
北海道の蝶
永盛 俊行・芝田　翼・辻　規男・石黒　誠 著　2020／四六判・432頁・3,000円
ISBN 978-4-8329-1407-0　C0045

この蝶、何ていう名前？　見て・採って・探して・飼って・整理して、いま飛んでいる蝶から卵・幼
虫・蛹、食草、分布、生態までが一目でわかる北海道の蝶を丸ごと知るための図鑑です。北海
道の蝶のすべてを、楽しもう！
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はじめに
この本の見方
本書に出てくる用語の解説
主な参考図書
Ⅰ．標本図版
Ⅱ．種解説
Ⅲ．卵、幼虫、蛹、食草・食樹図版
Ⅳ．楽しい生態観察のすすめ
蝶の和名－学名索引
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日本海草図譜［改訂版］
大場 達之・宮田 昌彦 著　2020／A4判・156頁・10,000円
ISBN 978-4-8329-1409-4　C3045

全26種2亜種1変種4雑種収録の専門図鑑。2007年刊行のオリジナル版と異なる大きな特徴
は、①“準海草”としたものを海草として扱ったこと、②APG分類体系Ⅳ（2016）と国際藻類・
菌類・植物命名規約（2018）に準拠したこと、③著者らの葉緑体rbcL遺伝子をマーカーとし
たオモダカ目の系統解析を踏まえて改訂を行ったこと、④本のサイズを書棚への収納を考慮し
てA3判からA4判としたことである。
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ヒグマ学への招待
─ 自然と文化で考える ─
増田 隆一 編著　2020／A5判・384頁・3,600円
ISBN 978-4-8329-7415-9　C1045

ヒグマ学は、ヒグマをキーワードとして、その生物学にとどまらず、北海道や北ユーラシアという
生息する自然環境や生物多様性の保全、そしてヒトの文化と現代社会との関係を考える学際的
な学問である。ヒグマ学を通して、私たちが自然とどのように共存していくべきかを考える。

●目次
はじめに
序 章─ヒグマ学とは何か／増田隆一
　第Ⅰ部　ヒグマと自然環境
第1章　ヒグマの生態／山中正実
第2章　世界のヒグマと移動の歴史／平田大祐
第3章　 想像を超えたヒグマとサケのつながり  

─互いに影響する生態と進化、そして生態
系全体へ／小泉逸郎

第4章　北海道におけるシマフクロウとヒグマ／竹中　健
第5章　市街地とヒグマ／早稲田宏一
　第Ⅱ部　文化の中のヒグマ
第6章　 クマ信仰・儀礼はなぜヒグマで顕著なのか 

／天野哲也
第7章　「熊送り」の動物考古学／佐藤孝雄

第8章　口承文芸からみたアイヌ文化のクマ／児島恭子
第9章　古文書の中のヒグマ／松本あづさ
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─八雲町の木彫り熊を中心として／大谷茂之
　第Ⅲ部　ヒグマとの共存
第11章　現代社会におけるヒグマ／間野　勉
第12章　 この土地を理解する鍵としてのヒグマ 

／伊藤健次
第13章　 ヒグマの生活史  

─飼育と観察記録からの探求／前田菜穂子
第14章　 動物園におけるクマ類の飼育管理と種の保存

／福井大祐
第15章　ヒグマを通して自然を学ぶ／表　渓太
終 章─これからのヒグマ学／増田隆一
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●目次
はじめに / 執筆一覧 / 凡例 / 形態用語
第Ⅰ部　標本写真
第Ⅱ部　解　説
日 本産ハバチ・キバチ類総論 

1．ハバチ類の種多様性 / 2．形態的特徴 / 3．生態的特徴 / 
4．ハバチ類の種多様化機構 / 5．ハバチ類の遺伝的特徴

日本産ハバチ・キバチ類の科の検索表
上科・科・亜科・属・種の解説
引用文献 / 和名索引 / 学名索引

日本産ハバチ・キバチ類図鑑
内藤 親彦・篠原 明彦・原　秀穂 著／伊藤 ふくお 写真
2020／B5判・552頁・18,000円
ISBN 978-4-8329-1408-7  C3045

日本産589種の標本写真をカラー184頁に掲載し解説した画期的な専門
図鑑。トゲツメクワガタハバチなど6種については原論文からの図版を解
説中にモノクロで転載し、ヒメナギナタハバチなど200種については検
索表中で扱い種名の後に分布を記した。日本のハバチ研究約200年の歴
史と、著者たちの50年に及ぶ研究成果を集大成した専門図鑑。

─ 力の文明から命の文明へ ─
服部 英二 著
2020／四六判・308頁・2,800円
ISBN 978-4-8329-3412-2  C1012

ユネスコで「世界遺産」「文明間の対話」と国連SDGsの基礎となる知の対話を
リードしてきた著者が、自らの足跡を辿りつつ、諸文明・諸宗教に通底する価値
を見出す「間の哲学」の視点から、地球と人類の危機を克服する、人間中心主義
を超えた生命の倫理＝地球倫理を提唱。

●目次
はじめに
　第一部　地球倫理への道　通底する価値を求めて
第1章　科学と文化の対話　ユネスコの使命
第2章　通底する価値を探る
第3章　聖性と霊性の変遷　一神教と多神教
　第二部　人類文明の多様性　「あわいの智」へ
第4章　メシア思想と覇権主義
第5章　キリスト教と仏教
第6章　イスラーム文明との対話
第7章　ルネサンスとは何か？
第8章　あわいの智へ　オーギュスタン・ベルクの風土学が語るもの
　第三部　アカデミア賞受賞記念講演
結　章　「普遍」から「通底」へ　人類文明の危機と日本の役割
おわりに

地球倫理への旅路

部

日本産ハバチ・キバチ類図鑑
ISBN978-4-8329-1408-7　C3045
2020／B5判・552頁・18,000円

部

教材憲法判例　第5版
ISBN978-4-8329-2910-4　C3332
2020／A5判・616頁・3,200円

部

北極の人間と社会
─ 持続的発展の可能性 ─
ISBN978-4-8329-6856-1　C3036
2020／A5判・306頁・3,400円

部

アイヌ民族法制と憲法
ISBN978-4-8329-6841-7　C3032
2018／A5判・378頁・3,800円

部

世界はボーダーフル
ISBN978-4-8329-6852-3　C0031
2019／B5判・64頁・900円

部

地球倫理への旅路
─ 力の文明から命の文明へ ─
ISBN978-4-8329-3412-2　C1012
2020／四六判・308頁・2,800円

部

ファシズムと聖なるもの／古代的なるもの
ISBN978-4-8329-6846-2　C3014
2020／A5判・290頁・3,200円

部

地震による地すべり災害
─ 2018年北海道胆振東部地震 ─
ISBN978-4-8329-8235-2　C3051
2020／B5判・370頁・6,300円

部

北海道の蝶
ISBN978-4-8329-1407-0　C0045
2020／四六判・432頁・3,000円

部

宗教意識の国際比較
─ 質問紙調査のデータ分析 ─
ISBN978-4-8329-6829-5　C3036
2020／A5判・376頁・8,000円

部

人間の内なる時計
─  体内時計を発見した男　ユルゲン・アショフの生涯 ─
ISBN978-4-8329-8234-5　C3023
2019／B5変判・328頁・7,000円

部

ことわざ比較の文化社会学
─ 日英仏の民衆知表現 ─
ISBN978-4-8329-3409-2　C1036
2020／四六判・228頁・3,000円

部

近代中央アジアの綿花栽培と遊牧民
─ GISによるフェルガナ経済史 ─
ISBN978-4-8329-6859-2　C3033
2020／A5判・310頁・7,500円

