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No.2019-096 

岩波講座 日本経済の歴史 

中世から現代まで、約1000年
にわたる日本経済の歩みを、
超長期GDP新推計を柱に、日
本史学・経済史学の共同作業
で描く。時代別・分野別に縦
横に読み解き、新しい日本経
済の歴史像を提示する。 

巻 書名 著編者名 冊子版ISBN 発行年 
同時 

1アクセス 
(本体) 

同時 
3アクセス 

(本体) 

商品 
コード 

1   中世 11世紀から16世紀後半 

 深尾 京司 編  
 中村 尚史 編  
 中林 真幸 編  

9784000114011  2017 ¥10,450  ¥31,350  1028391700 

2   近世 16世紀末から19世紀前半 9784000114028  2017 ¥10,450  ¥31,350  1028391701 

3 
  近代1 19世紀後半から第一次世界大戦前  
 （～1913） 

9784000114035  2017 ¥10,450  ¥31,350  1028391702 

4 
  近代2 第一次世界大戦期から日中戦争前  
 （1914～1936） 

9784000114042  2017 ¥10,450  ¥31,350  1028391703 

5 
  現代1 日中戦争期から高度成長期 
 （1937～1972） 

9784000114059  2018 ¥10,450  ¥31,350  1028391704 

6 
  現代2 安定成長期から構造改革期   
 （1973～2010） 

9784000114066  2018 ¥10,450  ¥31,350  1028391705 

日本経済1000年の歴史が明らかになる 

第6巻揃価格 

同時1アクセス 
(本体)  

同時3アクセス 
(本体)  

¥62,700  ¥188,100  

岩波書店 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160
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いま日本はどこにいるのか、またこれからどうあるべきなのか、今こそ歴史に問い直すと
きである。アジアさらには世界との新たな関係を意識しながら、原始・古代から現代まで、
政治体制を中心に、それを支えた経済・社会構造、宗教・文化等の大きな流れを描き
出す。第一線で活躍する研究者二百余名の総力を結集。 

[編集委員 大津透・桜井英治・藤井讓治・吉田裕・李成市] 

 書名 発行年 冊子版ISBN 商品コード 

 第1巻 原始・古代 1 2013 9784000113212  1025355495 

 第2巻 古代 2 2014 9784000113229  1025355496 

 第3巻 古代 3 2014 9784000113236  1025355497 

 第4巻 古代 4 2015 9784000113243  1025355498 

 第5巻 古代 5 2015 9784000113250  1025355499 

 第6巻 中世 1 2013 9784000113267  1025355500 

 第7巻 中世 2 2014 9784000113274  1025355501 

 第8巻 中世 3 2014 9784000113281  1025355502 

 第9巻 中世 4 2015 9784000113298  1025355503 

 第10巻 近世 1 2014 9784000113304  1025355504 

 第11巻 近世 2 2014 9784000113311  1025355505 

 第12巻 近世 3 2014 9784000113328  1025355506 

 第13巻 近世 4 2015 9784000113335  1025355507 

 第14巻 近世 5 2015 9784000113342  1025355508 

 第15巻 近現代 1 2014 9784000113359  1025355509 

 第16巻 近現代 2 2014 9784000113366  1025355510 

 第17巻 近現代 3 2014 9784000113373  1025355511 

 第18巻 近現代 4 2015 9784000113380  1025355512 

 第19巻 近現代 5 2015 9784000113397  1025355513 

 第20巻 地域論 2014 9784000113403  1025355514 

 第21巻 史料論 2015 9784000113410  1025355515 

 第22巻 歴史学の現在 2016 9784000113427  1025355516 

岩波講座 日本歴史 全22巻 

同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

¥242,000 ¥726,000 

各巻 ¥11,000 各巻 ¥33,000 

編集委員 大津透・桜井英治・藤井讓治・吉田裕・李成市 
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巻  書名 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」と日本思想 9784000113113 ¥10,450 ¥31,350 1016411850 

