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帖合・番線

すべての現代思想はここから始まる‼
Jean-Paul Sartre, né le 21 juin 1905 à Paris et mort le 15 avril 1980 dans la même ville, est un écrivain et philosophe français, représentant du 
courant existentialiste, dont l'œuvre et la personnalité ont marqué la vie intellectuelle et politique de la France de 1945 à la fin des années 1970.

『サルトル読本』刊行記念フェア
Size: A5（150mm×210mm）424 Pages Soft Cover Price: ¥3,600（¥3,888 w/tax）ISBN978-4-588-15069-2 C1010 To be out for sale in March

ついに刊行‼

サルトル読本 

S
澤田直編
ISBN：978-4-588-15069-2
2015年／A5判・424頁・定価（本体3600円＋税）
◉実存主義の哲学者としてのみならず，小
説や戯曲の作家として，そして知識人とし
て多方面に活動したサルトルの全体像を
明らかにする。

注文部数［　　］

［豪華執筆者一覧‼］
澤田 　直 …………………………………………………………Sawada Nao
鈴木 道彦 ……………………………………………… Suzuki Michihiko
石崎 晴己  ………………………………………………… Ishizaki Harumi
ジャン＝リュック・ナンシー ……………………Jean-Luc Nancy
フランソワ・ヌーデルマン …… François Noudelmann
合田 正人 ……………………………………………………… Goda Masato
松葉 祥一 ……………………………………………… Matsuba Shoichi
谷口佳津宏 …………………………………………… Taniguchi Kazuhiro
清　眞 人 ……………………………………………………Kiyoshi Mahito
水野 浩二 ……………………………………………………………Mizuno Koji
竹本 研史 ………………………………………………… Takemoto Kenji
北見 秀司 ……………………………………………………………Kitami Shuji 
生方 淳子 …………………………………………………Ubukata Atsuko
永野 　潤 ………………………………………………………… Nagano Jun
根木 昭英 ………………………………………………………… Negi Akihide
森　 功次 ………………………………………………………………… Mori Koji
井上たか子 ………………………………………………………… Inoue Takako
加國 尚志 ……………………………………………………Kakuni Takashi 
鈴木 正道 ……………………………………………Suzuki Masamichi
中村 隆之 ……………………………………… Nakamura Takayuki
齋藤 元樹 ………………………………………………………… Saito Motoki
岩野 卓司 ………………………………………………………… Iwano Takuji
檜垣 立哉 …………………………………………………… Higaki Tatsuya
番場 　寛 …………………………………………………… Bamba Hiroshi
永井 敦子 ……………………………………………………… Nagai Atsuko
翠川 博之 ………………………………………Midorikawa Hiroyuki
黒川 　学 ………………………………………… Kurokawa Manabu

Jean-Paul Sartre
写真提供：人文書院

叢書・ウニベルシタス112

知覚の現象学

2
M.メルロ＝ポンティ著／中島盛夫訳
ISBN：978-4-588-09916-8
1982年／四六判・896頁・定価（本体7800円＋税）
◉心理学・精神分析学の諸成果をもとに
主知主義・経験主義を内在的に批判しつ
つ，身体＝知覚野において具体的・人間
的主体の回復をめざす。戦後思想の記念
碑的大著。 注文部数［　　］

ボーヴォワールを紹介‼

西洋政治思想資料集

1
杉田敦，川崎修編著
ISBN：978-4-588-62527-5
2014年／A5判・332頁・定価（本体3200円＋税）
◉古代から現代までの代表的な思想家57
名を，各分野の第一人者が原典と解説の
2本立てでやさしく紹介する。敬遠してい
た原典に触れる手がかりとして恰好の書。

注文部数［　　］

叢書・ウニベルシタス426

見えるものと見えざるもの

3
M.メルロ＝ポンティ著／C.ルフォール編／中島盛夫監訳
ISBN：978-4-588-09979-3
1994年／四六判・618頁・定価（本体6300円＋税）
◉『行動の構造』『知覚の現象学』の到達
点を越えて，身体＝野生の奥深い経験世
界の現象学を新たな存在論として展開し，
「沈黙の世界」への哲学的開眼を告知す
る。 注文部数［　　］