部

知っておきたいパラオ
─ ボーダーランズの記憶を求めて ─
ISBN978-4-8329-6863-9　C0025
2020／B5判・60頁・900円

部

宗教社会学論集　第1巻上
ISBN978-4-8329-2517-5  C3336
2019／A5判・452頁・5,400円

部

アジアの公共宗教
─ ポスト社会主義国家の政教関係 ─
ISBN978-4-8329-6860-8　C3014
2020／A5判・350頁・6,200円

部

時間感染症学
ISBN978-4-8329-8233-8　C3047
2020／B5判・354頁・8,500円

部

日本海草図譜［改訂版］
ISBN978-4-8329-1409-4　C3045
2020／A4判・156頁・10,000円

部

かなしむ人間
─ 人文学で問う生き方 ─
ISBN978-4-8329-3404-7　C1095
2019／四六判・296頁・2,600円

部

ヒグマ学への招待
─ 自然と文化で考える ─
ISBN978-4-8329-7415-9　C1045
2020／A5判・384頁・3,600円

部

新渡戸稲造のまなざし
ISBN978-4-8329-3407-8　C1023
2020／四六判・216頁・2,200円

部

丸山真男と戦後民主主義
ISBN978-4-8329-6862-2　C3031
2019／A5判・338頁・2,900円

部

追跡 間宮林蔵探検ルート
─ サハリン・アムール・択捉島へ ─
ISBN978-4-8329-3406-1　C1025
2020／四六判・228頁・2,500円

部

ロシア極東 秘境を歩く
─ 北千島・サハリン・オホーツク ─
ISBN978-4-8329-3398-9　C1025
2016／四六判・228頁・2,800円

部

世界のタテハチョウ図鑑
─ 卵・幼虫・蛹・成虫・食草 ─
ISBN978-4-8329-8223-9　C3045
2016／A4判・566頁・32,000円

部

完本 北海道蝶類図鑑
ISBN978-4-8329-1401-8　C3045
2016／B5判・406頁・13,000円

部

日本産花粉図鑑［増補・第2版］
ISBN978-4-8329-8222-2　C3045
2016／B5判・1016頁・18,000円

部

病原細菌・ウイルス図鑑
ISBN978-4-8329-8229-1　C3047
2017／A4判・916頁・60,000円

部

現代日本政治講義
─ 自民党政権を中心として ─
ISBN978-4-8329-6847-9　C3031
2019／四六判・240頁・2,400円

部

日本語聞き手待遇表現の社会語用論的研究
ISBN978-4-8329-6855-4　C3081
2020／A5判・356頁・8,600円

部

議会審議の国際比較
─ 【議会と時間】の諸相 ─
ISBN978-4-8329-6858-5　C3031
2020／A5判・320頁・5,800円

部

紅い戦争のメモリースケープ
─ 旧ソ連・東欧・中国・ベトナム ─
ISBN978-4-8329-6845-5　C3036
2019／A5判・250頁・3,200円



