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講師著書 請求記号 所在

1
環境の経済史 森林・市場・国家 / 斎藤修著. 岩波書店,
2014.6. (岩波現代全書 033).

6500:132A 本館3階和書

2
プロト工業化の時代 西欧と日本の比較史 / 斎藤修著. 岩波書
店, 2013.11. (岩波現代文庫 学術 301).

0800:85A:G/301本館2階文庫・新書

3
比較史の遠近法 / 斎藤修著. NTT出版, 1997.3. (ネットワーク
の社会科学).

2101:144 本館2階和書

4
賃金と労働と生活水準 日本経済史における18-20世紀 / 斎藤
修著. 岩波書店, 1998.2. (一橋大学経済研究叢書 48).

3321:393A 本館2階和書

5
江戸と大阪 近代日本の都市起源 / 斎藤修著. NTT出版,
2002.3. (ネットワークの社会科学).

3321:592 本館2階和書

6
比較経済発展論 歴史的アプローチ / 斎藤修著. 岩波書店,
2008.3. (一橋大学経済研究叢書 56).

3310:856A 本館2階和書

7
産業と革新 資本主義の発展と変容 / [斎藤修ほか執筆]. 岩波
書店, 1998.11. (岩波講座世界歴史 22).

2090:204A:22 本館2階和書

8
日本経済の200年 / 西川俊作, 尾高煌之助, 斎藤修編著. 日
本評論社, 1996.1.

3321:351 本館2階和書

9
近代成長の胎動 / 新保博, 斎藤修編. 岩波書店, 1989.10. (日
本経済史 2).

BQc:643:2 本館3階和書

10
疾病・開発・帝国医療 アジアにおける病気と医療の歴史学 / 見
市雅俊 [ほか] 編. 東京大学出版会, 2001.8.

4900:852 本館3階和書

11
地球の環境と開発. 岩波書店, 1998.3. (岩波講座開発と文化
5).

3080:22:5 本館2階和書

12
環境の経済理論 / 佐和隆光, 植田和弘編. 岩波書店, 2002.9.
(岩波講座環境経済・政策学 第1巻).

5100:819:1 本館3階和書

13

Emergence of economic society in Japan, 1600-1859 /
edited by Akira Hayami, Osamu Saito, Ronald P. Toby. Oxford
University press, 2004. (The economic history of Japan
1600-1990 v. 1).

3321:71:1 本館3階洋書

14
Population and economy from hunger to modern economic
growth / edited by T. Bengtsson and O. Saito. Oxford
University Press, c2000.

3343:53 本館3階洋書

15
【論文】Forest history and the Great Divergence China, Japan,
and the West compared / Osamu Saito. (Journal of Global
History 4(3), 2009)

- HERMES-IR(WEB)

テーマ関連図書 請求記号 所在

16
草山の語る近世 / 水本邦彦著. 山川出版社, 2003.7. (日本史
リブレット 52).

6500:50 本館3階和書

17
文明崩壊 滅亡と存続の命運を分けるもの / ジャレド・ダイアモン
ド著 楡井浩一訳 草思社, 2005.12.

2000:261:上 本館2階和書

18
文明崩壊 滅亡と存続の命運を分けるもの / ジャレド・ダイアモン
ド著 楡井浩一訳 草思社, 2005.12.

2000:261:下 本館2階和書

19
自然と権力 環境の世界史 / ヨアヒム・ラートカウ [著] 海老根剛,
森田直子共訳. みすず書房, 2012.7.

5100:1874 本館3階和書

20
人口の世界史 / マッシモ・リヴィ-バッチ著 速水融, 斎藤修訳.
東洋経済新報社, 2014.3

3342:37A 本館2階和書

展 示 資 料 リ ス ト

今回のブックトークに関わりの深い図書を講師の斎藤修名誉教授に選んでいただきました。
事前に読んでいただければ、ブックトークをより深く楽しめることと思います。

○斎藤修講師の著書は、本館２階の本学教員著作コーナーでも展示しています。
　 　※教員著作コーナーの図書は全て禁貸出資料となります。

一橋大学附属図書館ブックトーク '14

環境史へのいざない



斎藤修著。岩波書店。2014.6刊。
請求記号：【6500:132A】。

今回の主題図書。
人類の歴史は自然からの制約によって形づくられてきただけではなく，自然を変え
る行為の積み重ねでもあり，その自然改変の結果がさらに社会に影響を及ぼすと
いう，相互作用の帰結である．過去に深刻な乱伐を何度か経験したにもかかわら
ず，現在では先進国としては珍しく緑豊かで国土の三分の二は森林に覆われてい
る日本列島を対象に，国家と市場と森林の関係を解き明かす比較環境史の試
み。　(紹介：斎藤修講師。岩波書店ホームページ掲載の同書紹介に加筆)

文明崩壊　滅亡と存続の命運を分けるもの(上・下)

ジャレド・ダイアモンド著。楡井浩一訳。草思社。2005.12刊。
請求記号：【2000:261:上】・【2000:261:下】

環境破壊が社会の崩壊を招いた事例と招かなかった事例を取上げ，その要因を
探ったベストセラー。取上げられたのは，中米マヤ，北米アナサジ族，ポリネシアの
ピトケアン・ヘンダーソン２島，イースター島，ノルウェー人のグリーンランド入植地と
いう５つの崩壊例と，太平洋に浮かぶティコピア島，ニューギニア高地，徳川日本
という３つの成功例である。個々の叙述は読んでおもしろく，読者にさまざまなこと
を考えさせてくれる。　(紹介：斎藤修講師)

自然と権力　環境の世界史

ヨアヒム・ラートカウ著。海老根剛, 森田直子共訳。みすず書房。2012.7刊。
請求記号：【5100:1874】

「環境の世界史」というサブタイトルにふさわしい，環境史の第一人者による著作。
どちらかというと西欧の歴史的経験が中心ではあるが，日本への言及もある。個別
事象の専門的な研究への目配りがよく，また分析の視角もしっかりしている。人の
目を惹くような文明論議があるわけではないが，本書を読むと，これまでにいくつか
翻訳された環境史の本と比べて，学問水準が一段と引上げられたという感を強く
するだろう。　(紹介：斎藤修講師)

一橋大学附属図書館ブックトーク '14  環境史へのいざない

　主催：一橋大学附属図書館
　日時：2014年11月11日（火） 17:30～19:00 （開場 17:00）
　会場：一橋大学国立キャンパス 西本館１階 特別応接室
　定員：45名 （事前申込優先・当日受付可）
　申込：メール受付。　以下の内容を右のアドレスまで送信してください。
　　　　　　・件名：「ブックトーク参加申込」　・本文：(1)氏名　(2)所属 (3)ご質問等

環境の経済史　森林・市場・国家

展 示 資 料 紹 介

聴講申込受付中
<lib‐dm@dm.hit‐u.ac.jp>

または上のQRコードからどうぞ


