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ヨ
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ラインバッハ，Ｔ，〈Leinbach,Ｔ､）４０，
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Ｊ.〉（1984）４６，；〈1987）99,107,
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ランカシャ－２５３６６
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アルパート・ドック115,12‘i,155,

157,188

リヴィングストーン，Ｐ．（ＬＭｎ深tone，
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５６７
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ホフマン薄アクセルム，，．（Hofimann
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跡（Ｐｂ/"姉α"dSbc“,）７６

ホルダネス，Ｇ，（Hoidemess,Ｇ､）３２４，
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１８０
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６イ
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229,237
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２５
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de）３３２
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＝
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ミーガン，Ｒ（Ｍ“gan,Ｒ,〉119.135,
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ミシャン，Ｅ（Mishan,Ｅ､）218-9,225,
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ム

ムーアハウス，Ｂ・（Moorhouse,n.）
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メンネル．Ｓ（Ｍｅ【ｍｅｌＩ,Ｓ・）232,242
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プレスタテイン３１６
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Ｊ,〉１６５
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米国労働総同盟（AFL）157,159,172
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１５８
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２７６
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⑫

ベルクソン，、．〈Bergson,Ｈ､）11-2,

,11-2,‘１８
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1541,161,16‘１０１６６
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ポストモダニズム36-41,239,244,359-
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ホスピタリテイ／もてなし242,287

保存／保峨256-9,299-300,310-2,339‐

‘11,373-‘Ｉ

ポッター，Ｂ，（Pottcr,Ｂ‘）328,350
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６３７

ホットロッド・レース371-2

ホテル２４２‘1,288

ポーデン，ｌ)，（Boden,I〕.）２９
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ピアース，Ｉ)．（Pearce,，.）２‘１６

ピアース，１，．（P“rcc,Ｐ.）２１１

ピアンキーニ，Ｆ・（BianchiI1i,Ｆ､）２６７

ヒーシャム原子力発電所３１２

ビショップ，』．（Bishop,』.）３７０１

ヒース．Ａ･（IIeath,Ａ,）８‘１

ピチェリ，Ａ・（Pichierri,八.）２３

ピヅ･ゴット，Ｓ、（PicCi〔〕ttO,Ｓ､）５８

ピックヴァンス，Ｃ，（１）ickva11ce,Ｃ､）

２３，２６７

ピックネル，Ｐ．（BicknclI,Ｐ.）３３５

ピネイ，Ｍ・（Binney,Ｍ・）３６７

批判剛諭59,65

ピーミッシュ産業博物館206,282

ヒューイソン．Ｒ・（IIewis《》n,Ｒ､）

（1987）262-‘1,317,365,367：

（1993）334,337,3‘Ｉ３

ヒューム，，．（Ｈｕｍｅ,，.）１１１

ヒール，Ｆ,（Hea1,Ｆ.）２４１

ヒルシユ．Ｊ〈HirschJ.）５９

ピルスバリー，Ｒ・（Pillsbury.Ｒ､）２４６

フ

フアイン,Ｂ、（Fine.Ｂ､）63,71

プァヨール，Ⅲ．（Fayol.Ⅲ.）１７５

プィッシヤー・クラーク・テーゼ１９‘ｌ

フィリップス，Ｍ・（PhiIlips.Ｍ､）３０６

フィロ．Ｃ‘（Philo,Ｃ､）‘１１

凧最51,290,336,357-8,367

フェザーストン，Ｍ,（Fcathc1･靴(〕''1P，

Ｍ,）244,360,361,383

フェミニズム45-6,57

フォザーギル，Ｓ・（FotherEiII,Ｓ〉

’32-40137-9

フオーデイズム39,178,233,248,354

ブォナー０１，．ｓ（Foner,Ｉ).Ｓ､）１５４，

１５８

フォルシューセラ，Ｍ‘（FoIch-Scrra

M,）３１６

プォンテイン散会３２５

フォン・フラトウ（Flat〔)ｗ,Ｓ・von）５９

フーコー，Ｍ，（FoucauIt,Ｍ,）73,77

プードン，Ｒ・（Boudon,Ｒ､）１００

フーパー．』．（IIopper,』.）３００

フュイスケン，Ｆ、（Huisken,Ｆ､）５９

プライトン45,50,226,325,328

ブラウオイ，Ｍ・（Burawoy,Ｍ）１５７，

１５９
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１７９

プラウン，Ｅ,Ⅱ．（Brown‘Ｅ・’1.）ｌ７９

ブラウン，Ｅ､Ｒ，（Brown,Ｅ､Ｒ,）１６６
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プラツクプール50,227,275,356

ブラシドソィード２０６

プラッドリー,Ｔ，（BradIey･'1､.）Ｍ８

フランス89,96098,175-6

フランク，Ａ・（Frank,Ａ､）62,70,71

フランクリン，Ｂ，（Franklin,Ｂ､）１１

フランケル，Ｍ、（Franke１，Ｍ.）１７９

フランケンパーグ，Ｒ･（Frn】'kcnberH，

Ｒ）１８

プーランザス，肘．（PouIantzas,Ｎ､）

５８，６２，７７

プランプトル，』．（Plumptre,』.）３３５

フリスビー．，.（Frisby,Ｄ）15,16

ブリードマン，』．（Fricdman,」.）２３１，

３５５
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プリン，Ａ・（Fly､､,Ａ･〉299-300
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プレシユ，Ｅ､Ｆ､Ｌ，（Brech，Ｅ・Ｉｉ,.Ｌ､）