日本語聞き手待遇表現の 
社会語用論的研究
呉 泰均 著

ISBN978-4-8329-6855-4　C3081
2020／A5判・356頁・8,600円

敬語をはじめとする聞き手の待遇を配慮する表
現について、社会語用論的に分析

丸山真男と 
戦後民主主義
清水 靖久 著

ISBN978-4-8329-6862-2　C3031
2019／A5判・338頁・2,900円

破滅的な戦争から再出発した日本のデモクラ
シーを丸山真男の軌跡とともに考える

現代日本政治講義
─ 自民党政権を中心として ─

藪野 祐三 著

ISBN978-4-8329-6847-9　C3031
2019／四六判・240頁・2,400円

1955年以降の日本政治をわかりやすく包括的
に論ずる、藪野政治学の入門書

［スラブ・ユーラシア叢書 13］

紅い戦争のメモリースケープ
─ 旧ソ連・東欧・中国・ベトナム ─

越野 剛・高山 陽子 編著

ISBN978-4-8329-6845-5　C3036
2019／A5判・250頁・3,200円

博物館や記念碑、小説や映画・ドラマで描か
れる社会主義の記憶の光景を描き出す

議会審議の国際比較
─ 【議会と時間】の諸相 ─

岡田 信弘 編著

ISBN978-4-8329-6858-5　C3031
2020／A5判・320頁・5,800円

「時間」の要素に着目し、日仏独伊英米の議会
審議の運営のあり方の比較を試みる

［スラブ・ユーラシア叢書 14］

北極の人間と社会
─ 持続的発展の可能性 ─

田畑 伸一郎・後藤 正憲 編著

ISBN978-4-8329-6856-1　C3036
2020／A5判・306頁・3,400円

急変する北極域の気候変動と環境変化が人間
社会にどのような影響をもたらすのか

教材憲法判例　第5版
中村 睦男・常本 照樹・岩本 一郎・ 
齊藤 正彰 編著

ISBN978-4-8329-2910-4　C3332
2020／A5判・616頁・3,200円

教科書採用多数の定番書、12年ぶりの改訂
版！　横書きで読みやすくなりました

［ブックレット・ボーダーズ No.6］

世界はボーダーフル
岩下 明裕 著

ISBN978-4-8329-6852-3　C0031
2019／B5判・64頁・900円

北米、欧州、ユーラシアを旅する筆者が見た世
界のボーダー・ストーリー！

アイヌ民族法制と憲法
中村 睦男 著

ISBN978-4-8329-6841-7　C3032
2018／A5判・378頁・3,800円

北海道旧土人保護法の制定から新たなアイヌ
文化振興法に至るまでの過程を詳細に解説

［ブックレット・ボーダーズ No.7］

知っておきたいパラオ
─ ボーダーランズの記憶を求めて ─

古川 浩司・ルルケド 薫 編著

ISBN978-4-8329-6863-9　C0025
2020／B5判・60頁・900円

日本と深いかかわりをもつパラオ。その歴史と
文化、そして人々の暮らしを現地から伝える

近代中央アジアの綿花栽培と遊牧民
─ GISによるフェルガナ経済史 ─

植田 暁 著

ISBN978-4-8329-6859-2　C3033
2020／A5判・310頁・7,500円

地理情報システム（GIS）を活用し、中央アジア・
フェルガナ地方の経済構造の変化を分析

地震による地すべり災害
─ 2018年北海道胆振東部地震 ─

「地震による地すべり災害」刊行委員会 編

ISBN978-4-8329-8235-2　C3051
2020／B5判・370頁・6,300円

2018年北海道胆振東部地震の実態とメカニズ
ムを調査・分析。今後の防災・減災に貢献する

ロシア極東 秘境を歩く
─ 北千島・サハリン・オホーツク ─

相原 秀起 著

ISBN978-4-8329-3398-9　C1025
2016／四六判・228頁・2,800円

旧国境線から東シベリアの北極圏まで、日ロの
知られざる歴史と現地の今を伝える

人間の内なる時計
─  体内時計を発見した男 
ユルゲン・アショフの生涯 ─

サージ・ダーン 著／本間 研一 訳

ISBN978-4-8329-8234-5　C3023
2019／B5変判・328頁・7,000円

時間生物学の創始者の一人であり、ヒト体内時
計の発見者であるユルゲン・アショフの伝記

［現代宗教文化研究叢書 9］

アジアの公共宗教
─ ポスト社会主義国家の政教関係 ─

櫻井 義秀 編著

ISBN978-4-8329-6860-8　C3014
2020／A5判・350頁・6,200円

現代宗教が公共圏に参画する形態を比較社会
学的に分析する

時間感染症学
小林 宣道 監修／鷲見 紋子・大友 詔雄 著

ISBN978-4-8329-8233-8　C3047
2020／B5判・354頁・8,500円

流行の時期と大きさを予測することを目的に、
感染症について時系列解析を行った研究成果

［現代宗教文化研究叢書 10］

宗教意識の国際比較
─ 質問紙調査のデータ分析 ─

真鍋 一史 著

ISBN978-4-8329-6829-5　C3036
2020／A5判・376頁・8,000円

異なる文化的背景を持つ人 の々宗教についての
意識を、日欧の国際比較を通して実証的に探究

世界のタテハチョウ図鑑
─ 卵・幼虫・蛹・成虫・食草 ─

手代木 求 著

ISBN978-4-8329-8223-9　C3045
2016／A4判・566頁・32,000円

蝶好きからマニアまでを満足させる基本図鑑。 
世界の全225属のタテハチョウを686種収録

［北大文学研究院ライブラリ 17］

かなしむ人間
─人文学で問う生き方─

鈴木 幸人 編著

ISBN978-4-8329-3404-7　C1095
2019／四六判・296頁・2,600円

人文学の視点と方法論によって、かなしみの諸
相を問い、探る

新渡戸稲造のまなざし
三島 徳三 著

ISBN978-4-8329-3407-8　C1023
2020／四六判・216頁・2,200円

多面的な業績を挙げた「知の巨人」の現代的
意義を探る

完本 北海道蝶類図鑑
永盛 俊行・永盛 拓行・芝田 翼・黒田 哲・ 
石黒 誠 著

ISBN978-4-8329-1401-8　C3045
2016／B5判・406頁・13,000円

北海道で見られる116種を中心に紹介。 
北海道の蝶の「いま」すべてを収録した図鑑

日本産花粉図鑑 
［増補・第2版］
藤木 利之・三好 教夫・木村 裕子 著

ISBN978-4-8329-8222-2　C3045
2016／B5判・1016頁・18,000円

走査電顕写真240種、光顕写真121種を追加
した基本図鑑の増補第2版

追跡 間宮林蔵探検ルート
─ サハリン・アムール・択捉島へ ─

相原 秀起 著

ISBN978-4-8329-3406-1　C1025
2020／四六判・228頁・2,500円

北辺の地に生きる人々の姿と大自然を描いた
渾身のルポルタージュ！

病原細菌・ウイルス図鑑
編集委員 新居 志郎（代表）・倉田 毅・林 英生・
本田 武司・小田 紘・松本 明

ISBN978-4-8329-8229-1　C3047
2017／A4判・916頁・60,000円

150人を超える病原細菌・ウイルス研究の権威
が執筆した関係者必備・必携の専門図鑑

ことわざ比較の文化社会学
─ 日英仏の民衆知表現 ─
金子 勇 著　2020／四六判・228頁・3,000円
ISBN 978-4-8329-3409-2　C1036

ファシズムと聖なるもの／古代的なるもの
平藤 喜久子 編　2020／A5判・290頁・3,200円
ISBN 978-4-8329-6846-2　C3014

宗教社会学論集　第1巻上
緒言 
プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神 
プロテスタント諸信団と資本主義の精神

マックス・ヴェーバー 著／戸田 聡 訳　2019／A5判・452頁・5,400円

ISBN 978-4-8329-2517-5　C3336

ことわざに示される民衆知を比較社会学の視点から読み解く。「三人寄れば文殊の知恵」
はリーダーシップ─よりよい決定を求め、日本では3人、英仏では2人で知恵を絞る？／
「二足の草鞋を履く」は新しい働き方のスタイル─少子化する高齢社会で活かせる？

ファシズム運動の時代、「聖／古代」が人 を々魅了し、人々によって称揚された。それは何故か。
実態はどうだったのか。日本と独伊仏ルーマニアを取り上げ、現代に埋め込まれた「ファシズム」
を透視する。

本邦初、全巻単独個人訳で刊行する『宗教社会学論集』全3巻（邦訳全4冊）の第1弾。
原文に極力忠実な訳と、80頁超の詳細な索引により、著者ヴェーバーがどういう概念を駆使し
て思考したかを訳文上で可能な限り明確にした。人文・社会科学の最も重要な古典の1つ。

●目次
はじめに
凡　例
序　立体的な比較社会文化研究をめざして
あ行／悪銭身に付かず　ほか
か行／稼ぎに追いつく貧乏なし　ほか
さ行／先んずれば、人を制す　ほか
た行／大山鳴動して鼠一匹　ほか
な行／七転び八起き　ほか
は行／馬鹿とはさみは使いよう　ほか
ま行／馬子にも衣裳　ほか
や行／安物買いの銭失い　ほか
ら行／論より証拠　ほか
おわりに
参照文献

●目次
はじめに／平藤喜久子
　第1部　日本の自己像・世界像
第1章　ファシズム期の神話学と“青年結社”／平藤喜久子
第2章　日本型ファシズムと学問の系譜──宇野圓空とその時代／鈴木正崇
第3章　大川周明のスーフィズムへの傾倒／臼杵　陽
　第2部　他者による日本像
第4章　ナチス時代の日本学における「神道」と「禅」──W・グンデルトとその周辺／ベルンハルト・シャイト
第5章　日本ファシズムの起源の固有性について──からごころ／クラウス・アントーニ（齋藤公太 訳）
第6章　ファシズム時代のイタリア語訳『古事記』とその背景──「日本の聖書」について／シルヴィオ・ヴィータ
　第3部　ヨーロッパの表象
第7章　ナチス時代の「アッシリア神話」／月本昭男
第8章　戦間期ルーマニアの知識人と歴史表象／新免光比呂
第9章　表象しえぬ「古代」の表象──ドイツ・プレファシズムおける視覚文化／深澤英隆
第10章　 ナチズム期の〈古代〉表象の形成──H・ヴィルトの〈アトランティス母権制〉論

をめぐって／久保田　浩
第11章　ファシズム期の比較神話学／松村一男
おわりに／平藤喜久子

●目次
凡例
はしがき
緒言
プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神
プロテスタント諸信団と資本主義の精神
ヴェーバーが引用した文献の一覧
今なぜ新訳が必要か──訳者あとがきに代えて
索引



北海道の蝶
永盛 俊行・芝田　翼・辻　規男・石黒　誠 著　2020／四六判・432頁・3,000円
ISBN 978-4-8329-1407-0　C0045

この蝶、何ていう名前？　見て・採って・探して・飼って・整理して、いま飛んでいる蝶から卵・幼
虫・蛹、食草、分布、生態までが一目でわかる北海道の蝶を丸ごと知るための図鑑です。北海
道の蝶のすべてを、楽しもう！

●目次
はじめに
この本の見方
本書に出てくる用語の解説
主な参考図書
Ⅰ．標本図版
Ⅱ．種解説
Ⅲ．卵、幼虫、蛹、食草・食樹図版
Ⅳ．楽しい生態観察のすすめ
蝶の和名－学名索引
食草・食樹の和名索引

日本海草図譜［改訂版］
大場 達之・宮田 昌彦 著　2020／A4判・156頁・10,000円
ISBN 978-4-8329-1409-4　C3045

全26種2亜種1変種4雑種収録の専門図鑑。2007年刊行のオリジナル版と異なる大きな特徴
は、①“準海草”としたものを海草として扱ったこと、②APG分類体系Ⅳ（2016）と国際藻類・
菌類・植物命名規約（2018）に準拠したこと、③著者らの葉緑体rbcL遺伝子をマーカーとし
たオモダカ目の系統解析を踏まえて改訂を行ったこと、④本のサイズを書棚への収納を考慮し
てA3判からA4判としたことである。

●目次
『改訂版』の刊行にあたっての序文
はじめに
凡 例
第1章　日本産海草概説
第2章　科・属・種の検索と記載
第3章　栄養体による種の検索
第4章　日本海草図譜
第5章　海草の群落体系
第6章　海草と人とのかかわり
第7章　Seagrasses of Japan
文 献
和名索引
学名索引

ヒグマ学への招待
─ 自然と文化で考える ─
増田 隆一 編著　2020／A5判・384頁・3,600円
ISBN 978-4-8329-7415-9　C1045

ヒグマ学は、ヒグマをキーワードとして、その生物学にとどまらず、北海道や北ユーラシアという
生息する自然環境や生物多様性の保全、そしてヒトの文化と現代社会との関係を考える学際的
な学問である。ヒグマ学を通して、私たちが自然とどのように共存していくべきかを考える。

●目次
はじめに
序 章─ヒグマ学とは何か／増田隆一
　第Ⅰ部　ヒグマと自然環境
第1章　ヒグマの生態／山中正実
第2章　世界のヒグマと移動の歴史／平田大祐
第3章　 想像を超えたヒグマとサケのつながり  

─互いに影響する生態と進化、そして生態
系全体へ／小泉逸郎

第4章　北海道におけるシマフクロウとヒグマ／竹中　健
第5章　市街地とヒグマ／早稲田宏一
　第Ⅱ部　文化の中のヒグマ
第6章　 クマ信仰・儀礼はなぜヒグマで顕著なのか 

