
　　　     哲学とは
タイトル 著者名 出版者 刊行年 バーコード

哲学とは何か 竹田青嗣／著 NHK出版 2020 1110917588
図鑑哲学 　人生を変える100の話 トム・ジャクソン／著 ニュートンプレス 2020 1111065767
今からはじめる哲学入門 戸田剛文／編 京都大学学術出版会 2019 1110906284
よくわかる哲学・思想 納富信留／編著 ミネルヴァ書房 2019 1111028252
世界の思想書50冊から身近な疑問を解決する方法を探してみた 北畑淳也／著 フォレスト出版 2019 1111040612
世界のエリートが学んでいる哲学・宗教の授業 佐藤優／著 PHP研究所 2018 1110799622
読まずに死ねない哲学名著50冊 平原卓／著 フォレスト出版 2016 1110563325
図説世界を変えた50の哲学 ジェレミー・スタンルーム／著 原書房 2014 1110172481
哲学書で読む最強の哲学入門
50人の哲人たちが語る“真理”とは?

竹田 青嗣／監修 学研パブリッシング 2013 1110332358

哲学するって、こんなこと? 篠原 駿一郎／著 未知谷 2008 1108800614
哲学のことば 左近司 祥子／著 岩波書店 2007 1108395458
14歳からの哲学 　　考えるための教科書 池田晶子／著 トランスビュー 2003 1108142892
哲学が好きになる本 2000年版
私たちが生きてゆく上でなぜ哲学が必要なのか

御厨 良一／著 エール出版社 2000 1106244062

一日で哲学するアタマになる本 ピエール‐イヴ・ブルディル／著 講談社 1998 1101890265

　　      哲学する人
図鑑世界の哲学者 サイモン・ブラックバーン／監修 東京書籍 2020 1111205017

宗教者と科学者のとっておき対話 　人のいのちと価値観をめぐって 有馬頼底／著 かもがわ出版 2020 1110921564

歩行する哲学 ロジェ=ポル・ドロワ／著 ポプラ社 2018 1111005094
棋士と哲学者 　僕らの哲学的対話 戸谷洋志／著 イースト・プレス 2018 1110946660
哲学者に会いにゆこう 2 田中さをり／著者代表 ナカニシヤ出版 2017 1110747316
哲学者に会いにゆこう [1] 田中さをり／著者代表 ナカニシヤ出版 2016 1110861026
哲学する子どもたち 　バカロレアの国フランスの教育事情 中島さおり／著 河出書房新社 2016 1110498621

13人の誤解された思想家 　西欧近代的価値観を根底から問い直す 小浜 逸郎／著 PHP研究所 2016 1110461363

哲学と対決する! デイヴィッド・エドモンズ／著 柏書房 2015 1110453675
哲学がかみつく デイヴィッド・エドモンズ／著 柏書房 2015 1110462007
哲学する赤ちゃん アリソン・ゴプニック／著 亜紀書房 2010 1108922020
九十歳の省察 　哲学的断想 沢田 允茂／著 岩波書店 2006 1108367432
ソフィーの世界 ソフィー ノ セカイ
哲学者からの不思議な手紙

ヨースタイン・ゴルデル／著 日本放送出版協会 1995 1100234580

考える人 　口伝西洋哲学史 池田 晶子／著 中央公論社 1994 1106033200

　　     今を生きることを考える
哲学の誤配 　　ゲンロン叢書 007 東浩紀／著 ゲンロン 2020 1111068811

新対話篇　　　　ゲンロン叢書 006 東浩紀／著 ゲンロン 2020

笑いの哲学 木村覚／著 講談社 2020 1111201149
哲学の世界へようこそ。
答えのない時代を生きるための思考法

岡本裕一朗／著 ポプラ社 2019 1110983341

生きる場からの哲学入門 大阪哲学学校／編 新泉社 2019 1111044457
死んだらどうなるのか? 　死生観をめぐる6つの哲学 伊佐敷隆弘／著 亜紀書房 2019 1110975719
AIに勝てるのは哲学だけだ 　最強の勉強法12+思考法10  祥伝社 2019 1110954136
人は語り続けるとき、考えていない 　対話と思考の哲学 河野哲也／著 岩波書店 2019 1110982095
だったら哲学があるじゃない! もうどうしていいかわからない?
カント、ニーチェ、プラトンetc.12人の哲学者に人生相談してみたら