１６８
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ハーヴェイ，Ｓ・（IIarvcy,Ｓ‘）３６７

バウマン，Ｚ，（B孔umall,Ｚ.）239,360

バーガー？』．（IlcI･iMGr,』.）９５

パガリー．Ｐ．〈BIlRRuIey,Ｐ,〉25,205,

215,252

ハキム，Ｃ・（Hakim,Ｃ）２０１

パーキン，Ｆ，（Parkin,Ｆ､）６７

パーキン，１１．（PcrkiI1,Ⅲ.）183,212

iW物館206,2,168,254,262

パザード，』．〈Ｂ”ard,』.）331,335,

340-1

バージエス，Ｋ，（Bu噸ＣＳＳ‘Ｋ､）168,

170,177,184

ハーシュ，Ｆ・（Hirsc11,Ｆ.）220-3,226

パシュヵーニス，Ｅ・（I,nshukanis1E.）

６３

パシニラール，Ｇ、〈Bnchclflrd,Ｇ‘）

‘11-2,48,66

場所一神話45,324

パスカー．Ｒ（Bhaskar,Ｒ､）100,111,
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パスク地方３１２

ハズリッ1,,Ｗ．〈Ⅲ”litt,Ｗ､〉３３８

パースン，１１．（Person,Ⅲ.）１５９

バックーモース，Ｓ（Buck-Morss,Ｓ､）

４３

ハーデイ，，．（Hnrdy,，.）２３４１，316

ハーデインＯＲ，（Ｈ;lrdill,Ｒ暇）８１５

バード，Ｊ、（Bird,』.）５２

パ1､リック，Ｊ，（Blltlrick,Ｊ厩）１５２

ハナー，Ｌ･（IIanMh.Ｌ‘）１７７

パナジ，』．（Banaji,』.〉129,132

ハナーズ，Ｕ（IIannCrz,Ｕ‘）２７６

パニッチ，Ｌ，（Panitch,Ｌ､）６０

バーバ，Ⅲ．（Bhnbh&１．１１.）５１

ハーパーマス，』．（IIKlbermns,』.）５９』

95,98,101,238
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１５４

パーマン．Ｍ、（Be１．ｍ訓１，Ｍ.〉16,39,

⑩

197,212,231,234,269-71,355

ハミルトン，八．（IIamilton1A,）３０‘ｌ

パリ

イメージ５０

オースマンのパリ197,205,231,

355

恋人たち２１８

１９世紀234,290,333

川辺の風飛290,332,342

出来ﾘド（】968年五月革命）２１

〃仲‘１４

ピラミッド２５６

ブルヴフ･一ル生活197-8,204,212,

355

流行５０
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パリー，Ｂ・（Barry,Ｂ､）８１．１

ハリス，Ｒ・（lkmFis,Ｒ,）１３９
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ド・クィンシー，Ｔ‘（DeQuiI1ccy,'1,.）
３３８

都市
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ツーリズム355-6
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都市社会学16-8,20-3
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１fリーム･八ケ■プ
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ﾆﾄ凹鮒リ入

大都市１５－６
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ドッブ，Ｍ・（Dobb,Ｍ‘）７７

ドニスン，，．（DonI1is()n‘，.）１３９

トフラー，八．〈'1,offIer,Ａ,〉294,364

トムスン，Ｃ､Ｂ･（Tilompso11,Ｃ､Ｂ､）
158,159,170

トムスン，Ｅ,I，.（Ｔｈ(》mpson,Ｅ､Ｐ.）９！
34-5,151

ドラプル，Ｍ・（DrabblG.Ｍ､）２５６

ｒトランザクションズ・オブ・アメリカ
ン・ソサエティ・オブ・メカニカル・

エンジニァズ』誌（ｎｍ“ビﾉゎ"ｓ

ｑ／４""ﾉtw〃Ｓｂｃたりｑ／〃“ﾙα"i・

“/鰯妙雌ﾘw)l56

トルコ３０７

ナ

ナィアガラの滝‘ｌ５

ナショナル・トラスト299,350,351

ナドワーニ，Ｍ・』．（Nadwomy,Ｍ・』.）
156,157.172

ニコルス，'1,．〈Nich《》１s.'1,.）７２，１８３

ニコルソン，Ｎ･（Nich〔)lsoI１，Ｎ.）３２３１
331,335

ニスペット，Ｒ,八．（Nisbet,ＲＡ.）

６３－７

二一チェ，Ｆ､Ｗ・（Nietzsche.Ｆ､Ｗ､）

７８

Ｈ本176,19‘1,2‘10,356

ニュージーランド226,294,3Ｍ

ニュートン，Ｉ．〈NcwtoI1‘Ｉ.）３２

ニユーピイ，１１．（Newby‘Ⅲ.）（1977】

72,129-30；（1978）129,132；
（1979）129；（1980a）130；

（1980b）130；（1982）130；

（]985）１９；〈1990）３，１４

ニューピィ催かく1978）１２９

ベルとニューピイ（1976）１９

ニユーピイ，Ｐ．（Newby,Ｐ.）３３６
ニューヨーク，ブロードウェイ５０

ネ

ネルソン２５

ネルソン，，．（Nelson,!).）１５】,156,
160,ｌ６５

ネルソン，Ｒ，（Nelson,Ｒ,）１５４

ノ

農村

資本と労働力13.1-,1‘１

地域階府附造１‘１４．６

農村社会５０

農村社会学１７８，１２８３４

農村のリスラクチュフ'リング１２７－

４８

農法パターン３０８

能率協会１５６

ノースウエスト旅行協会２５５

ノスタルジア205,365‘６

ノーブル、，．（XoblG,，.）1540160-3,
167

八

ハイデッガー，Ｍ、〈IIeideggeI.,Ｍ､）
１１，２７，７８

パイパー，ｊ，（PiI)cr,』.）３３４

ハーヴエイ，，．（Harvey,Ｉ),）１２８；

（1982）27,107；〈1985）１１．１；

（1989）36,39-41,232､294-5,364,
367
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ターナー，』.Ｂ，（Tumer.』.Ｂ､）１６１

