【２０世紀 知の巨人 ver.3.0】

•

人文・社会・自然科学とその周辺から20世紀を代表する人物
100人とその著作（文庫）を

各1点をピックアップしまし

た。
•

１タイトルで上下など複数巻のものは、上下で１点としまし
た。

•

“１００人”に相応しい人物でも、著書が文庫化されていな
い場合や品切れの場合は止むを得ずリストから外しました。
「大学生協のオンライン書籍注文サイト」からご注文ができます。
本の表紙画像をクリックしてください。

大学生協専門書部会 2021.10

「大学生のための１００人１００冊 ２０世紀 知の巨人」
これは、２１世紀を担う若者に贈るエールとして、あるいは
負託として、現代の古典と称される名著の数々を届けようとす
る試み。ここに拡がる大地から、豊かな滋養と少々の毒素を存
分に吸収し、開花させ、果実を実らせて欲しい。学生時代は単
なる通過点ではない。足早に通り過ぎようとするその歩みに、
これらの書物は立ち止まることを要求するだろう。
１９０１年英国ビクトリア女王の死で幕を明けた２０世紀。
ロンドン留学中の夏目漱石は、街で男が「新世紀の開始、甚だ
幸先悪し」と嘆くのを聞いた。それから１００年、やがて歴史
は大きく動き、人類史上未曾有の繁栄と危機を経験した。２０
世紀とは何だったのか。二度にわたる世界戦争、民族独立、東
西冷戦、人口爆発、南北問題、環境破壊、情報化社会と消費化
社会の出現、科学・技術の飛躍的な発展・・・。そんな時代に、
いや、そんな時代だからこそ、知の巨人たちは世界と人間の在
り方を問い続けた。その結果、たとえ自ら拠って立つ地盤を揺
るがすことになろうとも。哲学然り、数学然り、物理学然り。
現代の古典から何を学ぶか。前世紀の知的遺産をいかに批判
し、かつ継承していくか。２０世紀という鏡に向けられた真摯
な眼差しは、その跳ね返りとして必ずや未来を照射するに違い
ない。混迷を極める現代社会に航海図は無い。２１世紀を「善
く生きる」ために、いま何ができるのか。
－君たちは自由だ。選びたまえ。つまり創造したまえ。－
サルトル『実存主義とは何か』

大学生のための100人100冊【20世紀
1 相対性理論

知の巨人 ver.3.0】

アルベルト・アインシュタイン 内山龍雄 分類：物理学
9784003393413
岩波文庫 本体¥660
時空概念を一変させたアインシュタインの相対性理
論。その考え方の基本はすべて、最初の論文「動い
ている物体の電気力学」に述べられている。この論
文の邦訳に加え、一般読者の理解のために、原論
文の論旨展開を忠実・平易に再現した解説をほど
こした。アインシュタインが創出した思考過程にそって
相対論が理解できる得難い一冊。

3 論理哲学論考

ルードヴィヒ・ヴィトゲンシュタイン 野矢茂樹 分類：哲学
9784003368916
岩波文庫 本体¥780
「語りえぬものについては、沈黙せねばならない」とい
う衝撃的な言葉で終わる本書は、ウィトゲンシュタイ
ンが生前に刊行した唯一の哲学書。体系的に番
号づけられた短い命題の集積から成る、極度に凝
縮されたスタイルと独創的な内容は、底知れぬ魅
力と危険に満ちている。

5 沈黙の春

レーチェル・ルイス・カーソン 青樹簗一 分類：環境問題
9784102074015
新潮文庫 本体¥710
自然を忘れた現代人に魂のふるさとを思い起こさせ
る美しい声と、自然を破壊し人体を蝕む化学薬品
の浸透、循環、蓄積を追究する冷徹な眼、そして、
いま私たちは何をなすべきかを訴えるたくましい実行
力。三つを備えた、自然保護と化学物質公害追
及の先駆的な本がこれだ。

7 雇用，利子および貨幣の一般理論 下

ジョン・メイナード・ケインズ 間宮陽介 分類：経済学
9784003414521
岩波文庫 本体¥900
資本主義の根源を分析し、その独創的な閃きを厳
密な論理によって体系づけ、20世紀の世界経済の
指針となったケインズ『一般理論』。難解で知られる
その思考の道筋を、平明な日本語におき換えた画
期的な新訳。下巻には、第5篇「貨幣賃金と物
価」、第6篇「一般理論の示唆するもの」を収録。
充実の訳注・索引・文献一覧。

9 存在と無 １

ジャン・ポール・サルトル 松浪信三郎 分類：哲学
9784480091062
ちくま学芸文庫 本体¥1,800
人間の意識の在り方（実存）を精緻に分析し、
存在と無の弁証法を問い究めた、サルトルの哲学
的主著。２０世紀フランス哲学の古典として、ま
た、さまざまな現代思想の源流とも位置づけられる
不朽の名著。１巻は、「即自」と「対自」が峻別さ
れる緒論から、「対自」としての意識の基本的在り
方が論じられる第二部までを収録。

※このリストは別紙ペーパー版のものとは異なり、商品順に
通番を振ってありますのでご注意下さい。

2 人間の条件

ハンナ・アレント 志水速雄 分類：哲学
9784480081568
ちくま学芸文庫 本体¥1,500
人間の活動的生活を《労働》《仕事》《活動》の三
側面から考察し、《労働》優位の近代世界を思想
史的に批判した。本書は、全体主義の現実的基
盤となった大衆社会の思想的系譜を明らかにしよう
した、アレントの主著のひとつである。

4 プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神

マックス・ヴェーバー 大塚久雄 分類：社会学
9784003420935
岩波文庫 本体¥1,130
営利の追求を敵視するピューリタニズムの経済倫理
が実は近代資本主義の生誕に大きく貢献したのだ
という歴史の逆説を究明した画期的な論考。M。
ヴェーバーが生涯を賭けた広大な比較宗教社会学
的研究の出発点。

6 雇用、利子および貨幣の一般理論 上

ジョン・メイナード・ケインズ 間宮陽介 分類：経済学
9784003414514
岩波文庫 本体¥1,070
「ケインズ革命」と呼ばれる大転機を画した書。新
古典派理論の特殊性と決別し、それに代わる包括
的な「一般理論」を樹立。資本主義の抱える大量
失業と不安定な経済循環への処方箋として、雇用
と有効需要、利子率と流動性とを組み合わせた独
自の体系を構想。現代経済学の出発点にして、今
なお必読の古典の待望の新訳。

8 不完全性定理

クルト・ゲーデル 林晋 分類：数学
9784003394410
岩波文庫 本体¥900
25歳のゲーデルが「数学基礎論」に実質的終止符
を打った不完全性定理論文は、数学の定理であり
ながら哲学、心理学、現代思想、情報科学などの
研究者をひきつけ、様々な影響を与えた。「解説」
では、不完全性定理論文の歴史的経緯を説明
し、その内容を丹念に解説する。

10 存在と無 ２

ジャン・ポール・サルトル 松浪信三郎 分類：哲学
9784480091079
ちくま学芸文庫 本体¥1,700
２巻は、第三部「対他存在」を収録。他者の存在
をめぐって、私と他者との相剋関係を論じた「まなざ
し」論をはじめ、愛、言語、無関心、欲望、憎悪、マ
ゾヒズム、サディズムなど、他者との具体的な諸問題
を論じる。