マリー・ロベール／著 双葉社 2019 1111046361

僕らの世界を作りかえる哲学の授業 土屋陽介／著 青春出版社 2019 1111036651
ひとりで、考える 　哲学する習慣を 小島俊明／著 岩波書店 2019 1110908736
答えのない世界に立ち向かう哲学講座
AI・バイオサイエンス・資本主義の未来

岡本裕一朗／著 早川書房 2018 1111007355

武器になる哲学
人生を生き抜くための哲学・思想のキーコンセプト50

山口周／著 KADOKAWA 2018 1110939798

四苦八苦の哲学 　生老病死を考える 永江朗／著 晶文社 2018 1111002190
君たちはどう生きるかの哲学 上原隆／著 幻冬舎 2018 1110931126
壊れながら立ち上がり続ける 　個の変容の哲学 稲垣諭／著 青土社 2018 1110795216
バイオグラフィーの哲学 　「私」という制度、そして愛 入谷秀一／著 ナカニシヤ出版 2018 1111013320
明るく死ぬための哲学 中島義道／著 文藝春秋 2017 1110734454

『哲学 ～自分の中で考える芯を作りませんか～』
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タイトル 著者名 出版者 刊行年 バーコード
自信過剰な私たち 　自分を知るための哲学 中村隆文／著 ナカニシヤ出版 2017 1110751755
使う哲学 齋藤孝／著 ベストセラーズ 2016 1110821988
諦めの哲学 鈴木文孝／著 以文社 2016 1110837190
やまと言葉で哲学する 　「おのずから」と「みずから」のあわいで 竹内 整一／著 春秋社 2012 1110067996
ホモ・サピエンスの牢獄 　　人類の進化を哲学する 甲田 純生／著 ミネルヴァ書房 2009 1108591395
勝っても負けても 　41歳からの哲学 池田 晶子／著 新潮社 2005 1108393495
子供とともに哲学する 　ひとつの哲学入門書 エッケハルト・マルテンス／著 晃洋書房 2003 1108019488
目で見るものと心で見るもの 谷川 俊太郎／ほか著 草思社 1999 1105437782

哲学のモノサシ 西 研／著 日本放送出版協会 1996 1100394673

　　     生活の中で哲学
ツイッター哲学 　別のしかたで 千葉雅也／著 河出書房新社 2020
結婚の哲学 1　21世紀にふさわしい結婚のかたちを求めて 長町裕司／著 春秋社 2020 1110725130
ことばを紡ぐための哲学 　　東大駒場・現代思想講義 中島隆博／編著 白水社 2019 1110964325
「働くこと」の哲学 　ディーセント・ワークとは何か 稲垣久和／著 明石書店 2019 1111050314
AI時代の労働の哲学 稲葉振一郎／著 講談社 2019 1111043376
病む、生きる、身体の歴史 　近代病理学の哲学 田中祐理子／著 青土社 2019 1111033575
死の所有 　死刑・殺人・動物利用に向きあう哲学 一ノ瀬正樹／著 東京大学出版会 2019 1110961909
「身軽」の哲学 山折哲雄／著 新潮社 2019 1111031405
暴力をめぐる哲学 飯野勝己／編著 晃洋書房 2019 1111021596
ライフサイクルの哲学 西平直／著 東京大学出版会 2019 1111027205
おひとりさまvs.ひとりの哲学 山折哲雄／著 朝日新聞出版 2018 1110766233
こどものてつがく 　ケアと幸せのための対話 高橋綾／著 大阪大学出版会 2018 1110783097
食べることの哲学 檜垣立哉／著 世界思想社 2018 1110779756
メイキング・オブ・勉強の哲学 千葉雅也／著 文藝春秋 2018 1110768809
憎悪と愛の哲学 大澤真幸／著 KADOKAWA 2017 1110749056
働くことの哲学 ラース・スヴェンセン／[著] 紀伊國屋書店 2016 1110572730