ターナー，Ｌ、（Tumcr,Ｌ､）227,307

ターナー，Ｒ,１１．（'1,umGr.Ｒ･’1.）１８４

ターナー，ｖ、（Tul･ncr,Ｖ､）２８１

ダニエル，Ｗ･（Danie1,Ｗ.）１９０

ダニエルズ，Ｓ（Dalliels,Ｓ､）３１１

タホ湖２１８

ダーラム２９３

ダンカン，』．（１）unca11,Ｊ.）５１

ダンフォード，Ｍ･（Dunford,Ｍ,）1.10

ダンレヴイ，Ｐ．（Dunleavy,I〉.）２２－３，

１２８

チ

チェスタートン，Ｇ､Ｋ‘（Chesterton,Ｇ

Ｋ.）３ｉｌ３

チェルトナム25,257

チュンパース，１，（Chambers,Ｉ,）５２

地球の友２９９

チャーチ，Ｒ､Ｌ・（Church,Ｒ､Ｌ､）１６５

チャッツワース３２５

チャップマン，Ｍ、（ChaI)man,Ｍ,）

326,3l17-9

チャールズ1m太子２５６

チャンドラー，八.Ｄ・（ChandIer,Ａ､，.）

153.154,177

ツ

ツーリズム

現塊２８７３２１

猟塊慰撤２９７３０５

蝿境ダメージ218-20,306.12

猟境の視党的消賢312-21

グローバルな発展287-8

維済珊諭218-28

ツーリズムの終濡２４】･８

ツーリズムの洲賢４９，２１１３０

旅行先２７８

旅行と近代的主体231-49

テ

デイヴイス，Ｍ、（Davis.Ｍ､）25,51,

23'１

⑧

デイヴイス，Ｗ・（Davis,Ｗ､）３０７

ティゲ，Ｃ，（'1,iHhe,Ｃ､）３０７

ディケンズ，Ｃ・（Dickens,Ｃ,）３‘１５

デイケンズ，１，．（DickeI1s,I>,）122

ディスコ，Ｃ･〈Disco,Ｃ､）１６３

ディズレイリー，Ｂ、（Disraeli,Ｂ）

３４５

テイヤー，Ｒ・（Thayer,Ｒ､）312-3

テイラー協会156,172

テイラー主綻174-8

テイラー，Ｃ、（Taylor.Ｃ､）88-9,99

テイラー，Ｆ､Ｗ･（Taylor,Ｆ､Ｗ覇）154,

156.159-61.168-70

ティリー，Ｃ，（Tilly,Ｃ､）95,96

ティリー，1..Ａ．（TilIy.Ｌ,Ａ‘）９６

デイ・ルイス，Ｃ，（DayLewis,Ｃ,〉２９３
デ.イーン，【，．（１）cane,Ｐ‘）１９４

デヴィース，Ｔ‘Ｍ・（Davie5,Ｔ､Ｍ､）
１４６

デカルト，Ｒ，（DescarteS,Ｒ､）３２－３

鉄巡198,212,289,297,333

ヅピナット．１ｺ．（１）evillat.'〉.）167.

