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マイケル・サンデル。一橋大学の学生の皆さんならどこかでこの名前を聞いたことがあると思います。

現在各種メディアで取り上げられており、自身の講義の内容を収録した本で話題の人です。彼の取り扱う

テーマの中心はずばり、「正義」。これは政治家の献金問題や検察の不祥事、裁判員制度などで揺れる現代

の日本社会に共通する大きなテーマの一つです。今回の TZ〈ほんの窓〉では、私たちチーム・えんのした

が、「正義」について考えさせられると感じた本を以下に紹介していきます。 

 

サンデル教授を筆頭にそのルーツとなる古代ギリシア、ローマの文学も遡ってご紹介していきます。『こ

れからの正義の話をしよう』は内容は濃いのに非常に分かりやすく、読みやすいのでお勧めです。また正

義の「昔」の部分ではそのガイドとして、一橋大学の教授である、森村先生の著書も取り上げさせて頂き

ました。 

 

これからの正義の話をしよう マイケル・J.サンデル(著) 鬼澤忍(翻訳) 早川書房(2010/5/25) 
【3110:1023】 

リベラリズムと正義の限界 マイケル・J. サンデル (著), 菊池 理夫 (翻訳) 勁草書房 (2009/2/21) 

【3090:578】 

自由はどこまで可能か : リバタリアニズム入門  森村進(著) 講談社(2001.2) 【3090:375】 

ギリシア人の刑罰観 / 森村進(著) 木鐸社(1988.2) 【407:207】 

ソクラテスの弁明・クリトン プラトン (著), 久保 勉 (翻訳) 岩波書店; 改版版 (1964)【0800:32:D/70】 

ニコマコス倫理学〈上〉アリストテレス (著)高田 三郎 (翻訳) 岩波書店 (1971/01)【0800:32:D/212/上】 

ニコマコス倫理学〈下〉アリストテレス (著)高田 三郎(翻訳) 岩波書店 (1973/01) 【0800:32:D/212/下】 

義務について キケロー (著), 泉井 久之助 (翻訳) 岩波書店 (1961/07)【0800:32:D/165】 

 

  

人間が守るべき「正義」の根拠を探り、20 世紀の倫理学、政治哲学を代表する著作の一つといわれるロ

ールズの著作を筆頭に、現代日本の検察問題やメディアの在り方から、世界的な規模で進む経済問題など

様々な視点からご紹介します。ちなみに上記のサンデル教授はコミュニタリアンの立場からロールズを批

判したことでも有名です。 



 

正義論 ジョン・ロールズ (著), 矢島 鈞次 (監訳) 紀伊國屋書店 (1979/08)【3210:244】 

現代国家と法  岩村, 正彦 [ほか]編 岩波書店 (1997.10)【3210:299:1】 

検察の正義 郷原 信郎 (著) 筑摩書房 (2009/09)【3271:279】 

人道的介入―正義の武力行使はあるか 最上 敏樹 (著) 岩波書店 (2001/10)【0800:33:新赤/752】 

デリダ―なぜ「脱‐構築」は正義なのか (シリーズ・哲学のエッセンス) 斎藤 慶典 (著) 日本放送出版

協会(2006/09)【1300:1298】 

アマルティア・セン―経済学と倫理学 鈴村 興太郎 (著), 後藤 玲子 (著) 実教出版 (2001/09)

【3310:662】 

メディア批判 (シリーズ社会批判) ブルデュー (著), 桜本 陽一 (翻訳) 藤原書店 (2000/07)

【3610:1777】 

 

 

 日本、諸外国の文学作品の中から、本好きのえんのしたメンバーの視点で「正義」というテーマを感じ

たものを取り上げてご紹介します。漱石などの名作がズラリと出そろいました。この機会に是非、読んだ

ことのない方は勿論、読んだことがあるという方も「正義」という視点で読み直してみてはいかがでしょ

うか。新たな発見が見つかるかもしれません。 

 

■日本の文学作品 

こころ 夏目 漱石 (著) 岩波書店(1989.5)【0800:32A:B/69】 

小さき者へ・生れ出づる悩み 有島 武郎 (著)  岩波書店(2004.8)【0800:32:B/551】 

羅生門・鼻・芋粥・偸盗 芥川竜之介 岩波書店(2002.10)【0800:32:B/529】 

蟹工船・党生活者 小林 多喜二 (著) 新潮社; 改版版 (1954/06)【9100:2216】 

第一義の道・赤蛙 島木 健作 (著), 新保 祐司 (解説) 講談社 (2006/3/11)【9180:19:し O1】 

ヴィヨンの妻 ; 桜桃 : 他八篇 / 太宰治作 岩波書店(1968.7)【0800:32A:B/310】 

輝ける闇 開高 健 (著) 新潮社 (1968.4)【218:55】 

 