「時間」を哲学する 　過去はどこへ行ったのか 中島 義道／著 講談社 1996 1106141128

　　      こんなところにも哲学
確率と哲学 ティモシー・チルダーズ／著 九夏社 2020 1110925821
下山の哲学 　登るために下る 竹内洋岳／著 太郎次郎社エディタス 2020 1111067110
猫たち フロランス・ビュルガ／著 法政大学出版局 2019 1110968755
犬たち マルク・アリザール／著 法政大学出版局 2019 1110968763

図説シンギュラリティの科学と哲学 　AIと技術的特異点の未来予測! 野田ユウキ／著 秀和システム 2019 1111015564

分解の哲学 　腐敗と発酵をめぐる思考 藤原辰史／著 青土社 2019 1110977418
言葉の服 　おしゃれと気づきの哲学 堀畑裕之／著 トランスビュー 2019 1110971585
ファッションの哲学 井上雅人／著 ミネルヴァ書房 2019 1111056857
ゾンビの小哲学 　ホラーを通していかに思考するか マキシム・クロンブ／著 人文書院 2019 1111037410
オリンピック・パラリンピックを哲学する
オリンピアン育成の実際から社会的課題まで

谷釜尋徳／編著 晃洋書房 2019 1110947783

プレイ・マターズ 　遊び心の哲学 ミゲル・シカール／著 フィルムアート社 2019 1111029847
過去と和解するための哲学 山内志朗／著 大和書房 2018 1110895842
落語-哲学 中村昇／著 亜紀書房 2018 1110794375
100歳時代の新しい介護哲学 　介護を仕事にした100人の理由 久田恵／編著 現代書館 2018 1110942909

ファッションと哲学 　16人の思想家から学ぶファッション論入門 アニェス・ロカモラ／編 フィルムアート社 2018 1111011746

ゲーム理論はアート 　社会のしくみを思いつくための繊細な哲学 松島斉／著 日本評論社 2018 1110766308
#カリグラシ 　賃貸と団地、貸し借りのニュー哲学 OURS.KARIGURASHI MAGAZINE／編 ぴあ株式会社関西支社 2017 1110710629
昆虫の哲学 ジャン=マルク・ドルーアン／[著] みすず書房 2016 1110474291
まちづくりの哲学 　都市計画が語らなかった「場所」と「世界」 蓑原敬／著 ミネルヴァ書房 2016 1110479076
水木しげると妖怪の哲学 甲田烈／著 イースト・プレス 2016 1110702519
マラソン哲学 　日本のレジェンド12人の提言 小森 貞子／構成 講談社 2015 1110420393
匂いの哲学 　香りたつ美と芸術の世界 シャンタル・ジャケ／著 晃洋書房 2015 1110528401
日本美を哲学する 　あはれ・幽玄・さび・いき 田中 久文／著 青土社 2013 1110324868
数学を哲学する スチュワート・シャピロ／著 筑摩書房 2012 1108774496
長新太の絵本の不思議な世界 　哲学する絵本 村瀬 学／著 晃洋書房 2010 1108633494
マンガは哲学する 永井 均／著 岩波書店 2009 1108822733
談論風発!化学を哲学する 近畿化学協会／編 化学同人 2009 1108835065

建築の哲学 　身体と空間の探究 四日谷 敬子／著 世界思想社 2004 1108204700