174,175

デフォー．，．（Defoe,，.）３２２３，３３１

デプレイ，Ｒ、（Debray,Ｒ,）１６３

デニポフスキ，３１．〈DubofSky,Ｍ､）

１５４

デュマー，Ｋ・〈Dumar,Ｋ・〉２２０

デュルケム，Ｅ，(1)urkheim,Ｅ､）８，

１‘１５，３２

テリー，Ｑ、（'1,crry,Ｑ）２９４

デリダ．』．（Derrida,』.）73,77

テレビ37.276,298,361-3,365

テンニース，Ｆ・〈TUnnies,Ｆ,）２０

ト

ドーア，Ｒ･〈DorG.Ｒ‘）１8９

ドイツ96,175-6

トゥアン，Ｙ・ＦＬ（Tuan,Ｙ､Ｆ､）１１０
トウイーデイ，』．（Tweedie,』.）３０３

トゥレーヌ．Ａ･（Touraine,Ａ・）162‐



シュマーレンバッハ，Ｈ､Ｓ・

（SchmaIenbach,Ｈ､Ｓ､）２０

シユミツター，Ｐ.〈SChmitler,Ｐ.）６０，
７７

ジ:ノイス，』．（Joyce,』.）３５９

消費49-50

階級パターン378-81

視覚的消費312-21

架台的消賢21-3,31

ツーリズムの消費２１２３０

ジ勘スリング、Ｔ､Ｅ、（JoslinjZ,Ｔ､Ｅ､）
１３０

ショッピング・モール204,243-5

ショード，Ｍ、（Shoard,Ｍ,）３０イ

ジヨーンズ，Ａ･（JonesIA,）３０３

ジヨンストン．Ｂ・（J〔〕h【1sto､,Ｂ‘）３０８

シールズ，Ｒ･〈ShiGkIs,Ｒ）31,,15,237,
261,323-5,328,345,３４９

人口統計調垂飼〈OPCS）１９０

ジンメル，Ｇ･〈Simmel.Ｇ）15唇6,35,
231,237

ス

スウイージー，Ｐ．〈Ｓｗ“zy,Ｐ.）７７
スキー３０８

ズキン，Ｓ、〈Zukin,Ｓ､）36-7,278,290,
367-8

スクワイア，Ｓ・（Squire,Ｓ,）３５O

スコット↑Ａ,Ｊ，（Scott,八・』.）１１３，
ｌ２ＩＯｌ８５

スコットランド50,3145,350

スターク，Ｄ，（Stark,，.）102,151,

153,162,177

ステイーヴン，Ｌ・（StephenS,Ｌ､）３３９

ステイーヴンソン，Ｒ,Ｌ、（StevensoI1，
ＲＬ.）３３９

ステインコーム，八．Ｌ，（Stinchcombe，
八・Ｌ‘）１２９

ストウアーヘツド公園224,299

ストーパー，Ａ･〈Storper.Ａ､）１１３

ストーパー，Ｍ・（StorPer.Ｍ）１１５．

135,139-41,185

ストラザン，Ｍ・（Strathcm,Ｍ､）３５２

ストラI,フォード・アポン・エイヅォン

３２‘1,326,336

ストーン，Ｋ，（Stolle,Ｋ､）１５２

ストーンヘンジ３２５

スペイン300-3

スミス、Ａ・（Smith,Ａ､）‘１７

スミス，Ｎ・（Smith,Ｎ,）１１,'５

スミス、Ｖ・（Smith,Ｖ,）３０７

スリフト，Ｎ・（Thrift,Ｎ､）３４，１１．１
セ

製造業132-37188,191,201-2,253-4

セイヤー，Ａ、（Sayer’Ａ､）２‘1,111,116,
131,134-7

『ｾｵﾘー ･ｱﾝド･ソ･ﾘ･ｴﾃｨ』慨
(7ｿﾉ"ﾉ:),”‘SOC”『)76

1M:外銀行２４６

セカンド・ハウス３１８９

セネツト，Ｒ･（Sennett,Ｒ,）２１

セラフイールド348-9

,とルポーン，，．（SelboUmC,Ｄ,）３Ｏ９
セン，八．（SGI１，Ａ.）８８

ソ

ソウエル，Ｒ，（SewelLR.）９８

相互作用主義６５

ソジヤ，Ｅ（Soja,Ｅ‘）7,36,23'１

ソーi､－，１，．（SotO,i，.）ｌ‘1{）

ソーフフ．，Ｂ，〈Sofrer,Ｂ､）１５２

ソロー，1.1.,．〈Thore〔lu‘ＩＬＤ.）３３９

ソローキン，Ｐ．（Sorokin,Ｐ.）８，３２

ソンタグ，Ｓ，（Sontag,Ｓ‘）235,240,
292

ソーンダース，Ｐ．（SaundCrs,Ｐ.）２３，
１２８

タ

グウアー，Ｍ（Dower‘Ｍ‘）３５７

多側篇企業２０１

脱工業社会186-207

ターナー，Ｂ､Ｓ・（Turner.Ｂ‘Ｓ,）２０６
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サ

祁州性／反特性ｘｘｉｉ,232,237イ１，

３７５７

サヴ墨ツジ，Ｍ、（SavaKe‘Ｍ､）

・リヅェッジほか（1987）119,122；

（1992）350,377.80

とウォルド，Ａ・（Warde,Ａ‘）

（1993）19,26,43

サウジー，Ｒ、〈Southcy,Ｒ､）３３６

サージャント・フローレンス，ｌ》，（Sar・

gamFIoreI1“,Ｐ.）１８‘ｌ
サック，Ｒ、（Sack,Ｒ､）５

サッチャリズム192,35‘1,369

サービス

サービス附職51,ｌ19-85

サービス産梁50,132,188霊95,253‐

６

サポロ，Ｙ・（Sabolo,Ｙ､）１６１

サミュエル，Ｒ，（SamuC1,Ｒ,）２０３

散簸３３６９

サンブランシスコ20,23

シ

シヅェルプシュ，Ｗ･〈SchivelbuscI1I

W.）198､231,237

ジェィ，Ｍ・（Jay,Ｍ､）‘１８

ジェイムソン，Ｆ・（JamesonIF.）３６

シニークスピア．Ｗ‘324,336,337

ジェソップ，Ｂ，（JcssOI)ＩＢ.）６０

シェパード，，．〈ShcI〕her《1,,.）186,

1870191,206

シェフィールド２５‘１

ジェームズ，１１．（JamCs,Ⅱ.）２１１

ジ鰹ンクス，Ｃ，〈Jencks,Ｃ､）205,353

時'111

科‘稚的ｒ発兇」３３４

１１|川型'１１１の1.1:縮ｉｘ,３９‘1１

１Ｍ''111空|川の距離化27-32

時川へのアプローチ８１３

社会的アイデンティティ２７４

社会分析32.,11

⑥

即時的時Ｉｍ３６２－５

ｎ然

現境保腫巡勤6,373-8

自然の社会学４９

自然のスペクタクル３３２

自然の談み方２８９

風景と自然５１

文化的介入３５２

ロマン主義的まなざし304,329-31

シチズンシップ251,273-.1,292,368

自動11［233,297

泌派＊義６６

シドニータワー296-7