■外国の文学作品 

ハムレット ウィリアム シェイクスピア (著), William Shakespeare (原著),  野島秀勝(翻訳) 岩波書

店(2002.1)【0800:32:C/1025】 

イワン・イリッチの死 トルストイ (著), 米川 正夫 (翻訳) 岩波書店; 改版版 (1973/01)

【0800:32A:C/673】 

ナナ(上) / エミール・ゾラ作 ; 田邊貞之助, 河内清訳 岩波書店(1955.6-1955.9)【0800:32:C/521/上】 

ナナ(下) / エミール・ゾラ作 ; 田邊貞之助, 河内清訳 岩波書店(1955.6-1955.9)【0800:32:C/521/下】 

狭き門 ジッド (著), 山内 義雄 (翻訳) 新潮社 (1950.10)【PAe:63:3】 



展示小テーマ ISBN（発注用） 展示候補 請求記号 内容 その他/メモ

小テーマ1「正義の今と昔」サンデル教授を筆頭にそのルーツとなる古代ギリシア、ローマの文学も遡って紹介する。

1.正義の今と昔 978-4152091314 これからの正義の話をしよう　マイケル・J.サンデル(著)　鬼澤忍(翻訳) 早川書房(2010/5/25) 3110:1023

1.正義の今と昔 978-4326101887 リベラリズムと正義の限界　マイケル・J. サンデル (著), 菊池 理夫 (翻訳)　勁草書房 (2009/2/21) 3090:578

1.正義の今と昔 978-4003360170 国家〈上〉　プラトン (著), 藤沢 令夫 (翻訳) 岩波書店 (1979/01) 0800:32:D/238/上

1.正義の今と昔 978-4003360187 国家〈下〉　プラトン (著), 藤沢 令夫 (翻訳) 岩波書店 (1979/01) 0800:32:D/238/下

1.正義の今と昔 978-4003360118 ソクラテスの弁明・クリトン　プラトン (著), 久保 勉 (翻訳) 岩波書店; 改版版 (1964) 0800:32:D/70

1.正義の今と昔 978-4003360415 ニコマコス倫理学〈上〉　アリストテレス (著), 高田 三郎 (翻訳) 岩波書店 (1971/01) 0800:32:D/212/上

1.正義の今と昔 978-4003360422 ニコマコス倫理学〈下〉　アリストテレス (著), 高田 三郎 (翻訳) 岩波書店 (1973/01) 0800:32:D/212/下

1.正義の今と昔 978-4003361115 義務について　キケロー (著), 泉井 久之助 (翻訳)　岩波書店 (1961/07) 0800:32:D/165

1.正義の今と昔 4582765270 純粋理性批判 (上) イマヌエル・カント (著), 原 佑 (翻訳) 平凡社 (2005/02) 0800:36:527

1.正義の今と昔 4582765394 純粋理性批判〈中〉イマヌエル カント (著), Immanuel Kant (原著), 原 佑 (翻訳)　平凡社 (2005/05) 0800:36:539

1.正義の今と昔 458276553X 純粋理性批判〈下〉イマヌエル カント (著), Immanuel Kant (原著), 原 佑 (翻訳)　平凡社 (2005/09) 0800:36:553

1.正義の今と昔 4334751199 自由論 J.S. ミル (著), John Stuart Mill (原著),  山岡洋一(翻訳), 光文社(2006/12) 0800:110:Bミ1/1

1.正義の今と昔 978-4000241403 統治二論　ジョン ロック (著), John Locke (原著), 加藤 節 (翻訳) 岩波書店 (2007/09) 3110:861

小テーマ2.「現代社会における正義とは？」現代日本の検察問題やメディアの在り方、経済問題などに関連して紹介する。

2.現代社会における正義とは？ 978-4480065100 検察の正義　郷原 信郎 (著) 筑摩書房 (2009/09) 3271:279

2.現代社会における正義とは？ 978-4004307525 人道的介入―正義の武力行使はあるか　最上 敏樹 (著) 岩波書店 (2001/10) 0800:33:新赤/752

2.現代社会における正義とは？ 978-4140093351 デリダ―なぜ「脱‐構築」は正義なのか (シリーズ・哲学のエッセンス)　斎藤 慶典 (著) 日本放送出版協会(2006/09) 1300:1298

2.現代社会における正義とは？ 978-4314002639 正義論　ジョン・ロールズ (著), 矢島 鈞次 (監訳) 紀伊國屋書店 (1979/08) 3210:244

2.現代社会における正義とは？ 978-4407028126 アマルティア・セン―経済学と倫理学　鈴村 興太郎 (著), 後藤 玲子 (著) 実教出版 (2001/09) 3310:662