大学生のための100人100冊【20世紀
11 存在と無 ３

知の巨人 ver.3.0】

※このリストは別紙ペーパー版のものとは異なり、商品順に
通番を振ってありますのでご注意下さい。

12 生命とは何か

ジャン・ポール・サルトル 松浪信三郎 分類：哲学
9784480091086
ちくま学芸文庫 本体¥1,800
３巻は、第四部「持つ」「為す」「ある」を収録。この
三つの基本的カテゴリーとの関連で人間の行動を
分析。人間の絶対的自由を提唱する「自由と状
況」論や、独自の実存的精神分析の構想などが展
開される。

エルヴィン・シュレーディンガー 岡小天 分類：物理学
9784003394618
岩波文庫 本体¥720
量子力学を創始し、原子物理学の基礎を築いた
人が追究した生命の本質とは？ 本書は分子生
物学の生みの親となった20世紀の名著である。生
物現象ことに遺伝のしくみと染色体行動における物
質の構造と法則を物理学と化学で説明し、生物に
おける意義を究明する。

13 銃・病原菌・鉄 上巻

14 銃・病原菌・鉄 下巻

ジャレド・ダイアモンド 倉骨彰 分類：文明論
9784794218780
草思社文庫 本体¥900
なぜ人類は五つの大陸で異なる発展をとげたのか。
分子生物学から言語学に至るまでの最新の知見を
編 み 上 げて 人 類 史 の壮 大 な 謎 に 挑 む。 ピュ リッ
ツァー賞受賞作。

ジャレド・ダイアモンド 倉骨彰 分類：文明論
9784794218797
草思社文庫 本体¥900
ジャレド・ダイアモンド
1937年ボストン生まれ。カリフォルニア大学ロサンゼ
ルス校教授。進化生物学者、生理学者、生物地
理学者。アメリカ国家科学賞受賞

15 声と現象

16 アンチ・オイディプス 上

ジャック・デリダ 林好雄 分類：哲学
9784480089229
ちくま学芸文庫 本体¥1,300
デリダは、フッサールを読むことによって、「読む」とは
何か、「書く」とは何かを根底的に考え直した。現象
学的批判という方法が「形而上学的企てそのもの」
だということを暴き出し、その困難な作業の中から、
「脱構築」「差延」「エクリチュール」…といった「操作
子」が産み出された。

ジル・ドゥルーズ フェリクス・ガタリ 分類：哲学
9784309462806
河出文庫 本体¥1,200
マグマのような苛烈な文体によって、唯物論哲学を
大胆に書き変えた名著の新訳。精神分析批判から
資本主義と国家への根底的な批判へ向かい、その
ための「分裂分析」をうち立てた革命的な思考はい
まこそ「再発見」されなければならない。欲望機械
／器官なき身体とともに、最も危険でカオティックな
思考の実験がはじまる。

17 アンチ・オイディプス 下

18 ゲームの理論と経済行動 １

ジル・ドゥルーズ フェリクス・ガタリ 分類：哲学
9784309462813
河出文庫 本体¥1,200
無意職論、欲望論、精神病理論、身体論、家族
論、国家論、世界史論、資本論、貨幣論、記号
論、芸術論、権力論…のすべてであるとともに厳密
な哲学の書でもある奇跡的な著作の新訳。「器官
なき身体」とともにあらゆる領域を横断しつつ、破壊
と生産をうたう「分裂分析」は、来たるべき思考と実
践の指標であり続けている。

ジョン・フォン・ノイマン オスカー・モルゲンシュテルン 分類：数学
9784480092113
ちくま学芸文庫 本体¥1,600
今や経済学にとどまらず社会学・生物学など様々な
分野において、現象の分析や意思決定の方法論と
して応用されるようになったゲーム理論。その歴史は
本書をもって始まった。複雑な人間行動を厳密かつ
数学的に記述する新たな可能性を開き、後世に絶
大な影響を与えた記念碑的著作。本巻は“戦略
ゲーム”の形式的記述、およびゼロ和２人ゲームの
理論と実例について論じる。

19 ゲームの理論と経済行動 ２

20 ゲームの理論と経済行動 ３

ジョン・フォン・ノイマン オスカー・モルゲンシュテルン 分類：数学
9784480092120
ちくま学芸文庫 本体¥1,600
第１巻におけるゼロ和２人ゲームの定式化を踏ま
え、本巻ではプレイヤーが３人以上の場合のゼロ和
ゲームについて議論を展開し、ｎ人ゲームの一般論
へ向けた基礎をさらに積み上げていく。全３巻の中
核をなす議論である。

ジョン・フォン・ノイマン オスカー・モルゲンシュテルン 分類：数学
9784480092137
ちくま学芸文庫 本体¥1,700
第３巻では非ゼロ和ゲームにまで理論を拡張。これ
までの数学的結果をもとにいよいよ経済学的解釈
を試みる。全３巻完結。

大学生のための100人100冊【20世紀
21 存在と時間 １

知の巨人 ver.3.0】

※このリストは別紙ペーパー版のものとは異なり、商品順に
通番を振ってありますのでご注意下さい。

22 存在と時間 ２

マルティン・ハイデガー 熊野純彦 分類：哲学
9784003365144
岩波文庫 本体¥1,320
「存在すること」の意味はなにか。「現存在の存在」
とはなにか――1927年、ハイデガーは『存在と時
間』を発表、ギリシア以来の「存在」の問いに新たな
光を投じ、哲学界の地形を一挙に変容させた。生
まれでる思考の彩りをも伝える正確な訳文に、注
解・訳注、さらに全体を見通す梗概を付した、画期
的な新訳。

マルティン・ハイデガー 熊野純彦 分類：哲学
9784003365151
岩波文庫 本体¥1,320
「現存在の存在」の分析を通じて、「存在」一般の
意味を根底から問い直そうとした、20世紀最大の
哲学書。本巻では、「世界内存在」としての「現存
在」の基礎的分析の一環として、「共同存在」であ
る「ひと」のあり方に注目。「不安と恐れ」「気づかい」
「実在性」などを手がかりに、「現存在」の全体構
造、真理の存在に迫る。

23 存在と時間 ３

24 存在と時間 ４

マルティン・ハイデガー 熊野純彦 分類：哲学
9784003365168
岩波文庫 本体¥1,320
「現存在の存在」の分析を通じて、「存在」一般の
意味を根底から問い直そうとした、20世紀最大の
哲学書。「現存在」の基礎的分析を経て、本巻か
らは第二部「現存在と時間性」の考察が始まる。
「死へとかかわる存在」「良心の呼び声」「決意性」
などを契機に、現存在の全体性と本来性へと接近
し、時間性の問題群が予示される。

マルティン・ハイデガー 熊野純彦 分類：哲学
9784003365175
岩波文庫 本体¥1,200
「存在」一般の意味を根底から問い直そうとした、
20世紀最大の哲学書。現存在の存在意味は気
づかいであり、気づかいの意味は時間性である。本
巻ではその時間性に、日常性・歴史性の多様な分
析から接近。根源的な時間から存在の意味へと通
じるみちすじをも予告し、壮大な議論はいったん閉じ
られる。

25 知の考古学

26 ヨーロッパ諸学の危機と超越論的現象学

ミシェル・フーコー 慎改康之 分類：哲学
9784309463773
河出文庫 本体¥1,400
あらゆる領域に巨大な影響を与えたフーコーの最も
重要な著作を気鋭が四十二年ぶりに新訳。伝統
的な「思想史」と訣別し、歴史の連続性と人間学
的思考から解き放たれた「考古学」を開示した記念
碑的名著