シャアマーースミス，Ｐ．（ShuImer

-Smilh,Ｐ.）318-9

社会

空IHIと社会50,105-10

自然との関係５－６

社会の概念50,61-6,200

脱工業社会186-207

社会学

符生体としての社会学53-75

曾脱棚成50,62-8

時間と空'１１１３－７

社会学と国家56-62

社会主義縫済学会71,73

社会的なものの概念５０

厚其217,235,240,293

シャット，』．（Shutt,』.）２０１

シャドウェル，Ａ･（Shadwcl1,Ａ.）１６９

シャピロ，Ｄ，（Shapiro,，.）２６８

シャラート，Ｂ・（Sharratt,Ｂ・）316画７

シャンクス，Ｍ（ShaI1ks,Ｍ､）１８１

シュヴェンゲル，１１．（SChwCngcI,Ｈ､）

２６７

住触／駁42,289

セカンド・ハウス３１８

築合的行為50,76-104

自由主義９３

囚人のジレンマ81-5,87



グリーン，Ｎ、（GrccI1,Ｎ〉290,310,

332-3

クルーク，Ｍ、（Cro()k1Ｍ.）３６

グレイ，'１，．（ＧＩ･ay,Ｔ‘）３３５

グレゴリー，，．（Gregory,，.）６，２４，
２８，１０８

クレツケル，Ｒ・（Ｋｒ･Cckel,Ｒ）１４５

クレマンソー，Ｇ・（CIemenceau,Ｇ､）

176

グレンコー（GIcncoe）３Ｍ

クロージヘ’－，Ｃ，（Crawshaw‘Ｃ,）

322,327,328,331,348,350,357

クローソン，，．（ClawSon,，.）１５２

クローチ，Ｃ・（Crouch,Ｃ）９５

クローバー，Ｃ、（Clover,Ｃ､）３１５

グローパル化ｉｘ,250-3,298

クーン，Ｔ・Ｓ．〈Kuhn,Ｔ・Ｓ.）５５ｆ６‘１．６８，

７３

ケ

ケアンゴーム３１５

ケイム，八．（Game,Ａ・）6,24,178

ケイル，Ｋ，（GaIc1K.）５１

ケインズ主殺７３

ケズウイック３３６

ケトル，Ｍ・（Kettie,Ｍ､）３０８

ケネット，Ｓ（Kennett,Ｓ・）１３８

ケーム理陰78,85-94

ケリー，』．（Kelly,』.）174,178,307,

309

ケルナー，，．（KeIIner,，.）３７↑361

言語９７－８

ケンダル50,339

建築205,294

コ

ゴイダー，』．（Goyder,Ｊ､）257,373

郊外化２２１

備孜圭菱６６

コーク．Ｐ．（Cooke,Ｐ.）25,120,1301

国際マネジメント樫会１７６

国立公園法３５１

国立埠頭協会３７３

岡連朋発肝而２４６

湖水地方51,222,226,235,27,1,307,308，
322雨５２

コスグロープ，，．（C〔〕sgrovc,，.）292,
311,358

コスモポリタニズム２７６７

コツカ，』．（Kocka,Ｊ‘）１６３４，１７５，
１８４

ｍ求，社会学と'1’奴５６６２

コックス，Ｇ，（ＣＯＸ,Ｇ.）299.300

コツツウオルド49,356

ゴーテイエ，，．（Gauthier.，.）８４

コーナー，Ｊ，（COmer,Ｊ‘）３６７

コナートン，Ｐ．（CO11nerton,Ｐ.）‘１８

コブマン，Ｉ:．〈KofmaI11E.）１０８

ゴブマン，Ｅ・（Goffmnn,Ｅ､）２０‘１

コプリー，Ｆ‘Ｂ・（CopIey,Ｆ､Ｂ・）１５６，
１７６

コーヘン，ＧＡ.（Cohcn,、ＧＡ.）７８－

８１

コーヘン，Ｐ．（CoI1eI11P.）７９

コミュニティの概念19-20

コル。，Ｇ，（Kolko,Ｇ､）１５．１

コールズ，Ｗ・（Coles,Ｗ､）１９４

コールソン．Ｆ・（Colson,Ｆ､）９

ゴルツ，Ａ･（Gorz,八.）３７１

ゴールドソープ，』．（Goldthorpc,』.）

ｌ‘190155,182

ゴールドソープ，』．Ｈ・（GoId【horpc,』．
Ｈ､）７２

ゴルフ３０９

コールマン，，.Ｃ，（Coleman,，.Ｃ）

１８１

コールリツジ，Ｓ,Ｔ、（ColCridHe,Ｓ,.'､.）
3360338

コンスタブル，』.（Constab1e,Ｊｊ２９１

コント，Ａ・（Comte,Ａ､）１８７

ゴンパース，Ｓ・（Gompers‘Ｓ）１５７
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空間的パターン１０７－８

災合的行為１００４

消費パﾀｰﾝ37881

1970年代の批判２１－５

脱工業社会189-90,202.3,

ツーリズムと階級219-20,230

モピリテイ277-8,291-2

ローカルなく階級）描造１Ｍ-７

海ﾊ1218-9,225

海浜218.9.225-6

カウエン．Ⅲ，（C《)wcll,１１.）２５７

r家叶支出調症』報倦（死１"地Ｉ過坤》β"け．

紬"℃Ｓ"”のI）１９３

カウツキー，Ｋ・（Kau鴫ky,Ｋ･〉１３２

科学的管理Ｍ9-85

科学的符理搬典会１５６

ガーシュー，Ｊ，（Gershuny,Ｊ,）１３２，

１９３

カステル，Ｍ（Cas【eIls,Ｍ､）20-3,

128,272

カーター，Ｅ･（Cartcr,Ｅ､）47,5l

カナダ，15,2,f3-4

カラー．』．（CK111cr,』.）２１７

カワード，Ｒ・（Coward’Ｒ,）７２

カーン，Ｓ、（Kem,Ｓ､）198.232

環境（への）関心6.48-9.51,218-20,

287-321,373-8

ガンス，Ｉ{．（Gans,１１.）１８

カーンズ，Ｇ・（Keam5,Ｇ）‘Ｉ１

カンタベリー大型堂３１６
字しげ

一r‐

ギアツ，Ｃ，（Geertz,Ｃ,〉２０４

記篭42-3,47-8,275.365

r危機にある文化遺産』３７３

記号，記号のエコノミーｘiii,５

技術的変化7

キーツ，』．〈Keals,』.）３３８

ギデンズ，Ａ・（Giddens,八.）27-30；

（1976）７３；（1977）53,73；

（1979）73,77；（198】）27,231：

③
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39マルクスの脚然概念Ａ､シユミソ|･／jf浜 澗 海 訳 ３ １ ６
‘10書物の本<西欧の嘗物と文化の脹史.苫物の美学＞１１.ブレソサー／轡剛収訳.M８

