 展 開
A5判　214頁　2427円 0479-7　C3336

安藤喜久雄・浦野和彦
小山田英一・小玉敏彦 著

産業社会の変動は，激しくさまざまな問題を提起し
ている。産業社会の当面する諸問題について現象的
側面にとらわれず，社会学的分析による問題解明に
取り組んだ類いまれな好著。

産 業 社 会 学
A5判　182頁　2427円 0425-4　C3336
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原田勝弘・水谷史男・和気康太編著 数量的なデータ分析，非数量的な調査法とも，総合
的に目配りする。いまの社会調査をとりまく理論的
基本問題を，過去の豊かな社会研究より捉え，その
うえで社会調査の設計から分析・報告までを説いた。

社 会 調 査 論
　　フィールドワークの方法　　

A5判　252頁　2700円 1061-3　C3336

新シリーズ社会学

鈴木幸寿編著 社会学史の全体的な概観を，現代社会学の専門分野
とくに，産業社会学，地域社会学，家族社会学，文
化社会学，社会心理とマス・コミュニケーションの
各分野にわたって，学説と研究成果を展望する。

社 会 学 史〔新版〕

A5判　294頁　2500円 0580-0　C3336
寿里茂著 個人の職業的人生は，社会によってさまざまな制約

を受ける。現代に生きるわれわれにとって必然とも
いえる職業的営みとその存在構造を，これにかかわ
る社会的な枠組みとの相互連関においてさぐる。

職 業 と 社 会
A5判　232頁　2427円 0485-8　C3336

奥田道大・和田清美編著 福祉コミュニティの発想を欠くコミュニティは，コ
ミュニティの内実に値しないという認識から，福祉
コミュニティの構図を提示する。30の調査事例を紹
介しつつ，福祉コミュニティの構想と現実を展望。

福祉コミュニティ論〔第二版〕

A5判　288頁　2500円 1224-2　C3336

現場からみたマスコミシリーズ

天野勝文・松岡新兒・植田康夫編著 新聞・放送・出版の過去・現在・未来，マルチメデ
ィアの動向に加え，さらにメディア倫理とメディア・
リテラシーまで，転換期のマスメディアの現状を中
心に現代マスコミ論のポイントをまとめる。

新・現代マスコミ論のポイント
A5判　296頁　2600円 1309-6　C3336

天野勝文・橋場義之編著 21世紀に入ってインターネットや携帯電話が急ピッ
チで進化し，新聞および新聞社を取り巻くメディア
環境が激変するなかで，さまざまな問題を多角的に
取り上げ，新聞の役割を改めて考える。

新・現場からみた新聞学
A5判　304頁　2600円 1877-0　C3336

植田康夫編著 出版メディア現況，学術出版，コミック，雜誌，マ
ルチメディアと出版の未来，出版流通，出版産業
論，〈表現〉の問題，出版人の条件等，出版業界の
特質・課題並びに未来像を総合的に展望する。

新・現場からみた出版学
A5判　180頁　2000円 1311-9　C3336



132　社　会　学

松岡新兒・向後英紀編著 放送ジャーナリズムの基礎を細分し，現場就業経験
をもつそれぞれの専門家によって，詳細にわたり解
説。理論だけにとどまらず，より現実的でわかりや
すい放送ジャーナリズム論を展開する。