／天野哲也
第7章　「熊送り」の動物考古学／佐藤孝雄

第8章　口承文芸からみたアイヌ文化のクマ／児島恭子
第9章　古文書の中のヒグマ／松本あづさ
第10章　 木彫りとなったヒグマ  

─八雲町の木彫り熊を中心として／大谷茂之
　第Ⅲ部　ヒグマとの共存
第11章　現代社会におけるヒグマ／間野　勉
第12章　 この土地を理解する鍵としてのヒグマ 

／伊藤健次
第13章　 ヒグマの生活史  

─飼育と観察記録からの探求／前田菜穂子
第14章　 動物園におけるクマ類の飼育管理と種の保存

／福井大祐
第15章　ヒグマを通して自然を学ぶ／表　渓太
終 章─これからのヒグマ学／増田隆一
おわりに / 索　引 / 執筆者紹介
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●目次
はじめに / 執筆一覧 / 凡例 / 形態用語
第Ⅰ部　標本写真
第Ⅱ部　解　説
日 本産ハバチ・キバチ類総論 

1．ハバチ類の種多様性 / 2．形態的特徴 / 3．生態的特徴 / 
4．ハバチ類の種多様化機構 / 5．ハバチ類の遺伝的特徴

日本産ハバチ・キバチ類の科の検索表
上科・科・亜科・属・種の解説
引用文献 / 和名索引 / 学名索引

日本産ハバチ・キバチ類図鑑
内藤 親彦・篠原 明彦・原　秀穂 著／伊藤 ふくお 写真
2020／B5判・552頁・18,000円
ISBN 978-4-8329-1408-7  C3045

日本産589種の標本写真をカラー184頁に掲載し解説した画期的な専門
図鑑。トゲツメクワガタハバチなど6種については原論文からの図版を解
説中にモノクロで転載し、ヒメナギナタハバチなど200種については検
索表中で扱い種名の後に分布を記した。日本のハバチ研究約200年の歴
史と、著者たちの50年に及ぶ研究成果を集大成した専門図鑑。

─ 力の文明から命の文明へ ─
服部 英二 著
2020／四六判・308頁・2,800円
ISBN 978-4-8329-3412-2  C1012

ユネスコで「世界遺産」「文明間の対話」と国連SDGsの基礎となる知の対話を
リードしてきた著者が、自らの足跡を辿りつつ、諸文明・諸宗教に通底する価値
を見出す「間の哲学」の視点から、地球と人類の危機を克服する、人間中心主義
を超えた生命の倫理＝地球倫理を提唱。

●目次
はじめに
　第一部　地球倫理への道　通底する価値を求めて
第1章　科学と文化の対話　ユネスコの使命
第2章　通底する価値を探る
第3章　聖性と霊性の変遷　一神教と多神教
　第二部　人類文明の多様性　「あわいの智」へ
第4章　メシア思想と覇権主義
第5章　キリスト教と仏教
第6章　イスラーム文明との対話
第7章　ルネサンスとは何か？
第8章　あわいの智へ　オーギュスタン・ベルクの風土学が語るもの
　第三部　アカデミア賞受賞記念講演
結　章　「普遍」から「通底」へ　人類文明の危機と日本の役割
おわりに

地球倫理への旅路

部

日本産ハバチ・キバチ類図鑑
ISBN978-4-8329-1408-7　C3045
2020／B5判・552頁・18,000円

部

教材憲法判例　第5版
ISBN978-4-8329-2910-4　C3332
2020／A5判・616頁・3,200円

部

北極の人間と社会
─ 持続的発展の可能性 ─
ISBN978-4-8329-6856-1　C3036
2020／A5判・306頁・3,400円

部

アイヌ民族法制と憲法
ISBN978-4-8329-6841-7　C3032
2018／A5判・378頁・3,800円

部

世界はボーダーフル
ISBN978-4-8329-6852-3　C0031
2019／B5判・64頁・900円

部

地球倫理への旅路
─ 力の文明から命の文明へ ─
ISBN978-4-8329-3412-2　C1012
2020／四六判・308頁・2,800円

部

ファシズムと聖なるもの／古代的なるもの
ISBN978-4-8329-6846-2　C3014
2020／A5判・290頁・3,200円

部

地震による地すべり災害
─ 2018年北海道胆振東部地震 ─
ISBN978-4-8329-8235-2　C3051
2020／B5判・370頁・6,300円

部

北海道の蝶
ISBN978-4-8329-1407-0　C0045
2020／四六判・432頁・3,000円

部

宗教意識の国際比較
─ 質問紙調査のデータ分析 ─
ISBN978-4-8329-6829-5　C3036
2020／A5判・376頁・8,000円

部

人間の内なる時計
─  体内時計を発見した男　ユルゲン・アショフの生涯 ─
ISBN978-4-8329-8234-5　C3023
2019／B5変判・328頁・7,000円

部

ことわざ比較の文化社会学
─ 日英仏の民衆知表現 ─
ISBN978-4-8329-3409-2　C1036
2020／四六判・228頁・3,000円

部

近代中央アジアの綿花栽培と遊牧民
─ GISによるフェルガナ経済史 ─
ISBN978-4-8329-6859-2　C3033
2020／A5判・310頁・7,500円

部

知っておきたいパラオ
─ ボーダーランズの記憶を求めて ─
ISBN978-4-8329-6863-9　C0025
2020／B5判・60頁・900円

部

宗教社会学論集　第1巻上
ISBN978-4-8329-2517-5  C3336
2019／A5判・452頁・5,400円

部

アジアの公共宗教
─ ポスト社会主義国家の政教関係 ─
ISBN978-4-8329-6860-8　C3014
2020／A5判・350頁・6,200円

部

時間感染症学
ISBN978-4-8329-8233-8　C3047
2020／B5判・354頁・8,500円

部

日本海草図譜［改訂版］
ISBN978-4-8329-1409-4　C3045
2020／A4判・156頁・10,000円

部

かなしむ人間
─ 人文学で問う生き方 ─
ISBN978-4-8329-3404-7　C1095
2019／四六判・296頁・2,600円

部

ヒグマ学への招待
─ 自然と文化で考える ─
ISBN978-4-8329-7415-9　C1045
2020／A5判・384頁・3,600円

部

新渡戸稲造のまなざし
ISBN978-4-8329-3407-8　C1023
2020／四六判・216頁・2,200円

部

丸山真男と戦後民主主義
ISBN978-4-8329-6862-2　C3031
2019／A5判・338頁・2,900円

部

追跡 間宮林蔵探検ルート
─ サハリン・アムール・択捉島へ ─
ISBN978-4-8329-3406-1　C1025
2020／四六判・228頁・2,500円

部

ロシア極東 秘境を歩く
─ 北千島・サハリン・オホーツク ─
ISBN978-4-8329-3398-9　C1025
2016／四六判・228頁・2,800円

部

世界のタテハチョウ図鑑
─ 卵・幼虫・蛹・成虫・食草 ─
ISBN978-4-8329-8223-9　C3045
2016／A4判・566頁・32,000円

部

完本 北海道蝶類図鑑
ISBN978-4-8329-1401-8　C3045
2016／B5判・406頁・13,000円

部

日本産花粉図鑑［増補・第2版］
ISBN978-4-8329-8222-2　C3045
2016／B5判・1016頁・18,000円

部

病原細菌・ウイルス図鑑
ISBN978-4-8329-8229-1　C3047
2017／A4判・916頁・60,000円

部

現代日本政治講義
─ 自民党政権を中心として ─
ISBN978-4-8329-6847-9　C3031
2019／四六判・240頁・2,400円

部

日本語聞き手待遇表現の社会語用論的研究
ISBN978-4-8329-6855-4　C3081
2020／A5判・356頁・8,600円

部

議会審議の国際比較
─ 【議会と時間】の諸相 ─
ISBN978-4-8329-6858-5　C3031
2020／A5判・320頁・5,800円

部

紅い戦争のメモリースケープ
─ 旧ソ連・東欧・中国・ベトナム ─
ISBN978-4-8329-6845-5　C3036
2019／A5判・250頁・3,200円