脳現代への序説（l:．γ）１１.ﾙﾌｴｰｳﾙ/宗.古田監訳認
,１３約束の地を兄つめてＥ,フｒ－ル／‘IrII IWI訳３２０

． １４スペクタクルと社会 Ｊ ､ デ ユ ピ ニ 創 一 ／ 渡 辺陣訳貼切１８８

．１５芸術 と 神 諦Ｅ､グう’シ／楓水久潅択２６６
，１６，１『きものと新しきものＭ･ロペール／域'1'･脇.IrIf訳３１８

‘ '７１IRI家の起源 Ｒ １ １ . ロ ー ウ イ ／ ｌ ｌ ｊ 側英三郎訳201
.18人 間と死E､ﾓﾗﾝ/ｌＩｆＩＩ峠ﾂ)訳‘1.18

49フ･ルーストとシーニュ（哨捕雌〉Ｇ､ドウルーズ／宇渡彰訳２５２
５０文明の滴定<科学技術と''１mの社会＞ｊニーダム／橋本敬造訳’%&切・152
剛フ･スタ の 唾 １.ジユラ／川ⅡHf冥加訳３８２

鮒



蓋需・ウニベルシタス

（災）

蚤社会:ｗＩり忠号の流れ（１．１１〉Ｒｱﾛﾝ/北川,'1恩野,他訳舟:識
５４ ベ ルクソンの哲学Ｇド'’ルーズ／宇波彰訳Ｍ２

５５雄冨帝IIilの‘riWfLTI<ある,･1『肌学什のノー1.＞Ｖクレムペラー／羽111.溝!i'･ﾙ:岬I'冊訳４４２

５６ １ １『代の瑛術と祭祁J･F'､りえンｈｗ徹肌２２２
５７プルジ副ワ柄.仲の起猟、グレト句イセ〆／野祇鰹訳３９１

５８ カ ントと物ｎ体砿.ファｆケス赤栓常弘訳３０ｃ

５９行'､携的楽拙ｓ､Ｋランカー／嬢'蝶,J'１野訳２５ｃ
６０レーモン・ルーセルＭブーコー／蝋燭光一訳２６８

６１糸紋とエロスＷシユーパルト／イIjII,､IzlII・'1ﾙド肌品切３９８

６２ドイツ辿刷の根源ｗペン･Ｉ･ミン′川村.二城訳３１（
６３鍛えられた心<強m1l収群'ﾘiにおけるｕ､叩とir動>Ｂベテル'､イム／ﾉＬｌｌｌ岬i訳郷〔

６$失われた施列く人IIIIの1.1然侃〉１§・モヮン‘，jI1l抑)訳３０８
蝿キリスト教の起源Ｋかンソキー／築城佑訳５３イ
６６ フ 合一バーとの対話ｗクラフト椛倉戦迄訳２０ｆ

６７プロデメの変貌<フランス鋤コミューン＞Ｅ,篭ラン'．Y令波聡訳福ｃ
６ ８ モンテスキューとルソー砿デュルケーム／小叫川涛多択品切３１２

６９銭術と文lり】Ｋ,クラーク／河野散訳６８ｃ

７０１'１然頒紋に間する対,冊Ｉ〕ヒューム／ＷＩ鰍‘断'僻択１９Ｇ

Ｉｉ:ﾘﾑキリスト紋の111の岬''１１愉11:．':）肌ブ画,'ﾙ'竹内.!抑也訳脈.:！(Ｍ
１・・郷‘１

７３ルカーチとハイデガーＬゴルドマン’11快兇1.1訳３０Ｅ

詞Ｍｊｒ鯉’9421948Ｅ・カネ′テイ淵111行一訳２sｃ

鴇文明化の過程（I言・ド）Ｎ・ｴﾘｱｽ/古､､中村.波111.他択Ｌ･妬６下。５０．１

７７ロマンスとリアリズムＣコード,シェル／_E井・添沖.山ｲ､訳２３日

７ ８歴史 と牌造Ａ､シ恐昌ソト／花崎畢平 訳 1 9 2

113エクリチュールと兼拠｛’・卜）Ｊデリグル熟愉野肘.砿I.』"､仙択ｆ:識
Ｈ １11州lとソ剛ilIIW.-:．，'､／yf・糊キー噸訳２５１１

８ｚマルクスｌ§雑と人怖のj111I‘胸1..世ウバ111脚{”（７０Ｈ
８３ジヘ･ンジャック・ルソー１１.グレルヴイゼン／小地鰹ﾘj談３９‘１

甑ヨーロソパ精神の危機Ｉ'ブザール野択悠訳７７２
８５カフカ〈マイ÷一文学のために＞ＧＩどむルーズ.Ｆ､ガタリ／･『･波.剛11訳２１０

８６群衆の心理１１プロ，ホ／入野田.小崎.小jM訳品切５８０
８７ミニマ・モラリアＴ】１，Ｗ7.ドルノ／_畠光長拍沢430

鮒夢と人llIIIl会（Ｉ・ド）】《カイ’''.Ⅲ/二好郁郎.仙班Ｉ:．371ｒ･;｝10

9<｝|‘'''1の11W世ｃぺイ／棚峨災一訳7.1,1
91】8‘l8叩く川肺命の梢仲山〉jｶｽｰ/好汎協.他訓326

921'1然の統一ｃＦ‘ソアイソゼカー／斎窟.側川訓品切560

93現代 戯IMIの理論Ｐ割シ型ンデイ市村.丸１１'訳愚切２５０
９４７『科令汗の起源Ｆウニントゥーリ／大津冥作課 品 切 ３ ２ 聯 ８
９５推測と灰駁<郷学的知誠のｿ&鵬〉Ｋ』t･‘Kパー／猿圏f&.綴埋.憲択８１６