新・現場からみた放送学
A5判　248頁　2500円 1310-2　C3336

日本マス・コミュニケーション学会編

マス・コミュニケーション研究

マス・コミュニケーション研究　64号 特集：メッセージ分析の可能性

A5判　232頁　品切中 1291-4　C3336

マス・コミュニケーション研究　65号 特集：メディア秩序の変容と新しい公共性

A5判　200頁　3000円 1340-9　C3336

マス・コミュニケーション研究　66号 特集：戦時におけるメディアと権力－日本を中心と
して－

A5判　164頁　3000円 1376-8　C3336

マス・コミュニケーション研究　67号 特集：メディア史研究の方法再考－メッセージの生
産と受容の歴史

A5判　248頁　3000円 1448-2　C3336

マス・コミュニケーション研究　68号 特集：メディア変容時代のジャーナリズム

A5判　208頁　3000円 1480-2　C3336

マス・コミュニケーション研究　69号 2005年度秋季研究発表会におけるワークショップ報
告，他７本の査読論文

A5判　170頁　3000円 1580-9　C3336

マス・コミュニケーション研究　70号 特集：マス・コミュニケーション研究回顧と展望

A5判　288頁　3000円 1638-7　C3336

マス・コミュニケーション研究　71号 シンポジウム：水俣病事件報道を検証する

A5判　164頁　3000円 1719-3　C3336

マス・コミュニケーション研究　72号 2007年度春期研究発表会シンポジウムを再録

A5判　192頁　3000円 1750-6　C3336

マス・コミュニケーション研究　73号 ７本の投稿論文のほか2007年度秋季研究発表会，ワ
ークショップ報告等の記録

A5判　178頁　3000円 1862-6　C3336

マス・コミュニケーション研究　74号 特集：〈ラジオの個性〉を再考する

A5判　212頁　3000円 1902-9　C3336

マス・コミュニケーション研究　75号 特集：放送アーカイブをめぐるメディア研究の可能性

A5判　248頁　3000円 1978-4　C3336
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マス・コミュニケーション研究　76号 特集：「昭和」の記憶とメディア

A5判　322頁　3000円 2023-0　C3336

マス・コミュニケーション研究　77号 特集：世論と世論調査

A5判　336頁　3000円 2103-9　C3336

マス・コミュニケーション研究　78号 特集：メディア文化研究の課題と展望

A5判　308頁　3000円 2140-4　C3336

マス・コミュニケーション研究　79号 特集：多文化社会とメディア

A5判　224頁　3000円 2204-3　C3336

マス・コミュニケーション研究　80号 特集：学会60周年記念シンポジウム論文

A5判　308頁　3000円 2251-7　C3336

マス・コミュニケーション研究　81号 特集：学会60周年記念シンポジウム　震災・原発報
道の検証－「3.11」と戦後日本社会

A5判　224頁　3000円 2299-9　C3336

マス・コミュニケーション研究　82号 特集：震災後のメディア，ジャーナリズム研究

A5判　324頁　3000円 2344-6　C3336

マス・コミュニケーション研究　83号 特集：女性による表現文化の現在とメディア

A5判　316頁　3000円 2392-7　C3336

マス・コミュニケーション研究　84号 特集：メディアは原子力とどう向き合ってきたのか
―原子力・原発報道の史相を探る

A5判　212頁　3000円 2421-4　C3336

マス・コミュニケーション研究　85号 特集：現代のメディアとネットワークにおける政治参加

A5判　272頁　3000円 2467-2　C3336

マス・コミュニケーション研究　86号 特集：「東京オリンピックの80年史」とメディア
―3.11以降の現代を逆照射する

A5判　216頁　3000円 2500-6　C3336

マス・コミュニケーション研究　87号 特集：メディアの物質性

A5判　288頁　3000円 2553-2　C3336

マス・コミュニケーション研究　88号 特集：「ポピュラー・カルチャーと戦争」の70年

A5判　248頁　3000円 2583-9　C3336

マス・コミュニケーション研究　89号 特集：変容する「公共言論空間」を考える

Ａ5判　160頁　3000円 2632-4　C3336

マス・コミュニケーション研究　90号 特集：マス・コミュニケーション研究の現在：理論
研究への視座

A5判　216頁　3000円 2696-6　C3336

マス・コミュニケーション研究　91号 特集：沖縄とメディア

A5判　194頁　3000円 2729-1　C3336
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早稲田社会学ブックレット

大久保孝治著 家族の寝方，電車の座席の座り方，電話での会話な
ど，日常を日常たらしめる生活のなかの素材を取り
上げ，それらのなかにある暗黙の行為規則を社会学
的に考察する。

社会学のポテンシャル１

日常生活の社会学
四六判　112頁　1300円 1801-5　C3336

嶋﨑尚子著 それぞれの人生の軌跡を，社会科学の視点で記述
し，説明する「ライフコース社会学」の導入書。
個々人の物語や伝記それ自体に注目するのではなく，

「コース」としてとらえ，その形成メカニズムを検討。

社会学のポテンシャル２

ライフコースの社会学
四六判　104頁　1300円 1802-2　C3336

長田攻一著 社会学の立場に依拠しながら，人との「コミュニケ
ーション現象」について分析。またそのなかから社
会学でしか扱えない側面に焦点をあて，それが有す
る意義について考える。