エドムント・フッサール 細谷恒夫 分類：哲学
9784122023390
中公文庫 本体¥1,190
著者がその最晩年、ナチス非合理主義の嵐が吹き
すさぶなか、近代ヨーロッパ文化形成の歴史全体へ
の批判として秘かに書き継いだ現象学的哲学の総
決算。

27 精神分析入門 上巻

28 精神分析入門 下巻

ジークムント・フロイト 高橋義孝 分類：精神分析学
9784102038055
新潮文庫 本体¥850
精神病の命名と分類に終始していた伝統的精神
医学に対し、自由連想の採用という画期的方法に
よって症状の隠された意味を探る精神分析を創始
し文学にも多大な影響を与えた。本書は1915年
から17年までウィーン大学で一般向けに行われた
講義記録。明快な論旨の進め方、啓蒙を目的とし
た対話的手法で書かれた最適の入門書。

ジークムント・フロイト 高橋義孝 分類：精神分析学
9784102038062
新潮文庫 本体¥790
本書は、人間の心理には無意識の抑圧と抵抗とい
う複雑なメカニズムが存在し、ノイローゼの原因には
リビドーが深く関係していると唱えて、精神現象の解
明に偉大な貢献をしたフロイト理論を理解するため
の絶好の手引き。講義録である「錯誤行為」「夢」
「神経症総論」の三部に続いて、「精神分析入門
（続）」を併せて収録。

29 公正としての正義再説

30 善の研究

ジョン・ロールズ 分類：哲学
9784006004187
岩波現代文庫 本体¥1,820
『正義論』『政治的リベラリズム』等で著名な政治学
者が、A。セン等の批判にも応えながら「公正として
の正義」と自ら名付けた正義の構想の90年代以
降の理論的到達点を簡潔に示した、生前最後の
著書。ハーヴァードでの講義録をもとに加筆・編集し
たもので、大学生のテキストとしても、一般読者の
ロールズ入門書としても好適。

西田幾多郎 分類：哲学
9784003312414
岩波文庫 本体¥960
真の実在とは何か、善とは何か、宗教とは、神とは
何か――。主観と客観が分かたれる前の「純粋経
験」を手がかりに、人間存在に関する根本的な問い
を考え抜いた西田幾多郎（1870－1945）。東
洋の伝統を踏まえ、西洋的思考の枠組自体をも
考察対象とした本書は、以後百余年、日本の哲
学の座標軸であり続ける。

大学生のための100人100冊【20世紀
31 世界の共同主観的存在構造

知の巨人 ver.3.0】

※このリストは別紙ペーパー版のものとは異なり、商品順に
通番を振ってありますのでご注意下さい。

32 超国家主義の論理と心理

廣松渉 分類：哲学
9784003812419
岩波文庫 本体¥1,320
あるものをあるものとして認識するとはどういうこと
か？ われわれはいかにして「一つの世界」を共有
し、その世界はどのように構造化されているのか？
人間を「共同主観的存在」と見る立場から、認識
論の乗越えと再生を目指した廣松哲学、その核心
を示す主著。鼎談「サルトルの地平と共同主観性」
を付載。

丸山眞男 分類：政治学
9784003810439
岩波文庫 本体¥1,380
日本ナショナリズムは、なぜ超国家主義（ウルトラ・
ナショナリズム）へと突き進んだのか？ 敗戦の翌
年、日本軍国主義の精神構造に真っ向から対峙
し、抑 圧 が下 位 に 移 さ れ て い く 「 抑 圧 委 譲 の原
理」、それゆえの「無責任の体制」などを鋭く指摘し
丸山の名を一躍高めた表題作。

33 物理講義

34 人間の学としての倫理学

湯川秀樹 分類：物理学
9784061581951
講談社学術文庫 本体¥920
ニュートンから現代素粒子論まで、物理の世界はい
かに創られてきたか。若い人々のために随所で自分
の学生時代の経験に触れながら、物理学の歴史を
平易に講義。本書は「すでに創られた物理学」の概
説ではなく、これから「創りだす物理学」をめざして語
られた、湯川物理の真髄を伝えるユニークで興味深
く格調高い名講義の全録。

和辻哲郎
岩波文庫

分類：倫理学
9784003811047
本体¥840
倫理とは何であるか──主著『倫理学』の方法論
的序説とされてきた本書で和辻は、カントからマルク
スにいたる西洋哲学の人間観を十分に咀嚼した上
で、人倫の体系として倫理学を建設するという独自
の構想を提示。孤立的かつ共同的な人間存在の
根本構造を明らかにした。和辻倫理学への格好の
入門書。

35 啓蒙の弁証法

36 組織の限界

マックス・ホルクハイマー テオドール・アドルノ 分類：哲学
9784003369210
岩波文庫 本体¥1,320
フランクフルト学派の代表的名著。第2次大戦末
期、亡命先のカリフォルニアで書かれた。西欧文明
の根本的自己批判として名高い。〈啓蒙〉の光と闇
を理論的軸に、オデュッセイア論、サド論で具体的
に神話の寓意や道徳の根拠を検証。アメリカ大衆
文化や反ユダヤ主義批判によって近代の傷口を暴
き、現代の課題を示した。

ケネス・Ｊ・アロー 村上泰亮 分類：経済学
9784480097767
ちくま学芸文庫 本体¥1,000
現実の経済において、個人より重要な役割を果た
す組織。その経済学的分析はいかに可能か。ノーベ
ル賞経済学者による不朽の組織論講義！

37 文学とは何か 上

38 文学とは何か 下

テリー・イーグルトン 大橋洋一 分類：文学
9784003720417
岩波文庫 本体¥840
欧米文学理論の諸潮流を初心者にも分かりやすく
解説するすぐれた入門講義。上巻では文学理論が
対象とする「文学」とは何かを問うことから始め、19
世紀の英文学批評の誕生、現象学・解釈学・受
容理論、構造主義と記号論について詳細に論じ
る。明確な視座に立ち、読者の思考を刺激し触発
する「20世紀の古典」。

テリー・イーグルトン 大橋洋一 分類：文学
9784003720424
岩波文庫 本体¥920
下巻では20世紀後半の多様な批評を解説。ポス
ト構造主義、精神分析批評に加えて、ポストコロニ
アル批評、新歴史主義、カルチュラル・スタディーズ、
フェミニズム批評など1990年代以降に展開した文
学、言論をめぐる動向を手際よく整理。理論への入
門のみならず理論からの脱却をも視野に入れた画
期的な書。(全二冊完結)

39 サイバネティックス

40 言語と行為

ノーバート・ウィーナー 池原止戈夫 分類：数学
9784003394816
岩波文庫 本体¥1,080
心や脳の機能をダイナミックなシステムとして捉えよう
とした先駆的な書。その後の人工知能、カオスや自
己組織化といった非線形現象一般を対象とする研
究に大きな影響を与えた。また理系分野に留まら
ず、構造機能主義などの社会学にも多大な影響を
及ぼし、今日では認知科学やシステムバイオロジー
などの方法論の基礎となっている