日本語聞き手待遇表現の 
社会語用論的研究
呉 泰均 著

ISBN978-4-8329-6855-4　C3081
2020／A5判・356頁・8,600円

敬語をはじめとする聞き手の待遇を配慮する表
現について、社会語用論的に分析

丸山真男と 
戦後民主主義
清水 靖久 著

ISBN978-4-8329-6862-2　C3031
2019／A5判・338頁・2,900円

破滅的な戦争から再出発した日本のデモクラ
シーを丸山真男の軌跡とともに考える

現代日本政治講義
─ 自民党政権を中心として ─

藪野 祐三 著

ISBN978-4-8329-6847-9　C3031
2019／四六判・240頁・2,400円

1955年以降の日本政治をわかりやすく包括的
に論ずる、藪野政治学の入門書

［スラブ・ユーラシア叢書 13］

紅い戦争のメモリースケープ
─ 旧ソ連・東欧・中国・ベトナム ─

越野 剛・高山 陽子 編著

ISBN978-4-8329-6845-5　C3036
2019／A5判・250頁・3,200円

博物館や記念碑、小説や映画・ドラマで描か
れる社会主義の記憶の光景を描き出す

議会審議の国際比較
─ 【議会と時間】の諸相 ─

岡田 信弘 編著

ISBN978-4-8329-6858-5　C3031
2020／A5判・320頁・5,800円

「時間」の要素に着目し、日仏独伊英米の議会
審議の運営のあり方の比較を試みる

［スラブ・ユーラシア叢書 14］

北極の人間と社会
─ 持続的発展の可能性 ─

田畑 伸一郎・後藤 正憲 編著

ISBN978-4-8329-6856-1　C3036
2020／A5判・306頁・3,400円

急変する北極域の気候変動と環境変化が人間
社会にどのような影響をもたらすのか

教材憲法判例　第5版
中村 睦男・常本 照樹・岩本 一郎・ 
齊藤 正彰 編著

ISBN978-4-8329-2910-4　C3332
2020／A5判・616頁・3,200円

教科書採用多数の定番書、12年ぶりの改訂
版！　横書きで読みやすくなりました

［ブックレット・ボーダーズ No.6］

世界はボーダーフル
岩下 明裕 著

ISBN978-4-8329-6852-3　C0031
2019／B5判・64頁・900円

北米、欧州、ユーラシアを旅する筆者が見た世
界のボーダー・ストーリー！

アイヌ民族法制と憲法
中村 睦男 著

ISBN978-4-8329-6841-7　C3032
2018／A5判・378頁・3,800円

北海道旧土人保護法の制定から新たなアイヌ
文化振興法に至るまでの過程を詳細に解説

［ブックレット・ボーダーズ No.7］

知っておきたいパラオ
─ ボーダーランズの記憶を求めて ─

古川 浩司・ルルケド 薫 編著

ISBN978-4-8329-6863-9　C0025
2020／B5判・60頁・900円

日本と深いかかわりをもつパラオ。その歴史と
文化、そして人々の暮らしを現地から伝える

近代中央アジアの綿花栽培と遊牧民
─ GISによるフェルガナ経済史 ─

植田 暁 著

ISBN978-4-8329-6859-2　C3033
2020／A5判・310頁・7,500円

地理情報システム（GIS）を活用し、中央アジア・
フェルガナ地方の経済構造の変化を分析

地震による地すべり災害
─ 2018年北海道胆振東部地震 ─

「地震による地すべり災害」刊行委員会 編

ISBN978-4-8329-8235-2　C3051
2020／B5判・370頁・6,300円

2018年北海道胆振東部地震の実態とメカニズ
ムを調査・分析。今後の防災・減災に貢献する

ロシア極東 秘境を歩く
─ 北千島・サハリン・オホーツク ─

相原 秀起 著

ISBN978-4-8329-3398-9　C1025
2016／四六判・228頁・2,800円

旧国境線から東シベリアの北極圏まで、日ロの
知られざる歴史と現地の今を伝える

人間の内なる時計
─  体内時計を発見した男 
ユルゲン・アショフの生涯 ─

サージ・ダーン 著／本間 研一 訳

ISBN978-4-8329-8234-5　C3023
2019／B5変判・328頁・7,000円

時間生物学の創始者の一人であり、ヒト体内時
計の発見者であるユルゲン・アショフの伝記

［現代宗教文化研究叢書 9］

アジアの公共宗教
─ ポスト社会主義国家の政教関係 ─

櫻井 義秀 編著

ISBN978-4-8329-6860-8　C3014
2020／A5判・350頁・6,200円

現代宗教が公共圏に参画する形態を比較社会
学的に分析する

時間感染症学
小林 宣道 監修／鷲見 紋子・大友 詔雄 著

ISBN978-4-8329-8233-8　C3047
2020／B5判・354頁・8,500円

流行の時期と大きさを予測することを目的に、
感染症について時系列解析を行った研究成果

［現代宗教文化研究叢書 10］

宗教意識の国際比較
─ 質問紙調査のデータ分析 ─

真鍋 一史 著

ISBN978-4-8329-6829-5　C3036
2020／A5判・376頁・8,000円

異なる文化的背景を持つ人 の々宗教についての
意識を、日欧の国際比較を通して実証的に探究

世界のタテハチョウ図鑑
─ 卵・幼虫・蛹・成虫・食草 ─

手代木 求 著

ISBN978-4-8329-8223-9　C3045
2016／A4判・566頁・32,000円

蝶好きからマニアまでを満足させる基本図鑑。 
世界の全225属のタテハチョウを686種収録

［北大文学研究院ライブラリ 17］

かなしむ人間
─人文学で問う生き方─

鈴木 幸人 編著

ISBN978-4-8329-3404-7　C1095
2019／四六判・296頁・2,600円

人文学の視点と方法論によって、かなしみの諸
相を問い、探る

新渡戸稲造のまなざし
三島 徳三 著

ISBN978-4-8329-3407-8　C1023
2020／四六判・216頁・2,200円

多面的な業績を挙げた「知の巨人」の現代的
意義を探る

完本 北海道蝶類図鑑
永盛 俊行・永盛 拓行・芝田 翼・黒田 哲・ 
石黒 誠 著

ISBN978-4-8329-1401-8　C3045
2016／B5判・406頁・13,000円

北海道で見られる116種を中心に紹介。 
北海道の蝶の「いま」すべてを収録した図鑑

日本産花粉図鑑 
［増補・第2版］
藤木 利之・三好 教夫・木村 裕子 著

ISBN978-4-8329-8222-2　C3045
2016／B5判・1016頁・18,000円

走査電顕写真240種、光顕写真121種を追加
した基本図鑑の増補第2版

追跡 間宮林蔵探検ルート
─ サハリン・アムール・択捉島へ ─

相原 秀起 著

ISBN978-4-8329-3406-1　C1025
2020／四六判・228頁・2,500円

北辺の地に生きる人々の姿と大自然を描いた
渾身のルポルタージュ！

病原細菌・ウイルス図鑑
編集委員 新居 志郎（代表）・倉田 毅・林 英生・
本田 武司・小田 紘・松本 明

ISBN978-4-8329-8229-1　C3047
2017／A4判・916頁・60,000円

150人を超える病原細菌・ウイルス研究の権威
が執筆した関係者必備・必携の専門図鑑

ことわざ比較の文化社会学
─ 日英仏の民衆知表現 ─
金子 勇 著　2020／四六判・228頁・3,000円
ISBN 978-4-8329-3409-2　C1036

ファシズムと聖なるもの／古代的なるもの
平藤 喜久子 編　2020／A5判・290頁・3,200円
ISBN 978-4-8329-6846-2　C3014

宗教社会学論集　第1巻上
緒言 
プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神 
プロテスタント諸信団と資本主義の精神

マックス・ヴェーバー 著／戸田 聡 訳　2019／A5判・452頁・5,400円

ISBN 978-4-8329-2517-5　C3336

ことわざに示される民衆知を比較社会学の視点から読み解く。「三人寄れば文殊の知恵」
はリーダーシップ─よりよい決定を求め、日本では3人、英仏では2人で知恵を絞る？／
「二足の草鞋を履く」は新しい働き方のスタイル─少子化する高齢社会で活かせる？