社会学のポテンシャル３

対人コミュニケーションの社会学
四六判　128頁　1300円 1803-9　C3336

土屋淳二著 専門分野をまたいで多角的に展開されているファッ
ション学やモード論の動向をふまえながら，その学
際領域にみられる基本的な考え方について，あくま
で社会学的な観点からできるだけ平易に解説。

社会学のポテンシャル４

モードの社会学：上
　　ファッション帝国の〈裸のプチ王様〉　　

四六判　176頁　1500円 1804-6　C3336
土屋淳二著 自己責任の時代を迎えモードが無尽に分散するカオ

ス状態のなか，自由と束縛の相反欲求を内包する自
己のあり方を「モードと文化秩序」「モードと文化
変動」「モードと共生社会」の３つの章から模索する。

社会学のポテンシャル５

モードの社会学：下
　　自由と束縛のファッション力学　　

四六判　212頁　1600円 1805-3　C3336
山田真茂留著 日常性を維持・刷新する要となる非日常性は，どの

ような形で存立し，個人と社会にとっていかなる意
味をもっているのか，また近代化によってどのよう
に変容し，現在どういった状態にあるのかを論考。

社会学のポテンシャル６

非日常性の社会学
四六判　136頁　1300円 1806-0　C3336

多田治著 100年あまりの間に社会学をつくりあげてきた代表
的な社会学論者たちの系譜を駆け足でたどり，特に
重要なエッセンスの部分を厳選して解説。社会学の
学習・研究や生活の入門書として最適。

社会学のポテンシャル７

社会学理論のエッセンス
四六判　150頁　1300円 1807-7　C3336

嶋﨑尚子著
社会調査において適切な調査を実施し，分析・判断
するための心構えと基本的知識を，2007年に改正さ
れた「新統計法」など最新の情報にもとづいて解説。

社会調査のリテラシー１

社会をとらえるためのルール
　　社会調査入門　　

四六判　88頁　1000円 1833-6　C3336
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西野理子著 世論調査，研究所調査，政府官庁による調査等々，
数値化された調査の情報のなかで事象を正確にとら
えられる有益な社会調査に必要な考え方と知識およ
び具体的な実施方法を解説。