ジョン・ラングショー・オースティン 飯野勝己 分類：哲学
9784065143131
講談社学術文庫 本体¥1,180
「言語行為論」は、ここから始まった。寡作で知られ
る哲学者オースティンがハーヴァード大学で行った歴
史的講義の記録。言葉は事実を記述するだけでは
ない。言葉を語ることがそのまま行為となるケースの
存在に着目し、「確認的（コンスタティヴ）」と「遂
行的（パフォーマティヴ）」の区別を提唱した本書
によって、哲学は決定的な変化を受けた。

大学生のための100人100冊【20世紀
41 大衆の反逆
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42 危機の二十年

ホセ・オルテガ・イ・がセット 佐々木孝 分類：哲学
9784003423110
岩波文庫 本体¥1,070
スペインの哲学者オルテガ・イ・ガセット(一八八三
─一九五五)による痛烈な時代批判の書。自らの
使命を顧みず、みんなと同じであることに満足しきっ
た「大衆」は、人間の生や世界をいかに変質させた
のか。一九三〇年刊行の本文に加え、「フランス人
のためのプロローグ」および「イギリス人のためのエピ
ローグ」も収録。

エドワード・ハレット・カー 原彬久 分類：政治学
9784003402214
岩波文庫 本体¥1,320
政治に対する倫理の優位を信じ望ましい政治秩序
を構想する、変革の思想としてのユートピアニズム。
現実を分析し、そのユートピアニズムの偽善を暴くリ
アリズム。戦間期二十年の国際政治に展開した理
想主義と現実主義の相克と確執に分析のメスを入
れ、時代と学問の力動的関係を活写する、二十世
紀国際政治学の記念碑。

43 人間

44 モダニティと自己アイデンティティ

エルンスト・カッシーラー 宮城音弥 分類：哲学
9784003367353
岩波文庫 本体¥1,200
大著『シンボル形式の哲学』から25年、アメリカに
在って新しい知的刺激を得ながらその成果を取り入
れて本書は書かれた。学説の長々しい議論を避
け、明瞭簡潔な表現で、心理学、存在論、認識
論の問題を論じ、神話と宗教、言語と芸術、科学
と歴史を俎上にのせて、自己解放の過程としての
人間文化を総合的に分析する。

アンソニー・ギデンズ 秋吉美都 分類：社会学
9784480510631
ちくま学芸文庫 本体¥1,500
常に新たな情報に開かれ、継続的変化が前提とな
る後期近代で、自己はどのような可能性と苦難を
抱えるか。独自の理論的枠組を作り上げた近代的
自己論。

45 民主主義の本質と価値

46 人文学と批評の使命

ハンス・ケルゼン 長尾龍一 分類：法学
9784003900017
岩波文庫 本体¥660
「自由の理念は破壊不可能なものである」。純粋
法学の創始者ハンス・ケルゼン（1881―1973）
の代表作。相対主義に立つ世界観と現実主義的
知性から、議会制民主主義は「自由」の最大化を
実現する国家形態であるとして擁護し、絶対的価
値の想定にもとづく独裁を批判する。民主主義の
危機が切迫した1929年刊。

エドワード・Ｗ・サイード 村山敏勝 分類：批評
9784006002985
岩波現代文庫 本体¥960
人文学の危機が現代にもつ意味とはなにか。人文
学的価値観はいかにデモクラシーに寄与しうるか。
生涯を通して人文主義者を体現したエドワード・サ
イード。他者の歴史と思想に反映する自己批判か
らこそ、正確な自己認識が生まれると説き、人文学
の真の目的をここに論じる。人文学再生にむけた、
サイード最後のメッセージ。

47 意思決定と合理性

48 生活世界の構造

ハーバート・アレグザンダー・サイモン 佐々木恒男 分類：経済学
9784480097040
ちくま学芸文庫 本体¥1,000
限られた合理性しかもたない人間が、いかに最善の
判断をなしうるか。組織論から行動科学までを総
合しノーベル経済学賞に輝いた意思決定理論の精
髄。

アルフレッド・シュッツ トーマス・ルックマン 分類：社会学
9784480097057
ちくま学芸文庫 本体¥1,700
「事象そのものへ」という現象学の理念を社会学研
究で実践し、日常を生きる「普通の人びと」の視点
から日常生活世界の「自明性」を究明した名著。

49 現代議会主義の精神史的状況

50 経済発展の理論 上

カール・シュミット 樋口陽一 分類：法学
9784003403013
岩波文庫 本体¥660
のちにナチスの桂冠法学者となるカール・シュミット
が、自由主義に対する体系的批判を行った初の著
作。不安定なワイマール体制への幻滅から、議会
主義の精神史的な基礎は過去のものになったとし、
議会主義と民主主義の連関を切断する。独裁理
論を考察し、ドイツの新しい政体を暗示した問題
作。1923年刊。

ヨーゼフ・A・シュムペーター 塩野谷祐一 分類：経済学
9784003414712
岩波文庫 本体¥970
成熟した資本主義の複雑なメカニズムを分析した
書物として、本書はケインズの『一般理論』と並ぶ古
典的地位を占める。資本主義経済過程を循環‐
発展の二段階的に把握し、革新・新結合という経
済内部の自発的な発展力に着目し、信用・資本・
利子・利潤・景気循環などの問題を統一的に解明
する。

大学生のための100人100冊【20世紀
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52 プラグマティズム

ヨーゼフ・A・シュムペーター 塩野谷祐一 分類：経済学
9784003414729
岩波文庫 本体¥840
成熟した資本主義の複雑なメカニズムを分析した
書物として、本書はケインズの『一般理論』と並ぶ古
典的地位を占める。資本主義経済過程を循環‐
発展の二段階的に把握し、革新・新結合という経
済内部の自発的な発展力に着目し、信用・資本・
利子・利潤・景気循環などの問題を統一的に解明
する。

ウィリアム・ジェイムズ 桝田啓三郎 分類：哲学
9784003364017
岩波文庫 本体¥900
プラグマティズムは、もっともアメリカ的なものの考え方
であり、今日のアメリカ資本主義社会とその文化を
築き上げてきた基調である。本書は、このような考え
方を初めて体系づけ、ヨーロッパの伝統的な思考方
法を打破した点で不朽の功績をもつ。アメリカ的な
ものの見かたの核心は、じつにこの一冊に圧縮され
ている。

53 不平等の再検討

54 統辞構造論

アマルティア・セン 池本幸生 分類：経済学
9784006003937
岩波現代文庫 本体¥1,580
1998年ノーベル経済学賞を受賞した著者は、本
書で、不平等の問題を所得分配の面からのみでは
なく、「人間は多様な存在である」ということを前提
にした視点から再考察することを提案した。「潜在
能力アプローチ」と呼ばれるその手法は、経済学にと
どまらず、倫理学、法律学、哲学など関連の諸分
野にも多大な影響を与えている。

ノーム・チョムスキー 福井直樹 分類：言語学
9784003369517
岩波文庫 本体¥1,140
生成文法による言語研究の「革命」開始を告げる
記念碑的著作。句構造や変換構造などの抽象的
な言語学的レベル、言語の一般形式に関する理
論、文法の単純性の概念などが、人間言語に対す
る深く透徹した洞察を与えることを立証。併録の論
考および訳者解説では本書の知的背景を詳細に
説明し、その後の展開も概観。

55 一般相対性理論

56 民主主義と教育 上

ポール・A・M・ディラック 江沢洋 分類：物理学
9784480089502
ちくま学芸文庫 本体¥900
量子力学の創設者の一人、ディラックによる、簡明
直截かつ美しい一般相対性理論の入門書。巻末
に訳者による「ディラックと一般相対性理論」を付
す。