ファシズム運動の時代、「聖／古代」が人 を々魅了し、人々によって称揚された。それは何故か。
実態はどうだったのか。日本と独伊仏ルーマニアを取り上げ、現代に埋め込まれた「ファシズム」
を透視する。

本邦初、全巻単独個人訳で刊行する『宗教社会学論集』全3巻（邦訳全4冊）の第1弾。
原文に極力忠実な訳と、80頁超の詳細な索引により、著者ヴェーバーがどういう概念を駆使し
て思考したかを訳文上で可能な限り明確にした。人文・社会科学の最も重要な古典の1つ。

●目次
はじめに
凡　例
序　立体的な比較社会文化研究をめざして
あ行／悪銭身に付かず　ほか
か行／稼ぎに追いつく貧乏なし　ほか
さ行／先んずれば、人を制す　ほか
た行／大山鳴動して鼠一匹　ほか
な行／七転び八起き　ほか
は行／馬鹿とはさみは使いよう　ほか
ま行／馬子にも衣裳　ほか
や行／安物買いの銭失い　ほか
ら行／論より証拠　ほか
おわりに
参照文献

●目次
はじめに／平藤喜久子
　第1部　日本の自己像・世界像
第1章　ファシズム期の神話学と“青年結社”／平藤喜久子
第2章　日本型ファシズムと学問の系譜──宇野圓空とその時代／鈴木正崇
第3章　大川周明のスーフィズムへの傾倒／臼杵　陽
　第2部　他者による日本像
第4章　ナチス時代の日本学における「神道」と「禅」──W・グンデルトとその周辺／ベルンハルト・シャイト
第5章　日本ファシズムの起源の固有性について──からごころ／クラウス・アントーニ（齋藤公太 訳）
第6章　ファシズム時代のイタリア語訳『古事記』とその背景──「日本の聖書」について／シルヴィオ・ヴィータ
　第3部　ヨーロッパの表象
第7章　ナチス時代の「アッシリア神話」／月本昭男
第8章　戦間期ルーマニアの知識人と歴史表象／新免光比呂
第9章　表象しえぬ「古代」の表象──ドイツ・プレファシズムおける視覚文化／深澤英隆
第10章　 ナチズム期の〈古代〉表象の形成──H・ヴィルトの〈アトランティス母権制〉論

をめぐって／久保田　浩
第11章　ファシズム期の比較神話学／松村一男
おわりに／平藤喜久子

●目次
凡例
はしがき
緒言
プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神
プロテスタント諸信団と資本主義の精神
ヴェーバーが引用した文献の一覧
今なぜ新訳が必要か──訳者あとがきに代えて
索引