社会調査のリテラシー２

社会をはかるためのツール
　　社会調査入門　　

四六判　74頁　1000円 1834-3　C3336
澤口恵一著 できるだけ多くのデータ収集により全体的な特性を

記述する「記述統計学」を解説。社会調査士認定科
目の C「基本的な資料とデータの分析に関する科目」
にあたる履修内容をコンパクトにまとめる。

社会調査のリテラシー３

分布をみる・よむ・かく
　　社会統計入門　　

四六判　80頁　1000円 1835-0　C3336
天野徹著 限定された情報から対象全体の特性を推測する「推

測統計学」の基本的な考え方，論理と用語法，基本
的なモデルとその応用について解説。文科系にもわ
かりやすい歴史的エピソードや詳細な解説を加えた。

社会調査のリテラシー４

部分を調べて全体を知る
　　社会統計入門　　

四六判　82頁　1000円 1836-7　C3336
池周一郎著 統計ソフトの操作法と，出力結果の解釈の暗記とい

う従来の方法を断ち，本気で学びたい人が本格的に
理解できるよう，分散分析と回帰分析の考え方と計
算方法を解説。ソフトの論理的限界を理解する。

社会調査のリテラシー５

社会の「隠れた構造」を発見する
　　データ解析入門　　

四六判　64頁　1000円 1837-4　C3336
大久保孝治著 個人の「語り」としての「ライフストーリー」をイン

タビュー調査を通して収集，加工，分析する方法で
実践的に解説。書籍や新聞というメディアの中に見ら
れる「ライフストーリー」に着目し，分析を試みる。

社会調査のリテラシー６

ライフストーリー分析
　　質的調査法入門　　

四六判　98頁　1000円 1838-1　C3336
岡本智周著 アメリカの歴史教科書の内容を社会学的に論考し，

その言説と期待されてる社会の関係，社会変動との
関係を分析。共生社会をめざすアメリカ社会内部の
歴史教科書をめぐる議論にもふれる。

現代社会学のトピックス１

歴史教科書にみるアメリカ
　　共生社会への道程　　

四六判　128頁　1300円 1813-8　C3336
佐藤慶幸著 互助，協同，連帯の論理に基づき，市民運動，協同

組合運動を醸成してきた市民社会の歴史をなぞり，国
家や市場を市民社会のなかに取り込みながら変革し
ていく「アソシエーション革命」の可能性を標榜する。

現代社会学のトピックス２

人間社会回復のために
　　現代市民社会論　　

四六判　136頁　1300円 1814-5　C3336
濱口晴彦編著 共生を基礎とし，自立を目的に生きるために何が必

要か。自立と共生の遠近法を，家族，働くこと，生
活支援，セクシュアリティなどの具体的な場面に応
用し考察する。

現代社会学のトピックス３

自立と共生の社会学
　　それでも生きる理由　　

四六判　150頁　1400円 1815-2　C3336
池田祥英著 これまで断片的なイメージでとらえられがちだった

タルド社会学を，テーマごとに基礎理論から応用研
究，それらの学説史的位置づけの検討といった流れ
で，７つの章に議論を分けて論考した。

現代社会学のトピックス４

タルド社会学への招待
　　模倣・犯罪・メディア　　

四六判　136頁　1300円 1816-9　C3336
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矢部謙太郎著 ボドリヤールの消費社会論を，社会学独自の観点，
なかでも社会学の主題である「コミュニケーション」
の観点から，初学者にも理解しやすいよう平易に読
み解き，現代の諸課題の分析への活用をめざす。

現代社会学のトピックス５

消費社会と現代人の生活
　　分析ツールとしてのボードリヤール　　

四六判　88頁　1000円 1817-6　C3336
柄本三代子著 「リスクに配慮して専門家が判断してその判断に諸々

のことを丸投げにする」というような合理性の追求
は，どのような形式でどのような領域にどのような
理由で生じてきているのかを考える。

現代社会学のトピックス６

リスクと日常生活
四六判　120頁　1300円 1818-3　C3336

圓岡偉男著 社会生活に関わるという意味に限定した「情報」を
軸に考え，「情報」と「社会」の問題に向けた基礎
理論を目指す。インターネットや携帯電話など ICT
の基礎的知識からその矛盾，問題点まで網羅。

現代社会学のトピックス７

情報社会学の基礎
四六判　128頁　1200円 1819-0　C3336

伊藤美登里著 本書では，時間にまつわる古今東西の事象を題材
に，「時間を節約する」とはどういうことか？，「近
代的，進歩的」な時間の使い方とは？といった疑問
をさまざまな切り口から考えていく。

現代社会学のトピックス17

現 代 人 と 時 間
　　もう〈みんな一緒〉ではいられない　　

四六判　122頁　1300円 1829-9　C3336

社 会 福 祉

成清美治・加納光子編集代表 受験・教育・実践に役立つ社会福祉用語の基礎知識
を収載。社会福祉士，介護福祉士，保育士，精神保
健福祉士，ケアマネジャーなどの国家試験や資格試
験に対応した1978項目を収録した必携書。

現代社会福祉用語の基礎知識〔第12版〕

四六判　432頁　2400円 2540-2　C3036
九州社会福祉研究会編／田畑洋一・門田光司・
高木邦明・鬼﨑信好・片岡靖子編集代表

九州社会福祉研究会の福祉研究者・実践家の総力を
集め現代の社会福祉用語を網羅した実践のための辞
典。各種法令に準拠した用語をわかりやすく，重要
用語はより詳しく解説，2212項目を掲載。

21世紀の現代社会福祉用語辞典
四六判　480頁　3200円 2369-9　C3036

OECD・WHO 編／岡伸一・坂間治子訳 WHO と OECD の共同出版である開発援助委員会
（DAC）ガイドラインと参考資料シリーズからの一
冊。開発途上国における防貧保健アプローチを支援
するための最も効果的な方法を提示。

開発途上国における貧困と保健
A5判　146頁　1800円 1553-3　C3036


