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知の可能性をはらむ。思想は自らがカオスの多島海であり、そして同
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思想*多島海 
シリーズ 

No. 書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 商品コード 

1 晩年の思想 ―アドルノ、ワーグナー、鏡花など― 三光 長治 2004 9784588100024 1015256635 

2 共和国幻想 ―レチフとサドの世界― 植田 祐次 2004 9784588100031 1015256636 

3 ニーチェ私論 ―道化、詩人と自称した哲学者― 岡田 紀子 2004 9784588100048 1015256637 

4 記憶・暴力・システム ―メディア文化の政治学― 伊藤 守 2005 9784588100055 1015256638 

 同時１アクセス 
 ¥4,400（本体） 
 同時３アクセス 
 ¥6,600（本体） 
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No. 書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時 

１アクセス 
（本体） 

同時 
３アクセス 
（本体） 

商品コード 

1 日本煉瓦史の研究 水野 信太郎 2013 9784588920646 ¥22,000 ¥33,000 1016411636 

2 南島貝文化の研究 木下 尚子 2013 9784588920653 ¥27,500 ¥41,250 1016411637 

3 フランス語版資本論 上巻 （経済学古典選書 1） カール・マルクス 2013 9784588920660 ¥11,000 ¥16,500 1016411638 

4 フランス語版資本論 下巻 （経済学古典選書 2） カール・マルクス 2013 9784588920677 ¥11,000 ¥16,500 1016411639 

5 日本古代都市論序説 （叢書・歴史学研究） 鬼頭 清明 2013 9784588920684 ¥9,900 ¥14,850 1016411640 

6 近世伊勢湾海運史の研究 （叢書・歴史学研究） 村瀬 正章 2013 9784588920691 ¥11,000 ¥16,500 1016411641 

7 近世の琉球 渡口 真清 2013 9784588920707 ¥9,900 ¥14,850 1016411642 

8 竹富島誌 民話・民俗篇 上勢頭 亨 2013 9784588920714 ¥8,800 ¥13,200 1016411643 

9 竹富島誌 歌謡・芸能篇 上勢頭 亨 2013 9784588920721 ¥8,800 ¥13,200 1016411644 

10 十八世紀社会主義 
アンドレ・ 
リシュタンベルジェ 

2012 9784588920585 ¥27,500 ¥41,250 1016411635 

11 オリエンタリズムとジェンダー ―「蝶々夫人」の系譜― 小川 さくえ 2007 9784588672071 ¥3,300 ¥4,950 1015256641 

12 占領と文学 浦田 義和 2007 9784588470035 ¥8,800 ¥13,200 1015256644 

13 健康の社会史 ―養生、衛生から健康増進へ― 新村 拓 2006 9784588312106 ¥3,300 ¥4,950 1015256639 

14 重力の物理学 ―知的好奇心のために― 小池 康郎 2005 9784588732003 ¥3,300 ¥4,950 1015256640 

15 ギリシア哲学と主観性 ―初期ギリシア哲学研究― 日下部 吉信 2005 9784588150432 ¥9,900 ¥14,850 1015256642 

16 開発と自然保護の確執を中心に （国立公園成立史の研究 [正]） 村串 仁三郎 2005 9784588645389 ¥9,900 ¥14,850 1015256643 

17 祭礼文化史の研究 福原 敏男 1995 9784588321160 ¥22,000 ¥33,000 1015256630 

18 日本木工技術史の研究 成田 寿一郎 1990 9784588321085 ¥16,500 ¥24,750 1015256628 

19 日本蜑人伝統の研究 田辺 悟 1990 9784588321092 ¥22,000 ¥33,000 1015256629 

20 水の法と社会 ―治水・利水から保水・親水へ― 森 實 1990 9784588635076 ¥11,000 ¥16,500 1015256634 

21 歴史哲学 ―「諸国民の風俗と精神について」序論― ヴォルテール 1989 9784588150128 ¥13,200 ¥19,800 1015256626 

22 日本海島文化の研究 ―民俗風土論的考察― 北見 俊夫 1989 9784588321078 ¥16,500 ¥24,750 1015256627 

23 言語と精神 ―カヴィ語研究序説― 
ヴィルヘルム・ 
フォン・フンボル 

1984 9784588150043 ¥22,000 ¥33,000 1015256625 

24 江戸歌舞伎論 （叢書・日本文学史研究） 服部 幸雄 1980 9784588450105 ¥7,700 ¥11,550 1015256633 

25 幕末・維新期の文学 （叢書・日本文学史研究） 前田 愛 1972 ―  ¥7,150 ¥10,725 1015256632 

26 
変身の思想 ―日本演劇における演技の論理― 
（叢書・日本文学史研究） 

今尾 哲也 1970 9784588450013 ¥6,600 ¥9,900 1015256631 
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