2.現代社会における正義とは？ 978-4894341883 メディア批判 (シリーズ社会批判)　ブルデュー (著), 桜本 陽一 (翻訳) 藤原書店 (2000/07) 3610:1777

2.現代社会における正義とは？ 978-4105067038 監獄の誕生―監視と処罰　ミシェル・フーコー (著), 田村 俶 (著), Michel Foucault (著) 新潮社 (1977/09) 3264:11:00

3物語の中に見る正義 こころ　夏目 漱石 (著) 岩波書店(1989.5) 0800:32A:B/69

3物語の中に見る正義 978-4101057019 友情　武者小路 実篤 (著) 新潮社; 改版版 (1947/12) 全集はあり

3物語の中に見る正義 小さき者へ・生れ出づる悩み　有島 武郎 (著)  岩波書店(2004.8) 0800:32:B/551

3物語の中に見る正義 羅生門・鼻・芋粥・偸盗　芥川竜之介　岩波書店(2002.10) 0800:32:B/529

3物語の中に見る正義 978-4101084015 蟹工船・党生活者　小林 多喜二 (著) 新潮社; 改版版 (1954/06) 9100:2216

3物語の中に見る正義 978-4061984356 第一義の道・赤蛙　島木 健作 (著), 新保 祐司 (解説) 講談社 (2006/3/11) 9180:19:しO1

3物語の中に見る正義 978-4903620435 正義と微笑　太宰 治 (著)　SDP (2009/1/25) 全集はあり

3物語の中に見る正義 ヴィヨンの妻 ; 桜桃 : 他八篇 / 太宰治作　岩波書店(1968.7)　 0800:32A:B/310

3物語の中に見る正義 輝ける闇　開高 健 (著) 新潮社 (1968.4) 218:55:00

3物語の中に見る正義 978-4022606075 ベトナム戦記　開高 健 (著) 朝日新聞社 (1990/10) 全集はあり

3物語の中に見る正義 ハムレット　ウィリアム シェイクスピア (著), William Shakespeare (原著),  野島秀勝(翻訳) 岩波書店(2002.1) 0800:32:C/1025

3物語の中に見る正義 アンナ・カレーニナ (上巻) トルストイ (著), 中村融訳　岩波書店(1989.11) 0800:32A:C/728/上

3物語の中に見る正義 アンナ・カレーニナ (中巻)　トルストイ (著), 中村融訳　岩波書店(1989.11) 0800:32A:C/728/中

3物語の中に見る正義 アンナ・カレーニナ (下巻)　トルストイ (著), 中村融訳　岩波書店(1989.11) 0800:32A:C/728/下

3物語の中に見る正義 978-4003261934 イワン・イリッチの死　トルストイ (著), 米川 正夫 (翻訳) 岩波書店; 改版版 (1973/01) 0800:32A:C/673

3物語の中に見る正義 居酒屋(上) / エミール・ゾラ作 ; 田邊貞之介, 河内清譯　岩波書店(1955.1-3) 0800:32:C/518/上

3物語の中に見る正義 居酒屋(下) / エミール・ゾラ作 ; 田邊貞之介, 河内清譯　岩波書店(1955.1-3) 0800:32:C/518/下

3物語の中に見る正義 ナナ(上) / エミール・ゾラ作 ; 田邊貞之助, 河内清訳　岩波書店(1955.6-1955.9) 0800:32:C/521/上

3物語の中に見る正義 ナナ(下) / エミール・ゾラ作 ; 田邊貞之助, 河内清訳　岩波書店(1955.6-1955.9) 0800:32:C/521/下

3物語の中に見る正義 狭き門　ジッド (著), 山内 義雄 (翻訳) 新潮社 (1950.10) PAe:63:3

3物語の中に見る正義 978-4003255513 ジャン・クリストフ 1 改版 ロマン・ロラン (著), 豊島 与志雄 (著) 岩波書店 (1986/06) 0800:32C:C/485/1

3物語の中に見る正義 978-4003255520 ジャン・クリストフ 2 改版　ロマン・ロラン (著), 豊島 与志雄 (翻訳) 岩波書店 (1986/07) 0800:32C:C/485/2

3物語の中に見る正義 978-4003255537 ジャン・クリストフ 3 改訂 ロマン・ローラン (著), 豊島 与志雄 (翻訳) 岩波書店 (1986/08) 0800:32C:C/485/3

3物語の中に見る正義 978-4003255544 ジャン・クリストフ 4 改版　ロマン・ロラン (著), 豊島 与志雄 (翻訳) 岩波書店 (1986/09) 0800:32C:C/485/4

 小テーマ3「物語の中に見る正義」日本、諸外国の文学作品の中から「正義」というテーマに関するものをとり上げて紹介する。