ジョン・デューイ 松野安男 分類：教育学
9784003365236
岩波文庫 本体¥900
教育とは直接的な経験から出発し、これを絶え間
なく再構成・拡大深化してゆく過程である。従って、
それは子供や学校の問題にとどまらない。とすれば
民主主義社会における教育とは何か。教育に関す
る在来の学説をこの観点から根本的に洗い直し、
デューイ自身の考え方を全面的に展開し世界の教
育界の流れを変えた20世紀の古典。

57 民主主義と教育 下

58 遺伝子の川

ジョン・デューイ 松野安男 分類：教育学
9784003365243
岩波文庫 本体¥780
教育とは直接的な経験から出発し、これを絶え間
なく再構成・拡大深化してゆく過程である。従って、
それは子供や学校の問題にとどまらない。とすれば
民主主義社会における教育とは何か。教育に関す
る在来の学説をこの観点から根本的に洗い直し、
デューイ自身の考え方を全面的に展開し世界の教
育界の流れを変えた二十世紀の古典。

リチャード・ドーキンス 垂水雄二 分類：生命科学
9784794220431
草思社文庫 本体¥700
自己増殖を続ける DNA に導かれ、進化はどこへ
向かうのか。遺伝子の川の流れをたどりながら、自然
淘汰とダーウィン主義の真髄に徹底した論理思考
で鋭くせまる。

59 法の概念

60 後期資本主義における正統化の問題

ハーバート・L・A・ハート 長谷部恭男 分類：法学
9784480096487
ちくま学芸文庫 本体¥1,500
法とは何か。ルールの秩序という観念でこの難問に
立ち向かい、法哲学の新たな地平を拓いた名著。
批判に答える「後記」を含め、平明な新訳で送る。

ユルゲン・ハーバーマス 山田正行 分類：社会学
9784003860144
岩波文庫 本体¥970
国家が市場に介入する後期資本主義の時代にお
いて、政治・行政システムが経済システムの危機に
対処不能となり、大衆の忠誠を維持できなくなる
「正統化の危機」。それは社会全体から統合の基
盤が失われる現代特有の複合的な現象である。
ルーマンとの論争を経た著者がシステムにおける危
機の連鎖を理論的に分析した1973年の著作。

大学生のための100人100冊【20世紀
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62 映画とは何か 下

アンドレ・バザン 野崎歓 分類：映画論
9784003357811
岩波文庫 本体¥1,020
アンドレ・バザン（1918－1958）はフランスの映
画批評家。サイレントからトーキーへの移行に際し
批評の分野で新時代を開き、自ら創刊した『カイ
エ・デュ・シネマ』で健筆を振るった。本書は彼の映
画理論・批評の集大成の書である。上巻にはモン
タージュの拒絶、映画と演劇の関係など映画におけ
る〈現実〉とは何かを追究した論考を収録。

アンドレ・バザン 野崎歓 分類：映画論
9784003357828
岩波文庫 本体¥900
映画批評で新時代を開いたアンドレ・バザン
（1918－58）。下巻には典型的なアメリカ映画
である西部劇や映画とエロティシズムに関する考
察、デ・シーカやロッセリーニらイタリアのネオレアリズモ
を擁護した論考を収録する。作品との緊張に満ちた
対話を続けた本書は、今もなお映画と文化を論ず
るさいの源泉である。［全2冊完結］

63 呪われた部分

64 ドストエフスキーの詩学

ジョルジュ・バタイユ 酒井健 分類：現代思想
9784480098405
ちくま学芸文庫 本体¥1,300
「蕩尽」こそが人間の生の本来的目的である！
20世紀を代表し、その後の思想界を震撼させたバ
タイユの主著。第一人者による45年ぶりの新訳。

ミハイル・ミハイロヴィッチ・バフチン 望月哲男 分類：文学
9784480081902
ちくま学芸文庫 本体¥1,500
ドストエフスキーの画期性とは何か？ 《ポリフォニー
論》と《カーニバル論》という、魅力にみちた二視点を
提起した先駆的著作。

65 エクリチュールの零（ゼロ）度

66 イコノロジー研究 上

ロラン・バルト 森本和夫 分類：哲学
9784480085238
ちくま学芸文庫 本体¥1,000
言語体（ラング）とも文体（ステイル）とも異なる
文学の第三の形式的現実としての『エクリチュール』
は、はたして“文学”を解明したのか。つねに現代思
想の先頭を走り続けつつ、変貌を重ねたバルトのエ
クリチュールの冒険のすべては、ここから始まった。

エルヴィン・パノフスキー 浅野徹 分類：美学
9784480087218
ちくま学芸文庫 本体¥1,300
芸術作品を読み解き、その背後の意味と歴史的意
識を探求する図像解釈学。人文諸学に汎用され
るこの方法論の出発点となった記念碑的名著。

67 イコノロジー研究 下

68 経済史の理論

エルヴィン・パノフスキー 浅野徹 分類：美学
9784480087225
ちくま学芸文庫 本体¥1,400
上巻の、図像解釈学の基礎論的「序論」と「盲目
のクピド」等各論に続き、下巻は新プラトン主義と
芸術作品の相関に係る論考に詳細な索引を収
録。

ジョン・リチャード・ヒックス 新保博 分類：経済学
9784061592070
講談社学術文庫 本体¥1,180
世界経済史を理論的に解説。古代地中海世界の
都市国家で活躍した商人がその交易活動によって
「市場の浸透」の第一局面を開拓。続いて古代
ローマにおける貨幣や法の整備、中世イタリアの銀
行等信用制度の発達による中期の局面を経て、
産業革命期の近代で市場経済が支配的になった
とした。現代経済社会の理解に必携の著。

69 幾何学基礎論

70 中世都市

ダフィット・ヒルベルト 中村幸四郎 分類：数学
9784480089533
ちくま学芸文庫 本体¥1,200
20世紀の数学はヒルベルトを抜きにしては語れな
い、と言われるドイツ数学界の巨峰３７歳の処女
作。ユークリッド幾何学の全公理を結合・順序・合
同・平行・連続の５種の公理群にまとめ、相互の
独立性を完全に証明。公理論的方法が成功を収
めた典型例であり、数学全般の公理化への出発点
となった記念碑的著作。

アンリ・ピレンヌ 佐々木克己 分類：歴史学
9784065131619
講談社学術文庫 本体¥1,280
古代ローマ世界の枠組みはゲルマン諸族の侵入で
も維持されたかに見えたが、イスラム勢力の地中海
侵出により衰頽、変容していく。そんな停滞のなかい
つ「商人階層」が登場し、どのように都市と都市民が
生まれてきたのか。遺された細かな史料にいたるまで
渉猟し、一貫した問題意識から描かれた中世都市
成立史の不朽の名著。
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72 悪について

リチャード・フィリップス・ファインマン 釜江常好 分類：物理学
9784006001773
岩波現代文庫 本体¥1,100
「ねえ、リチャード、あなたは何を研究しているの？」
友達の奥さんが尋ねてきた。はてさて、どうする、ファ
インマンさん。物理が全然わからない人に、自分の
研究を理解してもらえるか。それも、超難解で鳴る
量子電磁力学を。光と電子があやなす不思議な
世界へ誘う好著。物理学者リチャード・ファインマ
ン、面目躍如の語りが冴える。