９６『''11tの典雁主義Ｋ力『ﾝツキー栗旅佑訳’'００
９７批ﾙドのＡＷ１１ＩＮフライ榔劉ｌｌ,11‘肘,川淵.IIIlAI帆580

98あるユダヤ人のIIj隙ハノンミ約地‘''1j1級３９６
９９分蚊の米lNl形態瞳.テユルケーム小似燐･-川'1M,'〈‘1101切232
100ﾉk逆に女'性的なるもの１１ド・リュパ，ク／１１１崎Ｍｊ・郎択３６０

ICIギリシア神話の本質Ｇ,S‘カークＩ畑.辻村.郷iI訳品切３９０
１０２構神分析における象徴界Ｇロゾラート／舵々木学次択５０８
i“物の体系<記誹勿柵鷲＞Ｊ､ボードリャール.i:波騨訳２８０

②



鍵害・ウニペルシタズ

101言語芸術作品〔第２版〕ｗ､カイザー／無11】漸弧

１０５同時代人の肖像Ｆプライ／池内紀訳
iO6レオナルド・ダ・ヴィンチ〔輔２砿〕Ｋ･クラーク／ﾉLIlI､大河内談

１０７宮廷社会Ｎ・ニリァス／蛾111,‘１１'&.’，iIII訳

１０８４に産の鏡ｊポードリヘ･一ル／宇峡.今竹沢

１０９祭犯からロマンスへＪ１..，ﾝエストン／九小!'r蛾訳
1１０マルクスの欲求理論八.ヘラー／奥知.小泌訳

111大革命前夜のフランス八.ソブール／山崎勝一訳
l】２知覚の現象学ノルロユボンテ‘／中岡盛火 訳
１１３旅路の果てに<アルペイオスの旅れ＞Ｉ《､カイヨワ／金ﾉI州訳
１Ｍ孤独の迷常<〆キシコの文化と鵬史＞０.パス／,榊111.能祥訳

１１５梁ﾉjと蝋なるものＩ《・ジラール／‘'‘|IIWj訳

１１６脈史をどう祥くかＩ'ツェーヌ／火側1町11訳
１１７記号の凝済"穀批判Ｊ・ボーl'リヤール／今11,'稲波･桜沖訳

ll8フランス紀行<1787,1788&'789＞八・k.ング／満輔沖訳
'１９供犠Ｍ・モース,１１.ユペール／小関鰹--郎欧
120差異の目録〈膳史を変えるブーコー＞【，.ウェーヌ／大制概作訳
121宏教とは何かＧ,メンシング／lIIlll，Ｆ満訳
12 2ドストエフスキーＩ《,ジ ラ ー ル ／ 鮒 水 , 1 1 1 肌

l郷さまざまな場所<ﾀの彫のM1I1jをめぐる＞」､アメリーバllMIAl紀訳

12,1ノI§成<慨念をこたる試み＞Ｍ･'ヒール／及川NM肌
125 ア ル バン・ベルクＴＩ'‘Ｗ､7．ドルノ／'|ｊＷ斑産訳

126映画あるいは想像上の人間Ｅ‘モラン／波辺祢択
127人間論<時間・責任・価餓＞Ｒ‘インカルデン／武昨.弗桧談

１２８カント〈その嶋狐と思想〉Ａ,グリガ／1W小111,浜111訳

'２９同一性の商話〈詩的神諦挙の研究＞Ｎ,フライ／駒択大学フライ研究全訳
130空11Mの心理･学八.モル.1N・ロノル／INI【辺祁訳

l31飼いならきれた人IlUと1,,．fk的人11Ｍｓ・モスコ'ソイソシ／‘'jIII+》'ﾉj訳

1 32〃法１．向然のrI然咽モラン／火抑瓦ⅡＩ班

I“石器時代の経済学Ｍサーリンズ／'11内狸訳
１３４枇の初めから隠されていることＲ・ジラール／小池健ﾘ)批

'35群衆の時代ｓ,モスコ，ゲイ:'シ／‘Ⅷ1時ﾂ;訳
136シミュラークルとシミュレーションＪ,ボードリヤール／竹順あきｆ訳

137恐怖の描力<アプジエクシオン＞試論Ｊ･クリステウァ惟川八』”〈

138ボードレールとフロイトＩ‘ペルサーニ／'11邸Ｉｆｌｆ狐

１３９ 班 しき造物主恥‘Ｍシ言#･クン／金ル御（
ＭＯ終水論と弁証法<マルクスの社会･政柚.“>ｓ､ﾜ・ヴィォ､リ／１１‘州'“状
141経済人類学の現在Ｆ，ブイヨン砿／'''''1拠訳
I4 z視党の瞬間Ｋ・クラーク／･化燦文縦訳
１４ ３罪と綱の彼燥、1.アメリー／池内紀訳

M‘1時''11．空ＩＮＩ・物費ＢＫライドレー／８１１紬鮒三談
1‘１５離脱の試み<【1常'１妬への恢抗＞ｓ,コーエン，Ｎテイラー／ｲ榔職肌

''１６人'111惟物,愉<人伽脱止の１１粋の索抽＞Ｕ･''8ル乳｜マン／加戦~:郎祇
1‘１７カントの批判祈学（）ド〃ルーズ／IllKb蝿犬訳
１，１８１‘1然と*I:会のエコロジーｓ・モスコウイソシ／久米,M(訳

l‘１９壮大への渇仰Ｌ,クローネンバーカー／n4.約11】訳

150奇蹟論･迷信論･自殺論Dﾋﾕｰﾑ/冊鰍.潮鱗状
15】クルティウスージッド往復祥簡デｆ－クマン糊／111派代訳
l戦離脱 の 油 祇 Ｍ 'ヒール／及川岨訳