日本語聞き手待遇表現の 
社会語用論的研究
呉 泰均 著

ISBN978-4-8329-6855-4　C3081
2020／A5判・356頁・8,600円

敬語をはじめとする聞き手の待遇を配慮する表
現について、社会語用論的に分析

丸山真男と 
戦後民主主義
清水 靖久 著

ISBN978-4-8329-6862-2　C3031
2019／A5判・338頁・2,900円

破滅的な戦争から再出発した日本のデモクラ
シーを丸山真男の軌跡とともに考える

現代日本政治講義
─ 自民党政権を中心として ─

藪野 祐三 著

ISBN978-4-8329-6847-9　C3031
2019／四六判・240頁・2,400円

1955年以降の日本政治をわかりやすく包括的
に論ずる、藪野政治学の入門書

［スラブ・ユーラシア叢書 13］

紅い戦争のメモリースケープ
─ 旧ソ連・東欧・中国・ベトナム ─

越野 剛・高山 陽子 編著

ISBN978-4-8329-6845-5　C3036
2019／A5判・250頁・3,200円

博物館や記念碑、小説や映画・ドラマで描か
れる社会主義の記憶の光景を描き出す

議会審議の国際比較
─ 【議会と時間】の諸相 ─

岡田 信弘 編著

ISBN978-4-8329-6858-5　C3031
2020／A5判・320頁・5,800円

「時間」の要素に着目し、日仏独伊英米の議会
審議の運営のあり方の比較を試みる

［スラブ・ユーラシア叢書 14］

北極の人間と社会
─ 持続的発展の可能性 ─

田畑 伸一郎・後藤 正憲 編著

ISBN978-4-8329-6856-1　C3036
2020／A5判・306頁・3,400円

急変する北極域の気候変動と環境変化が人間
社会にどのような影響をもたらすのか

教材憲法判例　第5版
中村 睦男・常本 照樹・岩本 一郎・ 
齊藤 正彰 編著

ISBN978-4-8329-2910-4　C3332
2020／A5判・616頁・3,200円

教科書採用多数の定番書、12年ぶりの改訂
版！　横書きで読みやすくなりました

［ブックレット・ボーダーズ No.6］

世界はボーダーフル
岩下 明裕 著

ISBN978-4-8329-6852-3　C0031
2019／B5判・64頁・900円

北米、欧州、ユーラシアを旅する筆者が見た世
界のボーダー・ストーリー！

アイヌ民族法制と憲法
中村 睦男 著

ISBN978-4-8329-6841-7　C3032
2018／A5判・378頁・3,800円

北海道旧土人保護法の制定から新たなアイヌ
文化振興法に至るまでの過程を詳細に解説

［ブックレット・ボーダーズ No.7］

知っておきたいパラオ
─ ボーダーランズの記憶を求めて ─

古川 浩司・ルルケド 薫 編著

ISBN978-4-8329-6863-9　C0025
2020／B5判・60頁・900円

日本と深いかかわりをもつパラオ。その歴史と
文化、そして人々の暮らしを現地から伝える

近代中央アジアの綿花栽培と遊牧民
─ GISによるフェルガナ経済史 ─

植田 暁 著

ISBN978-4-8329-6859-2　C3033
2020／A5判・310頁・7,500円

地理情報システム（GIS）を活用し、中央アジア・
フェルガナ地方の経済構造の変化を分析

地震による地すべり災害
─ 2018年北海道胆振東部地震 ─

「地震による地すべり災害」刊行委員会 編

ISBN978-4-8329-8235-2　C3051
2020／B5判・370頁・6,300円

2018年北海道胆振東部地震の実態とメカニズ
ムを調査・分析。今後の防災・減災に貢献する

ロシア極東 秘境を歩く
─ 北千島・サハリン・オホーツク ─

相原 秀起 著

ISBN978-4-8329-3398-9　C1025
2016／四六判・228頁・2,800円

旧国境線から東シベリアの北極圏まで、日ロの
知られざる歴史と現地の今を伝える

人間の内なる時計
─  体内時計を発見した男 
ユルゲン・アショフの生涯 ─

サージ・ダーン 著／本間 研一 訳

ISBN978-4-8329-8234-5　C3023
2019／B5変判・328頁・7,000円

時間生物学の創始者の一人であり、ヒト体内時
計の発見者であるユルゲン・アショフの伝記

［現代宗教文化研究叢書 9］

アジアの公共宗教
─ ポスト社会主義国家の政教関係 ─

櫻井 義秀 編著

ISBN978-4-8329-6860-8　C3014
2020／A5判・350頁・6,200円

現代宗教が公共圏に参画する形態を比較社会
学的に分析する

時間感染症学
小林 宣道 監修／鷲見 紋子・大友 詔雄 著

ISBN978-4-8329-8233-8　C3047
2020／B5判・354頁・8,500円

流行の時期と大きさを予測することを目的に、
感染症について時系列解析を行った研究成果

［現代宗教文化研究叢書 10］

宗教意識の国際比較
─ 質問紙調査のデータ分析 ─

真鍋 一史 著

ISBN978-4-8329-6829-5　C3036
2020／A5判・376頁・8,000円

異なる文化的背景を持つ人 の々宗教についての
意識を、日欧の国際比較を通して実証的に探究

世界のタテハチョウ図鑑
─ 卵・幼虫・蛹・成虫・食草 ─

手代木 求 著

ISBN978-4-8329-8223-9　C3045
2016／A4判・566頁・32,000円

蝶好きからマニアまでを満足させる基本図鑑。 
世界の全225属のタテハチョウを686種収録

［北大文学研究院ライブラリ 17］

かなしむ人間
─人文学で問う生き方─

鈴木 幸人 編著

ISBN978-4-8329-3404-7　C1095
2019／四六判・296頁・2,600円

人文学の視点と方法論によって、かなしみの諸
相を問い、探る

新渡戸稲造のまなざし
三島 徳三 著

ISBN978-4-8329-3407-8　C1023
2020／四六判・216頁・2,200円

多面的な業績を挙げた「知の巨人」の現代的
意義を探る

完本 北海道蝶類図鑑
永盛 俊行・永盛 拓行・芝田 翼・黒田 哲・ 
石黒 誠 著

ISBN978-4-8329-1401-8　C3045
2016／B5判・406頁・13,000円

北海道で見られる116種を中心に紹介。 
北海道の蝶の「いま」すべてを収録した図鑑

日本産花粉図鑑 
［増補・第2版］
藤木 利之・三好 教夫・木村 裕子 著

ISBN978-4-8329-8222-2　C3045
2016／B5判・1016頁・18,000円

走査電顕写真240種、光顕写真121種を追加
した基本図鑑の増補第2版

追跡 間宮林蔵探検ルート
─ サハリン・アムール・択捉島へ ─

相原 秀起 著

ISBN978-4-8329-3406-1　C1025
2020／四六判・228頁・2,500円

北辺の地に生きる人々の姿と大自然を描いた
渾身のルポルタージュ！

病原細菌・ウイルス図鑑
編集委員 新居 志郎（代表）・倉田 毅・林 英生・
本田 武司・小田 紘・松本 明

ISBN978-4-8329-8229-1　C3047
2017／A4判・916頁・60,000円

150人を超える病原細菌・ウイルス研究の権威
が執筆した関係者必備・必携の専門図鑑

ことわざ比較の文化社会学
─ 日英仏の民衆知表現 ─
金子 勇 著　2020／四六判・228頁・3,000円
ISBN 978-4-8329-3409-2　C1036

ファシズムと聖なるもの／古代的なるもの
平藤 喜久子 編　2020／A5判・290頁・3,200円
ISBN 978-4-8329-6846-2　C3014

宗教社会学論集　第1巻上
緒言 
プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神 
プロテスタント諸信団と資本主義の精神

マックス・ヴェーバー 著／戸田 聡 訳　2019／A5判・452頁・5,400円

ISBN 978-4-8329-2517-5　C3336

ことわざに示される民衆知を比較社会学の視点から読み解く。「三人寄れば文殊の知恵」
はリーダーシップ─よりよい決定を求め、日本では3人、英仏では2人で知恵を絞る？／
「二足の草鞋を履く」は新しい働き方のスタイル─少子化する高齢社会で活かせる？

ファシズム運動の時代、「聖／古代」が人 を々魅了し、人々によって称揚された。それは何故か。
実態はどうだったのか。日本と独伊仏ルーマニアを取り上げ、現代に埋め込まれた「ファシズム」
を透視する。

本邦初、全巻単独個人訳で刊行する『宗教社会学論集』全3巻（邦訳全4冊）の第1弾。
原文に極力忠実な訳と、80頁超の詳細な索引により、著者ヴェーバーがどういう概念を駆使し
て思考したかを訳文上で可能な限り明確にした。人文・社会科学の最も重要な古典の1つ。

●目次
はじめに
凡　例
序　立体的な比較社会文化研究をめざして
あ行／悪銭身に付かず　ほか
か行／稼ぎに追いつく貧乏なし　ほか
さ行／先んずれば、人を制す　ほか
た行／大山鳴動して鼠一匹　ほか
な行／七転び八起き　ほか
は行／馬鹿とはさみは使いよう　ほか
ま行／馬子にも衣裳　ほか
や行／安物買いの銭失い　ほか
ら行／論より証拠　ほか
おわりに
参照文献

●目次
はじめに／平藤喜久子
　第1部　日本の自己像・世界像
第1章　ファシズム期の神話学と“青年結社”／平藤喜久子
第2章　日本型ファシズムと学問の系譜──宇野圓空とその時代／鈴木正崇
第3章　大川周明のスーフィズムへの傾倒／臼杵　陽
　第2部　他者による日本像
第4章　ナチス時代の日本学における「神道」と「禅」──W・グンデルトとその周辺／ベルンハルト・シャイト
第5章　日本ファシズムの起源の固有性について──からごころ／クラウス・アントーニ（齋藤公太 訳）
第6章　ファシズム時代のイタリア語訳『古事記』とその背景──「日本の聖書」について／シルヴィオ・ヴィータ
　第3部　ヨーロッパの表象
第7章　ナチス時代の「アッシリア神話」／月本昭男
第8章　戦間期ルーマニアの知識人と歴史表象／新免光比呂
第9章　表象しえぬ「古代」の表象──ドイツ・プレファシズムおける視覚文化／深澤英隆
第10章　 ナチズム期の〈古代〉表象の形成──H・ヴィルトの〈アトランティス母権制〉論

をめぐって／久保田　浩
第11章　ファシズム期の比較神話学／松村一男
おわりに／平藤喜久子

●目次
凡例
はしがき
緒言
プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神
プロテスタント諸信団と資本主義の精神
ヴェーバーが引用した文献の一覧
今なぜ新訳が必要か──訳者あとがきに代えて
索引



北海道の蝶
永盛 俊行・芝田　翼・辻　規男・石黒　誠 著　2020／四六判・432頁・3,000円
ISBN 978-4-8329-1407-0　C0045

この蝶、何ていう名前？　見て・採って・探して・飼って・整理して、いま飛んでいる蝶から卵・幼
虫・蛹、食草、分布、生態までが一目でわかる北海道の蝶を丸ごと知るための図鑑です。北海
道の蝶のすべてを、楽しもう！

●目次
はじめに
この本の見方
本書に出てくる用語の解説
主な参考図書
Ⅰ．標本図版
Ⅱ．種解説
Ⅲ．卵、幼虫、蛹、食草・食樹図版
Ⅳ．楽しい生態観察のすすめ
蝶の和名－学名索引
食草・食樹の和名索引

日本海草図譜［改訂版］
大場 達之・宮田 昌彦 著　2020／A4判・156頁・10,000円
ISBN 978-4-8329-1409-4　C3045

全26種2亜種1変種4雑種収録の専門図鑑。2007年刊行のオリジナル版と異なる大きな特徴
は、①“準海草”としたものを海草として扱ったこと、②APG分類体系Ⅳ（2016）と国際藻類・
菌類・植物命名規約（2018）に準拠したこと、③著者らの葉緑体rbcL遺伝子をマーカーとし
たオモダカ目の系統解析を踏まえて改訂を行ったこと、④本のサイズを書棚への収納を考慮し
てA3判からA4判としたことである。

●目次
『改訂版』の刊行にあたっての序文
はじめに
凡 例
第1章　日本産海草概説
第2章　科・属・種の検索と記載
第3章　栄養体による種の検索
第4章　日本海草図譜
第5章　海草の群落体系
第6章　海草と人とのかかわり
第7章　Seagrasses of Japan
文 献
和名索引
学名索引

ヒグマ学への招待
─ 自然と文化で考える ─
増田 隆一 編著　2020／A5判・384頁・3,600円
ISBN 978-4-8329-7415-9　C1045

ヒグマ学は、ヒグマをキーワードとして、その生物学にとどまらず、北海道や北ユーラシアという
生息する自然環境や生物多様性の保全、そしてヒトの文化と現代社会との関係を考える学際的
な学問である。ヒグマ学を通して、私たちが自然とどのように共存していくべきかを考える。

●目次
はじめに
序 章─ヒグマ学とは何か／増田隆一
　第Ⅰ部　ヒグマと自然環境
第1章　ヒグマの生態／山中正実
第2章　世界のヒグマと移動の歴史／平田大祐
第3章　 想像を超えたヒグマとサケのつながり  

─互いに影響する生態と進化、そして生態
系全体へ／小泉逸郎

第4章　北海道におけるシマフクロウとヒグマ／竹中　健
第5章　市街地とヒグマ／早稲田宏一
　第Ⅱ部　文化の中のヒグマ
第6章　 クマ信仰・儀礼はなぜヒグマで顕著なのか 