エーリッヒ・フロム 渡会圭子 分類：心理学
9784480098412
ちくま学芸文庫 本体¥1,000
『自由からの逃走』で、自由の重荷に耐えかねナチ
ズムへと傾倒していく人々の心理状況を克明に辿っ
たフロムは、本書でその考察をさらに深め、人間の本
性と悪との原理的な関係に迫る。人を悪へと導くさ
まざまな要因を究明するなかで、しだいに「人間らし
く生きること」の本当の意味が浮き彫りにされていく
―。

73 歴史入門

74 菊と刀

フェルナン・ブローデル 金塚貞文 分類：歴史学
9784122052314
中公文庫 本体¥800
二十世紀を代表する歴史学の大家が、その歴史
観を簡潔・明瞭に語り、歴史としての資本主義を
独創的に意味付ける、アナール派歴史学の比類な
き入門書。

ルース・フルトン・ベネディクト 長谷川松治 分類：日本文化論
9784061597082
講談社学術文庫 本体¥1,310
第二次大戦中の米国戦時情報局の日本研究を
もとに執筆。後の日本人論の源流となった不朽の
書。日本人の行動や文化の分析からその背後にあ
る独特な思考や気質を解明。“菊の優美と刀の殺
伐”に象徴される日本文化の型を探り当て、その本
質を批判的かつ深く洞察した、第一級の日本人
論。

75 道徳と宗教の二つの源泉

76 ベンヤミン・コレクション １

アンリ・ベルクソン 合田正人 分類：哲学
9784480096159
ちくま学芸文庫 本体¥1,500
道徳と社会を「閉じたもの」と「開かれたもの」に、宗
教を「静的宗教」と「動的宗教」に分け、個人から
生まれ出たエネルギーが人類全体への倫理的・宗
教的行為へと向かう、真の神秘主義の可能性を問
う。産業至上主義の世界が第二次大戦へと進んで
いく時代の、強い危機感のなかで、アクチュアルな意
識をもって執筆された著作。

ヴァルター・ベンヤミン 浅井健二郎 分類：哲学
9784480082169
ちくま学芸文庫 本体¥1,500
ゲーテ『親和力』論、アレゴリー論からボードレール論
を経て複製芸術論まで、ベンヤミンにおける近代の
意味を問い直すアンソロジー。

77 ホーキング、宇宙を語る

78 ２０世紀の歴史 上

スティーヴン・ウィリアム・ホーキング 林一 分類：物理学
9784150501907
ハヤカワ文庫 本体¥740
〔ビッグバンからブラックホールまで〕宇宙はどうやって
生まれ、どんな構造をもっているのか。この根源的な
問いに挑む「アインシュタインの再来」にして、難病と
闘いながら遥かな時空へ思考をはせる「車椅子の
天才」ホーキング。宇宙の神秘さえ解き明かす人間
理性の営為に全世界が驚嘆した、現代最高の宇
宙論。

エリック・ホブズボーム 大井由紀 分類：歴史学
9784480098665
ちくま学芸文庫 本体¥1,700
イギリスを代表する歴史家の20世紀史の傑作。
1914年の第一次世界大戦勃発から1991年のソ
連崩壊までを「短い20世紀」とする時代概念は本
書によってつくられた。上巻には、第一次大戦による
総力戦時代の幕開けと世界革命、経済恐慌、第
二次世界大戦などを扱った第１部と、東西間の冷
戦と戦後の繁栄に迫った第２部を収録。

79 ２０世紀の歴史 下

80 象徴交換と死

エリック・ホブズボーム 大井由紀 分類：歴史学
9784480098672
ちくま学芸文庫 本体¥1,900
1970年代を過ぎ、世界に再び危機が訪れる。不
確実性がいやますなか、ソ連崩壊が20世紀の終焉
を印した。歴史家の省察は我々に何を伝えるのか。

ジャン・ボードリヤール 今村仁司 分類：哲学・社会学
9784480080134
ちくま学芸文庫 本体¥1,500
マルクス主義と資本主義擁護論の両者に共通する
生産中心主義の理論を批判し、すべてがシミュレー
ションと化した現代システムの像を鮮やかに提示した
上で、〈死の象徴交換〉による、その内部からの〈反
乱〉を説く、仏ポストモダン思想家の代表作。

大学生のための100人100冊【20世紀
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82 世界史 上

カール・ポランニー 玉野井芳郎 分類：経済学
9784480087591
ちくま学芸文庫 本体¥1,400
労働、土地、貨幣がすべて市場メカニズムの中に組
み込まれて、いわば社会の実体が市場の諸法則に
従属させられるにいたった”市場経済社会”は人類
史上極めて特殊な制度的所産である――非市場
社会の考察を通じて経済人類学に大転換をもたら
した古典的名著。

ウィリアム・Ｈ・マクニール 増田義郎 分類：歴史学
9784122049666
中公文庫 本体¥1,333
世界の各地域を平等な目で眺め、相関関係を分
析しながら歴史の歩みを独自の史観で描き出した、
定評ある世界史。ユーラシアの文明誕生から紀元
一五〇〇年までを彩る四大文明と周縁部。

83 世界史 下

84 メディアはマッサージである

ウィリアム・Ｈ・マクニール 増田義郎 分類：歴史学
9784122049673
中公文庫 本体¥1,333
俯瞰的な視座から世界の文明の流れをコンパクト
にまとめ、歴史のダイナミズムを描き出した名著。西
欧文明の興隆と変貌から、地球規模でのコスモポリ
タニズムまで。

マーシャル・マクルーハン クエンティン・フィオーレ 分類：社会学
9784309464060
河出文庫 本体¥850
電子的ネットワークの時代をポップなヴィジュアルで
予言的に描いたメディア論の名著が、気鋭の訳者に
よる新訳で、デザインも新たに甦る。全ページを解説
した充実の「副音声」を巻末に付す。

85 服従の心理

86 パワー・エリート

スタンレー・ミルグラム 山形浩生 分類：心理学
9784309463698
河出文庫 本体¥1,300
権威が命令すれば、人は殺人さえ行うのか？ 人
間の隠された本性を科学的に実証し、世界を震撼
させた通称〈アイヒマン実験〉――その衝撃の実験
報告。心理学史上に輝く名著の新訳決定版。

Ｃ・ライト・ミルズ 鵜飼信成 分類：社会学
9784480099679
ちくま学芸文庫 本体¥1,900
大企業・政界・軍部の権力エリート層は相互の人
脈や利害調整等で均衡を保ちつつ、権力・富・威
信を集中させ、さらにマス・メディア等を通じて大衆
支配していく構図を詳細に分析。世界中で読まれ
る階級論格差論の古典的必読書。

87 精選シーニュ

88 贈与論

モーリス・メルロ＝ポンティ 廣瀬浩司 分類：哲学
9784480510020
ちくま学芸文庫 本体¥1,400
メルロポンティの代表的論集『シーニュ』より重要論
考のみを厳選し、新訳。精確かつ平明な訳文と懇
切な注釈により、その真価が明らかとなる。

マルセル・モース 森山工 分類：文化人類学
9784003422816
岩波文庫 本体¥1,200
贈与や交換は、社会の中でどのような意味を担って
いるのか？ モースは、ポリネシア、メラネシア、北米
から古代ローマ、ヒンドゥー等の古今東西の贈与体
系を比較し、すべてを贈与し蕩尽する「ポトラッチ」
など、その全体的社会的性格に迫る。「トラキア人
における古代的な契約形態」「ギフト、ギフト」の二
篇と詳しい注を付す。