卿

（其）

品切６８２

２１２

３．$.Ｉ

４８０

１８．１

２９０

１９８

愚切４２２

９０４

２２２

３２０

６１８

６０１

貼切３０．１

４３２

２９６

品切１９８

４４２

２００

２１０

２７２

３２０

３２０

２９４

４“

４９６

３２６

３３６

，協切６３８

468

７５０

品切６６４

２３』I

・120

２‘1０

２２８

品切３９２

２３６

30.＄

２１０

品切２２６

321

２０６

１６０

４４０

３６８

200

３７６
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鴎１１害‘ ウニベノレシタズ

153エクスタシーの人類学
'5‘1ヘンリー・ムア

１５５誘惑の職略
'5６ユダヤ神秘拒鞭
'５７蜂の?』!;締<払懸.１．左わち公縫＞
】５８アーリアト''1締

１５９ロベスピェールの影
'６０元擢の空間

161神秘主義の探究<方法論的考宗＞
162放浪のユダヤ人<ロート．エソセイ染＞

'６３ルフー，あるいは取埋し

164大ＩI|:界削期<簡延悦海の岬代＞

1651Ｗ念の政論維済,､狭
'６６メモワール<,940-44＞

'Ｇ７ギリシア人は神話をｲ高じたか
168ミメーシスの文学と人類学
'６９カバラとその象徴的表現

170身代りの111:形

171人'１１１<その水性および仙界における位樋＞
１７２コミュニケーション<ヘルノイス【＞

'７３辿化<つまずきの塊欺喉＞

'7''いま'ここで<爽準房舟讃＃韓ﾛ＞

無真理と方法〔金三知
'７８時ⅢIと他者

179榊成の時学
'８０サンーシモン拒維の歴史
】８１Ｍ'f史と文塁批評

】８２ミケランジェロ

】８３観念と物質<思好．経済．Ｍ全＞

184四つ裂きの刑

'８５キッチュの心理学

]$６微野の漂流
１８７イデオロギーと想像力

183111京の起源と伝承〈‘,i代インドウ1.金史論〉

'８９ベルナールlMiI屋の秘密

190神の存在論的証明
】９１アンチ・エコノミクス

192クローチエ政治哲学論集
'９３フィヒテの根源的洞察
１９４行学の起源

'９５ニュートン力学の形成
１９６遊びの遊び

197技術時代の魂の危機

１９８儀礼としての相互行為
】９９他蒋の記号学<アメリカ大陸の征服＞

20〔)カント政論哲学の講義

201人顛学と文化記号論
202ロンドン散錐

①

（且）

1.Ｍ.ルイス／平緬雑と訳３５２

J､ラッセル／福田真一訳３４０

J ､ ボ ー ド リ ヤ ー ル ／『罷波膨訳２６０

G‘シＪ一レム／lIlド,イiル仙訳６』Ｍ

１3.マンヂヴ《ル／肌梯W1iU《’''２

１.‘瀧リアコフ／ブーリフ･顛維研究全訳５‘''’

1ｺ.ガスカール／佐鰯和生訳４‘IO

E,ゾﾗ／丸小哲雄訳336

E・スタール／宙尤啓一,他訳３６２

J ･ ロ ー ト ／ 平 田 , IIi田訳３‘１１

J･テメリー／神崎服訳２５０

Ｒ,アレヴイン.Ｋ‘セルッレ／IUlYも催IIL訳ｌＷｂＵｊ２０Ｕ

ハハーシュマン／代毎本 , １ １ . 訳 １ ９ ２

レミ／柴烏賊二訳５２０

p ･ ヴ ェ ー ヌ ／ 大 雑 兵作訳鹸切３‘1Ｕ

Ｒ､ジラール／洩野敏犬訳４'0

G.シ国一レム／岡部,小岸訳３４０

Ｒ,ジラール／掘田.溜 水 訳 品 切 ３ ８ ‘ Ｉ

ハケーレン／平野興り)訳６０８

Ｍ.･ヒール／制１１.瀞水択３５８

G.v･バルレーヴニン／ﾊ．|珊制ｈ肌品切２６(’

Ｇ､ピヒト／斎藤.洩好.大野.inIjl:帆６０{ｌ

Ｉｏ３５０
Ｈ.－Ｇガダマー／轡田.麻生.三偽,他訳１１．

Ⅱ【｡

Ｅレヴィナス／原田化産訳ＭＯ

Ｂ･ウスペンスキイ／川崎.火ｲi訳品切２８２

s・シヘ.ルレテイ／沢 崎 . 小 杉 駅 ５ ２ ８

Ｇ.デルフャ.八.ロリシユ／川叩ｆ弘訳‘172

11.ヒバード／'''111.小野訳品切５７８

Ｍ.．･ドﾘｴ／lI1IAl測訳340

E,Ｍ・シォラン／金井幣訳２３４

Ａ・モル／万沢 正英訳３４４

Ｊヴィャール／111ド侭…訳２２６

Ｇ.ｃカバト／小焚俊介訳３００

R･ターパル／山崎.脱翻訳３２２

１》.ガスヵール／他If岬(1生淡３７‘Ｉ

Ｄ・ヘンIルヒ／本間.鋼【11.座小111,他訳，156

Ｊアタリ,Ｍギヨーム／溌懸,安孫子訳３２２

Ｂ､クローチェ／上村 忠 呪 縄 訳 １ ８ ８

， . ヘ ン リ ソ ヒ ／ 斑 小田,小扱訳１８４

オルテガ．イ．ガセソト／{&識木蛎訳品切２２イ

ペー．エム．ケソセン／秋INI火.仙談３１２

j､ヂｭビﾆd'一／鯉辺悼訳品切'611

Ａ・ケーレン／Ｗｆ具ﾘ j訳Ｉｖｌ切２２２

Ｅゴッフマン／広瀬.海fI:訳品切３７６

．r,トドロフ／及川. 大谷.菊地訳３７０

１１.アーレント著.Ｒ･ベイナー縄／浜111離訳３０２

Ｍサーリンズ／lIllAJ誕訳３５４

Ｆ･トリスタン／小杉.瀧本肌,184