／天野哲也
第7章　「熊送り」の動物考古学／佐藤孝雄

第8章　口承文芸からみたアイヌ文化のクマ／児島恭子
第9章　古文書の中のヒグマ／松本あづさ
第10章　 木彫りとなったヒグマ  

─八雲町の木彫り熊を中心として／大谷茂之
　第Ⅲ部　ヒグマとの共存
第11章　現代社会におけるヒグマ／間野　勉
第12章　 この土地を理解する鍵としてのヒグマ 

／伊藤健次
第13章　 ヒグマの生活史  

─飼育と観察記録からの探求／前田菜穂子
第14章　 動物園におけるクマ類の飼育管理と種の保存

／福井大祐
第15章　ヒグマを通して自然を学ぶ／表　渓太
終 章─これからのヒグマ学／増田隆一
おわりに / 索　引 / 執筆者紹介
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●目次
はじめに / 執筆一覧 / 凡例 / 形態用語
第Ⅰ部　標本写真
第Ⅱ部　解　説
日 本産ハバチ・キバチ類総論 

1．ハバチ類の種多様性 / 2．形態的特徴 / 3．生態的特徴 / 
4．ハバチ類の種多様化機構 / 5．ハバチ類の遺伝的特徴

日本産ハバチ・キバチ類の科の検索表
上科・科・亜科・属・種の解説
引用文献 / 和名索引 / 学名索引

日本産ハバチ・キバチ類図鑑
内藤 親彦・篠原 明彦・原　秀穂 著／伊藤 ふくお 写真
2020／B5判・552頁・18,000円
ISBN 978-4-8329-1408-7  C3045

日本産589種の標本写真をカラー184頁に掲載し解説した画期的な専門
図鑑。トゲツメクワガタハバチなど6種については原論文からの図版を解
説中にモノクロで転載し、ヒメナギナタハバチなど200種については検
索表中で扱い種名の後に分布を記した。日本のハバチ研究約200年の歴
史と、著者たちの50年に及ぶ研究成果を集大成した専門図鑑。

─ 力の文明から命の文明へ ─
服部 英二 著
2020／四六判・308頁・2,800円
ISBN 978-4-8329-3412-2  C1012

ユネスコで「世界遺産」「文明間の対話」と国連SDGsの基礎となる知の対話を
リードしてきた著者が、自らの足跡を辿りつつ、諸文明・諸宗教に通底する価値
を見出す「間の哲学」の視点から、地球と人類の危機を克服する、人間中心主義
を超えた生命の倫理＝地球倫理を提唱。

●目次
はじめに
　第一部　地球倫理への道　通底する価値を求めて
第1章　科学と文化の対話　ユネスコの使命
第2章　通底する価値を探る
第3章　聖性と霊性の変遷　一神教と多神教
　第二部　人類文明の多様性　「あわいの智」へ
第4章　メシア思想と覇権主義
第5章　キリスト教と仏教
第6章　イスラーム文明との対話
第7章　ルネサンスとは何か？
第8章　あわいの智へ　オーギュスタン・ベルクの風土学が語るもの
　第三部　アカデミア賞受賞記念講演
結　章　「普遍」から「通底」へ　人類文明の危機と日本の役割
おわりに

地球倫理への旅路

部

日本産ハバチ・キバチ類図鑑
ISBN978-4-8329-1408-7　C3045
2020／B5判・552頁・18,000円

部

教材憲法判例　第5版
ISBN978-4-8329-2910-4　C3332
2020／A5判・616頁・3,200円

部

北極の人間と社会
─ 持続的発展の可能性 ─
ISBN978-4-8329-6856-1　C3036
2020／A5判・306頁・3,400円

部

アイヌ民族法制と憲法
ISBN978-4-8329-6841-7　C3032
2018／A5判・378頁・3,800円

部

世界はボーダーフル
ISBN978-4-8329-6852-3　C0031
2019／B5判・64頁・900円

部

地球倫理への旅路
─ 力の文明から命の文明へ ─
ISBN978-4-8329-3412-2　C1012
2020／四六判・308頁・2,800円

部

ファシズムと聖なるもの／古代的なるもの
ISBN978-4-8329-6846-2　C3014
2020／A5判・290頁・3,200円

部

地震による地すべり災害
─ 2018年北海道胆振東部地震 ─
ISBN978-4-8329-8235-2　C3051
2020／B5判・370頁・6,300円

部

北海道の蝶
ISBN978-4-8329-1407-0　C0045
2020／四六判・432頁・3,000円

部

宗教意識の国際比較
─ 質問紙調査のデータ分析 ─
ISBN978-4-8329-6829-5　C3036
2020／A5判・376頁・8,000円

部

人間の内なる時計
─  体内時計を発見した男　ユルゲン・アショフの生涯 ─
ISBN978-4-8329-8234-5　C3023
2019／B5変判・328頁・7,000円

部

ことわざ比較の文化社会学
─ 日英仏の民衆知表現 ─
ISBN978-4-8329-3409-2　C1036
2020／四六判・228頁・3,000円

部

近代中央アジアの綿花栽培と遊牧民
─ GISによるフェルガナ経済史 ─
ISBN978-4-8329-6859-2　C3033
2020／A5判・310頁・7,500円

部

知っておきたいパラオ
─ ボーダーランズの記憶を求めて ─
ISBN978-4-8329-6863-9　C0025
2020／B5判・60頁・900円

部

宗教社会学論集　第1巻上
ISBN978-4-8329-2517-5  C3336
2019／A5判・452頁・5,400円

部

アジアの公共宗教
─ ポスト社会主義国家の政教関係 ─
ISBN978-4-8329-6860-8　C3014
2020／A5判・350頁・6,200円

部

時間感染症学
ISBN978-4-8329-8233-8　C3047
2020／B5判・354頁・8,500円

部

日本海草図譜［改訂版］
ISBN978-4-8329-1409-4　C3045
2020／A4判・156頁・10,000円

部

かなしむ人間
─ 人文学で問う生き方 ─
ISBN978-4-8329-3404-7　C1095
2019／四六判・296頁・2,600円

部

ヒグマ学への招待
─ 自然と文化で考える ─
ISBN978-4-8329-7415-9　C1045
2020／A5判・384頁・3,600円

部

新渡戸稲造のまなざし
ISBN978-4-8329-3407-8　C1023
2020／四六判・216頁・2,200円

部

丸山真男と戦後民主主義
ISBN978-4-8329-6862-2　C3031
2019／A5判・338頁・2,900円

部

追跡 間宮林蔵探検ルート
─ サハリン・アムール・択捉島へ ─
ISBN978-4-8329-3406-1　C1025
2020／四六判・228頁・2,500円

部

ロシア極東 秘境を歩く
─ 北千島・サハリン・オホーツク ─
ISBN978-4-8329-3398-9　C1025
2016／四六判・228頁・2,800円

部

世界のタテハチョウ図鑑
─ 卵・幼虫・蛹・成虫・食草 ─
ISBN978-4-8329-8223-9　C3045
2016／A4判・566頁・32,000円

部

完本 北海道蝶類図鑑
ISBN978-4-8329-1401-8　C3045
2016／B5判・406頁・13,000円

部

日本産花粉図鑑［増補・第2版］
ISBN978-4-8329-8222-2　C3045
2016／B5判・1016頁・18,000円

部

病原細菌・ウイルス図鑑
ISBN978-4-8329-8229-1　C3047
2017／A4判・916頁・60,000円

部

現代日本政治講義
─ 自民党政権を中心として ─
ISBN978-4-8329-6847-9　C3031
2019／四六判・240頁・2,400円

部

日本語聞き手待遇表現の社会語用論的研究
ISBN978-4-8329-6855-4　C3081
2020／A5判・356頁・8,600円

部

議会審議の国際比較
─ 【議会と時間】の諸相 ─
ISBN978-4-8329-6858-5　C3031
2020／A5判・320頁・5,800円

部

紅い戦争のメモリースケープ
─ 旧ソ連・東欧・中国・ベトナム ─
ISBN978-4-8329-6845-5　C3036
2019／A5判・250頁・3,200円