89 生物から見た世界

90 ジャック・ラカン精神分析の四基本概念 上

ヤーコプ・フォン・ユクスキュル ゲオルク・クリサート 分類：生物学
9784003394311
岩波文庫 本体¥720
甲虫の羽音とチョウの舞う、花咲く野原へ出かけよ
う。生物たちが独自の知覚と行動でつくりだす〈環世
界〉の多様さ。この本は動物の感覚から知覚へ、行
動への作用を探り、生き物の世界像を知る旅にい
ざなう。行動は刺激への物理反応ではなく、環世
界あってのものだと唱えた最初の人ユクスキュルの、
今なお新鮮な科学の古典。

ジャック・ラカン 分類：精神分析学
9784003860168
岩波文庫 本体¥780
「フロイトに還れ」を旗印に、二〇世紀の精神分
析、思想全般に新しい潮流を生み出したジャック・
ラカン。三〇年近くにわたって続けられたセミネールの
中でも、転回点を示すものとして名高い一九六四
年の講義録。「無意識、反復、転移、欲動」の四つ
の基本概念について、白熱した議論が繰り広げられ
る。改訳を経ての初の文庫化。（全2巻）
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92 哲学入門

ジャック・ラカン 分類：精神分析学
9784003860175
岩波文庫 本体¥1,010
精神分析の四つの基本概念―無意識・反復・転
移・欲動―の本質に迫る、ラカンのセミネールの記
録。「無意識は一つのランガージュとして構造化され
ている」という定式を打ち立てた後、下巻では、転移
と分析家、欲動と疎外、主体と〈他者〉の関係な
ど、重要な問題が次々に検討される。（全2巻）

バートランド・ラッセル 高村夏輝 分類：哲学
9784480089045
ちくま学芸文庫 本体¥1,000
「理性的な人なら誰にも疑えない、それほど確実な
知識などあるのだろうか」。この書き出しで始まる本
書は、近代哲学が繰りかえし取り組んできた諸問題
を、これ以上なく明確に論じた。今日も読みつがれ
る哲学入門書の最高傑作。

93 力学・場の理論

94 自己言及性について

レフ・D・ランダウ エヴゲーニ・M・リフシッツ 分類：物理学
9784480091116
ちくま学芸文庫 本体¥1,500
圧倒的に名高い「理論物理学教程」に、ランダウ自
身が構想した入門篇があった！ 幻の名著「小教
程」がいまよみがえる。

ニクラス・ルーマン 土方透 分類：社会学
9784480096777
ちくま学芸文庫 本体¥1,300
国家、宗教、芸術、愛……。私たちの社会を形づく
るすべてを動態的・統一的に扱う理論は可能か？
20世紀社会学の頂点をなすルーマン理論への招
待。

95 仮面の道

96 全体性と無限 上

クロード・レヴィ＝ストロース 山口昌男 分類：文化人類学
9784480096470
ちくま学芸文庫 本体¥1,400
アメリカ北西海岸の諸部族が伝承してきた仮面。そ
れは歴史や環境の中で、信仰や祭儀とともに組み
たてられた神話世界を反映している。著者は、構造
人類学の視点から、仮面という造形の裏に折り重
なった意味内容とコードの体系を読解し、個人の主
観を人類の共有する幻想へと繋ぐ。

エマニュエル・レヴィナス 熊野純彦 分類：哲学
9784003369111
岩波文庫 本体¥1,130
20世紀を代表する思想家の主著。フッサールとハイ
デガーに学んだレヴィナスは、西欧哲学を支配する
「全体性」の概念を拒否し、「全体性」にけっして包
み込まれることのない「無限」を思考した。暴力の時
代のただなかで、その超克の可能性を探りつづけた
哲学的探求は、現象学の新たな展開を告げるもの
となる。（全2冊）

97 全体性と無限 下

98 帝国主義論

エマニュエル・レヴィナス 熊野純彦 分類：哲学
9784003369128
岩波文庫 本体¥1,010
20世紀を代表する哲学者の主著。下巻では、他
者の「顔」をめぐる著名な議論が展開され、「同」に
対する「他」の優位、存在論に対する倫理学の優
位が説かれる。暴力と殺戮が蔓延し、人間性が
日々焼きつくされる時代を生きのびた1人のユダヤ
人思想家が、主体と他者の回復に向けた、困難な
希望をたぐりよせる。（全2冊）

ヴラジーミル・イリイチ・レーニン 角田安正 分類：政治経済学
9784334751128
光文社古典新訳文庫 本体¥720
20世紀初頭に書かれたレーニンの代表的論文。変
貌を続ける資本主義を理解するためにもう一度読
まれるべき書物である。新訳は既訳の欠点をすべて
克服した決定版。

99 宇宙創成はじめの３分間

100 ハーメルンの笛吹き男

スティーヴン・ワインバーグ 小尾信弥 分類：物理学
9784480091598
ちくま学芸文庫 本体¥1,300
有史以来、強烈なイメージを伴って人類が語り続け
てきた宇宙誕生の物語。物理学の知識や天体観
測の技術が飛躍的に向上した現在、われわれが
「見る」ことのできる天地創造はどのようなストーリー
だろうか？読者はワインバーグの易しく明快な語り
口をガイドに、開闢間もない宇宙の姿を目の当たり
にするだろう。

阿部謹也
ちくま文庫

分類：歴史学
9784480022721
本体¥760
《ハーメルンの笛吹き男》伝説はどうして生まれたの
か。13世紀ドイツの小さな町で起こったひとつの事
件の謎を、当時の人々の生活を手がかりに解明、こ
れまで歴史学が触れてこなかった欧州中世社会の
差別の問題を明らかにし、人々の心的構造の核に
あるものに迫る。新しい社会史を確立する契機と
なった記念碑的作品。

大学生のための100人100冊【20世紀
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102 意識と本質

網野善彦 分類：歴史学
9784480089298
ちくま学芸文庫 本体¥1,200
貨幣経済、階級と差別、権力と信仰、女性の地
位、多様な民族社会に対する文字・資料の有りよ
うなど、日本中世の真実とその多彩な横顔をいきい
きと平明に語る。

井筒俊彦
岩波文庫

分類：哲学
9784003318522
本体¥1,070
東洋哲学の諸伝統の分析から得た根元的思想パ
ターンを己れの身にひきうけて主体化し、その基盤の
上に新しい哲学を生み出さなければならない。本書
はこうした問題意識を独自の「共時的構造化」の方
法によって展開した壮大な哲学的営為であって、そ
の出発点には自分の実存の「根」が東洋にあるとい
う著者の痛切な自覚があった。

103 生物の世界

104 経済原論

今西錦司 分類：生物学
9784061340107
講談社文庫 本体¥600
生物社会の構成原理を生物と環境・社会論と歴
史論の面から明確にし、今西生物学の所謂「棲み
分け理論」をはじめとする思想的自画像風のユニー
クな文化論。生態学への関心が強い折その基本書
として必読。

宇野弘蔵
岩波文庫

105 文明の生態史観

106 新視覚新論

梅棹忠夫
中公文庫

分類：文明論
9784122030374
本体¥743
東と西、アジア対ヨーロッパという、慣習的な座標軸
のなかに捉えられてきた世界史に革命的な新視点
を導入した比較文明論の名著。