2 場と器 思想の記録と伝達 9784000113120 ¥10,450 ¥31,350 1016411851 

3 内と外 対外観と自己像の形成 9784000113137 ¥10,450 ¥31,350 1016411852 

4 自然と人為 「自然」観の変容 9784000113144 ¥10,450 ¥31,350 1016411853 

5 身と心 人間像の転変 9784000113151 ¥10,450 ¥31,350 1016411854 

6 秩序と規範 「国家」のなりたち 9784000113168 ¥10,450 ¥31,350 1016411855 

7 儀礼と創造 美と芸術の原初 9784000113175 ¥10,450 ¥31,350 1016411856 

8 
聖なるものへ  
躍動するカミとホトケ 

9784000113182 ¥10,450 ¥31,350 1016411857 

苅部 直 編集委員／黒住 真 編集委員／佐藤 弘夫 編集委員／末木 文美士 編集委員 

過去の蓄積を問うことから、未来の思考がはじまる 

古代から近代まで，日本における
思想の豊かな蓄積とその転変を，
今日的な視点から精緻に問い直
す．各巻は主題別の構成とし，さま
ざまな思想の根底に流れる水脈に
迫ることで，総合的な視座の構築
を試みる．歴史，民俗，文学，美術
など隣接する諸分野をふくめ，第
一線の研究者による最新の成果を
結集する． 

岩波講座 日本の思想 全8巻 

揃価格 

同時１アクセス(本体) ：¥83,600    同時３アクセス(本体) ：¥250,800  

＜商品コード：1016411849＞ 
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岩波講座 東アジア近現代通史 全10巻+別巻1 

巻 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 東アジア世界の近代 ―19世紀― 和田 春樹 2010 9784000112819 ¥11,000 ¥33,000 1012550319 

2 日露戦争と韓国併合 ―19世紀末-1900年代― 和田 春樹 2010 9784000112826 ¥11,000 ¥33,000 1012550320 

3 世界戦争と改造 ―1910年代― 和田 春樹 2010 9784000112833 ¥11,000 ¥33,000 1012550321 

4 社会主義とナショナリズム ―1920年代― 和田 春樹 2011 9784000112840 ¥11,000 ¥33,000 1012550322 

5 新秩序の模索 ―1930年代― 和田 春樹 2011 9784000112857 ¥11,000 ¥33,000 1012550323 

6 
アジア太平洋戦争と「大東亜共栄圏」  
―1935-1945年― 

和田 春樹 2011 9784000112864 ¥11,000 ¥33,000 1012550324 

7 アジア諸戦争の時代 ―1945-1960年― 和田 春樹 2011 9784000112871 ¥11,000 ¥33,000 1012550325 

8 ベトナム戦争の時代 ―1960-1975年― 和田 春樹 2011 9784000112888 ¥11,000 ¥33,000 1012550326 

9 経済発展と民主革命 ―1975-1990年― 和田 春樹 2011 9784000112895 ¥11,000 ¥33,000 1012550327 

10 和解と協力の未来へ ―1990年以降― 和田 春樹 2011 9784000112901 ¥11,000 ¥33,000 1012550328 

別
巻 

アジア研究の来歴と展望 和田 春樹 2011 9784000112918 ¥11,000 ¥33,000 1012550329 

 各巻とも，通史／通空間論題／個別史・
地域史の３部だての16論文と，10のトピッ
クコラム，人物コラムから構成する。 
 
別巻にはアジア研究の泰斗10人へのイン
タビュー「私のアジア研究」と，10のテーマ
からアジアを通時的に捉える「アジア研究
のフロンティア」を収録し，通史ではカバー
できなかった問題群の最新研究成果をま
とめる。 

さまざまな歴史経験の連鎖を通し、東アジア像を描く 

揃価格 

同時１アクセス(本体) ：¥121,000    同時３アクセス(本体) ：¥363,000  

2019年3月 