書影準備中



叢書・ウニベルシタス504

サルトル，最後の哲学者

4
A.ルノー著／水野浩二訳
ISBN：978-4-588-00504-6
1995年／四六判・296頁・定価（本体3500円＋税）
◉現象学と新しい（実存主義的）ヒューマ
ニズム構想に関わる初期サルトルの哲学
の核心を明らかにしつつ，今世紀末の哲
学的状況の展開に根源からの問いかけを
試みる。 注文部数［　　］

叢書・ウニベルシタス953

限りある思考

6
J.-L.ナンシー著／合田正人訳
ISBN：978-4-588-00953-2
2011年／四六判・446頁・定価（本体5000円＋税）
◉存在の有限性と，その「意味」の終末を
めぐる戦慄的な思考。『無為の共同体』か
ら『キリスト教の脱構築』へ向かうナンシ
ーの，デリダ論を含むもう一つの主著。 
注文部数［　　］

叢書・ウニベルシタス1001

なぜ哲学するのか？

8
J.-F.リオタール著／松葉祥一訳
ISBN：978-4-588-01001-9
2014年／四六判・212頁・定価（本体2000円＋税）
◉大学教養課程の学生を対象に行われた
四回の講義を収録。「哲学とは何か」とい
う問いについて〈現代思想〉の旗手が導き
出す真摯な応答にして，最良の哲学入門
書。 注文部数［　　］

サピエンティア21

ニグロとして生きる エメ・セゼールとの対話

12
A.セゼール，F.ヴェルジェス著／立花英裕，中村隆之訳
ISBN：978-4-588-60321-1
2011年／四六判・204頁・定価（本体2600円＋税）
◉仏領マルティニック島出身の黒人で，
ネグリチュードの代表的な詩人にして政
治家だった著者が西欧植民地主義を鋭く
批判し，真のヒューマニズムとは何かを問
う。 注文部数［　　］

◎大好評‼ 日本経済新聞で紹介されました‼

ハイデガー読本 

11
秋富克哉，安部浩，古荘真敬，森一郎編
ISBN：978-4-588-15070-8
2014年／A5判・406頁・定価（本体3400円＋税）
◉「20世紀最大の哲学者」の思索の歩み
を，研究者の総力を挙げて論じる必携の
入門書。既刊『全集』の内容概観，「黒ノ
ート」をめぐるP.トラヴニー特別寄稿も収
録。 注文部数［　　］

叢書・ウニベルシタス1000

エクリチュールと差異［新訳］

7
J.デリダ著／合田正人，谷口博史訳
ISBN：978-4-588-01000-2
2013年／四六判・634頁・定価（本体5600円＋税）
◉痕跡，差延，脱構築の概念によって西洋
哲学の体系的知を根底から揺さぶるととも
に，構造主義以後の思想界を決定づけた
名著の新訳。ウニベルシタス1000番記念
出版‼ 注文部数［　　］

初の論集‼

フラグメンテ

9
合田正人著
ISBN：978-4-588-13019-9
2015年／四六判・680頁・定価（本体5000円＋税）
◉日本の現代思想研究をリードする著者
初の論集。ユダヤ思想と哲学史の縺れた
迷宮を読み解き、新しい倫理を探求する
30篇の論考を収録‼

注文部数［　　］

デリダによるサルトル論‼

哲学の余白 上

5
J.デリダ著／高橋允昭，藤本一勇訳
ISBN：978-4-588-00771-2
2007年／四六判・384頁・定価（本体3800円＋税）
◉記号論，言語論，時間概念などをヘー
ゲル，ハイデガー，ルソー，ソシュール，
フロイト，フッサールらとの関わりで論じた，
脱構築の基本思想を知る上で不可欠の文
献。 注文部数［　　］

◎サルトルが現象学に目覚めたきっかけが……。

レヴィナス著作集1 捕囚手帳ほか未刊著作 

10
E.レヴィナス著／R.カラン，C.シャリエ監修／三浦直希ほか訳
ISBN：978-4-588-12121-0
2014年／A5判・572頁・定価（本体5200円＋税）
◉戦前から戦後期に書かれた哲学的覚え
書きや小説作品，講演原稿などの未刊テ
クスト群を集成する著作集。第1巻には，
おもに捕虜収容所時代の手帳やメモ類を
収録。 注文部数［　　］