107 トランスクリティーク

分類：経済学
9784003415122
本体¥840
著者は『資本論』を精確にかつ批判的に読むこと
で、社会科学としてのマルクス経済学を構築した。
本書は宇野経済理論の基礎を、その中心部分に
おいて集約的に述べた代表的著作。マルクス『資本
論』への望みうる最良の手引書であると同時に、い
まだマルクス経済学への根本的な問題提起を喚起
し続けている内在的批判の書。

大森荘蔵 分類：哲学
9784065249444
講談社学術文庫 本体¥1,310
見て聞いたものは「外」にあり、思い出や感情は自
分の「心の中」のもの―それは人が抱く根本的な事
実誤認ではないか？「外なる世界と内なる心、とい
う分別は誤りだと思う」。森羅万象、過去現在未来
意志…すべてひとしく四次元の全宇宙世界の立ち
現われであり、「私」である。大森哲学の原点にして
最高峰、待望の文庫化！

108 「いき」の構造

柄谷行人 分類：哲学
9784006002336
岩波現代文庫 本体¥1,700
カントによってマルクスを読み、マルクスによってカント
を読む。社会主義の倫理的根源を明らかにし、来
るべき社会への実践を構想する本書は、絶えざる
「移動」による視差の獲得とそこからなされる批評作
業（トランスクリティーク）の見事な実践であり、各
界に大きな衝撃を与えた。

九鬼周造 分類：哲学
9784061596276
講談社学術文庫 本体¥800
「粋」とは何か？横縞より縦縞が、赤・黄色より茶・
鼠色が「いき」なのはなぜか？著者は欧州哲学を下
敷きに、歌舞伎、清元、浮世絵、文様等々の芸術
各分野を横断し、この美意識に潜む「異性への媚
態」「江戸文化の意気地」「諦めと恬淡」を解読して
いく。生きた現実を哲学的に解明した名著に、豊富
な注・解説を施して読む全注釈版。

109 日本的霊性

110 近世数学史談

鈴木大拙
岩波文庫

分類：仏教学
9784003332313
本体¥840
現代仏教哲学の頂点をなす著作であり、著者が到
達した境地が遺憾なく示される。日本人の真の宗
教意識、日本的霊性は鎌倉時代に禅と浄土系思
想によって初めて明白に顕現し、その霊性的自覚
が現在に及ぶと述べる。著者は日本の仏教徒には
仏教という文化財を世界に伝える使命があると考
え、本書もその一環として書かれた。

高木貞治
岩波文庫

分類：数学
9784003393918
本体¥780
世界的数学者、類体論の高木貞治（一八七五
―一九六〇）が独特の語り口で、ガウス、アーベ
ル、ガロアらの発見を語る。巨人たちを輩出した近
世数学の勃興期――フランス革命後一九世紀前
半までの数学史を論じて数多くの数学少年の夢を
育てた本書は、そのロマンティックな時代の空気まで
も伝えて読む者を倦ませない。

大学生のための100人100冊【20世紀

知の巨人 ver.3.0】

111 鏡の中の物理学

※このリストは別紙ペーパー版のものとは異なり、商品順に
通番を振ってありますのでご注意下さい。

112 ブッダ伝

朝永振一郎 分類：物理学
9784061580312
講談社学術文庫 本体¥720
ノーベル物理学賞著者がユーモアをまじえながら平
明に説く。“鏡の中の世界と現実の世界との関係”と
いう日常的な現象を通して、最も基本的な自然法
則や科学することの意義が語る。また量子的粒子
「波乃（なみの）光子」を被告とした裁判劇は平
易に量子力学の本質を解き明したノン・フィクション
の傑作として、読者に深い感銘を与える。

中村元 分類：仏教学
9784044089146
角川文庫 角川ソフィア文庫 本体¥1,000
煩悩を滅する道をみずから歩み、人々に教え諭した
ブッダ。出家、悟り、初の説法など生涯の画期となっ
た出来事をたどり、人はいかに生きるべきかを深い慈
悲とともに説いたブッダの心を、忠実、平易に伝え
る。

113 物語批判序説

114 ソシュールを読む

蓮實重彦 分類：表象文化論：批評
9784065140659
講談社文芸文庫 本体¥2,100
かつて人は自分だけが知っていることを自分の言葉
で語った。だが19世紀半ばの「フランス革命より遙か
に重要」な変容で、人は誰もが知っている事実を確
認し合うように誰もが知る物語を語り始めた。フロー
ベール『紋切型辞典』を足がかりにプルースト、サル
トル、バルトらの仕事とともに、未だ私達を覆う変容
の正体を追う。

丸山圭三郎 分類：言語学
9784062921206
講談社学術文庫 本体¥1,310
近代言語学の父ソシュール。残された手稿と「一般
言語学講義」聴講生のノートから三度の講義内容
を復元し、コトバを手がかりに文化や社会の幻想性
を解明・告発する、その思想と方法を精緻に読み
解く。20世紀の諸科学、とりわけ構造主義やポスト
構造主義に多大な影響を与えた思想の射程と今
日的な可能性が鮮やかに甦る。

115 人生論ノート

116 時間の比較社会学

三木清 分類：哲学
9784101019017
新潮文庫 本体¥430
死について、幸福について、懐疑について、偽善に
ついて、個性について、など23題――ハイデッガーに
師事し、哲学者、社会評論家、文学者として昭和
初期における華々しい存在であった三木清の、肌の
ぬくもりさえ感じさせる珠玉の名論文集。

真木悠介（見田宗介） 分類：社会学
9784006001087
岩波現代文庫 本体¥1,460
原始共同体、古代日本、ヘレニズムとヘブライズ
ム、近代社会－文化と社会形態によって異なる時
間の感覚と観念を比較検討し、近代的自我に特
有の時間意識がいかに形成されたかを、自然と人
間、共同体と都市、市場と貨幣等の関係の中で解
明。近代世界の自己解放運動の一環を担う比較
社会学の深い洞察に満ちた労作。

117 科挙

118 近代科学を超えて

宮崎市定
中公文庫

分類：歴史学
9784122041707
本体¥914
二万人を収容する南京の貢院に各地の秀才が
集ってくる。老人も少なくない。完備しきった制度の
裏の悲しみと喜びを描き凄惨な試験地獄の本質を
衝く。

119 遠野物語

柳田国男 分類：民俗学
9784043083206
角川文庫 角川ソフィア文庫 本体¥520
雪女・天狗・河童の話、正月行事や狼たちの生態
――。遠野郷（岩手県）には、怪異や伝説、古く
からの習俗が、なぜかたくさん眠っていた。日本の原
風景を描く日本民俗学の金字塔。年譜・索引・地
図付き。

村上陽一郎 分類：科学史
9784061587649
講談社学術文庫 本体¥880
パラダイムとサブ・パラダイム、サブ・パラダイム同士の
緊密な相関関係に着目しながら、科学の縦断的
（歴史的）＝横断的（構造論的）考察から、
科学史と科学哲学の交叉するところに、科学の進
むべき新しい道をひらいた画期的な科学論である。

120 君たちはどう生きるか

吉野源三郎 分類：評論
9784003315811
岩波文庫 本体¥970
著者がコペル少年の精神的成長に託して語り伝え
ようとしたものは何か。それは、人生いかに生くべきか
と問うとき、常にその問いが社会科学的認識とは何
かという問題と切り離すことなく問われねばならぬ、と
いうメッセージであった。

