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● 表示価格は税抜きです。 2019年3月 

No.2019-097 

本誌は1921年（大正10）年の創刊以来、哲学・歴史学・社会諸科学の最新の成
果を読者に広く提供し、揺るぎない評価を得て来ました。和辻哲郎・林達夫らに
よって、学問的であると同時にアクチュアルであることという本誌のバックボーンは
形成されましたが、それは今日に至るまで脈々と生き続けています。分野を超え
て問題を根源的に考え抜こうとする人々にとって、最良の知のフォーラムです。 
今回は、創刊号（1921年発行）から300号（1949年発行）まで。 
以降も、順次電子化予定。 

同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

¥1,320,000 ¥2,200,000 

＜商品コード：1025649036＞ 

創刊号～300号バックナンバー※分売不可 

『思 想』 創刊号～300号 
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  寺田寅彦 
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中井正一 
豊島与志雄 
矢内原忠雄 
柳宗悦 
中谷宇吉郎 
アインシュタイン 
アラン 
 ： 
ほか 
 
 

 【執筆者（抜粋）】 

※本商品は目次のみが検索対象となっております。 
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● 表示価格は税抜きです。 

開国から帝国憲法発布にいたる約40年間、近代日本の揺籃期は、新しい国家と社会の枠組みを
つくりだすため必死の模索がなされていた熱い時代だった。 
膨大な資料を厳選してテーマ別に編成し、註と解説を付した、本格的資料集成。 

書名 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 開国 1991 9784002300016 ¥45,100  ¥135,300  1025355517 

 2 天皇と華族 1988 9784002300023 ¥49,500  ¥148,500  1025355518 

 3 官僚制 警察 1990 9784002300030 ¥45,100  ¥135,300  1025355519 

 4 軍隊 兵士 1989 9784002300047 ¥45,100  ¥135,300  1025355520 

 5 宗教と国家 1988 9784002300054 ¥53,900  ¥161,700  1025355521 

 6 教育の体系 1990 9784002300061 ¥47,300  ¥141,900  1025355522 

 7 法と秩序 1992 9784002300078 ¥52,800  ¥158,400  1025355523 

 8 経済構想 1988 9784002300085 ¥47,300  ¥141,900  1025355524 

 9 憲法構想 1989 9784002300092 ¥45,100  ¥135,300  1025355525 

 10 学問と知識人 1988 9784002300108 ¥45,100  ¥135,300  1025355526 

 11 言論とメディア 1990 9784002300115 ¥49,500  ¥148,500  1025355527 

 12 対外観 1988 9784002300122 ¥48,400  ¥145,200  1025355528 

 13 歴史認識 1991 9784002300139 ¥49,500  ¥148,500  1025355529 

 14 科学と技術 1989 9784002300146 ¥45,100  ¥135,300  1025355530 

 15 翻訳の思想 1991 9784002300153 ¥42,900  ¥128,700  1025355531 

 16 文体 1989 9784002300160 ¥42,900  ¥128,700  1025355532 

 17 美術 1989 9784002300177 ¥48,400  ¥145,200  1025355533 

 18 芸能 1988 9784002300184 ¥42,900  ¥128,700  1025355534 

 19 都市 建築 1990 9784002300191 ¥45,100  ¥135,300  1025355535 

 20 家と村 1989 9784002300207 ¥47,300  ¥141,900  1025355536 

 21 民衆運動 1989 9784002300214 ¥45,100  ¥135,300  1025355537 

 22 差別の諸相 1990 9784002300221 ¥47,300  ¥141,900  1025355538 

 23 風俗 性 1990 9784002300238 ¥49,500  ¥148,500  1025355539 

 24 近代史料解説・総目次・索引 1992 9784002300245 ¥40,700  ¥122,100  1025355540 

揃価格 
同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

¥1,120,900 ¥3,362,700 

加藤周一・丸山眞男ほか編 

日本近代思想大系 全23巻・別冊1 

2019年3月 
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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． 

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 

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＞ 

新編原典中国近代思想史 全7巻  

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 開国と社会変容 ―清朝体制・太平天国・反キリスト教― 並木 頼寿 2010 9784000282215 ¥15,400 ¥46,200 1012550331 

2 万国公法の時代 ―洋務・変法運動― 村田 雄二郎 2010 9784000282222 ¥14,300 ¥42,900 1012550332 

3 民族と国家 ―辛亥革命― 村田 雄二郎 2010 9784000282239 ¥14,300 ¥42,900 1012550333 

4 世界大戦と国民形成 ―五四新文化運動― 坂元 ひろ子 2010 9784000282246 ¥15,400 ¥46,200 1012550334 

5 
国家建設と民族自救 
 ―国民革命・国共分裂から一致抗日へ― 

村田 雄二郎 2010 9784000282253 ¥15,400 ¥46,200 1012550335 

6 救国と民主 ―抗日戦争から第二次世界大戦へ― 野村 浩一 2011 9784000282260 ¥15,400 ¥46,200 1012550336 

7 世界冷戦のなかの選択 ―内戦から社会主義建設へ― 砂山 幸雄 2011 9784000282277 ¥15,400 ¥46,200 1012550337 

揃価格 
同時１アクセス(本体) ：   ¥105,600 

同時３アクセス(本体) ：  ¥316,800 
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 哲 学 全15巻 

No 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  いま〈哲学する〉ことへ 9784000112611 ¥8,800 ¥26,400 1012309014 

2  形而上学の現在 9784000112628 ¥8,800 ¥26,400 1012309015 

3  言語／思考の哲学 9784000112635 ¥8,800 ¥26,400 1012309016 

4  知識／情報の哲学 9784000112642 ¥8,800 ¥26,400 1012309017 

5  心／脳の哲学 9784000112659 ¥8,800 ¥26,400 1012309018 

6  モラル／行為の哲学 9784000112666 ¥8,800 ¥26,400 1012309019 

7  芸術／創造性の哲学 9784000112673 ¥8,800 ¥26,400 1012309020 

8  生命／環境の哲学 9784000112680 ¥8,800 ¥26,400 1012309021 

9  科学／技術の哲学 9784000112697 ¥8,800 ¥26,400 1012309022 

10  社会／公共性の哲学 9784000112703 ¥8,800 ¥26,400 1012309023 

11  歴史／物語の哲学 9784000112710 ¥8,800 ¥26,400 1012309024 

12  性／愛の哲学 9784000112727 ¥8,800 ¥26,400 1012309025 

13  宗教／超越の哲学 9784000112734 ¥8,800 ¥26,400 1012309026 

14  哲学史の哲学 9784000112741 ¥8,800 ¥26,400 1012309027 

15  変貌する哲学 9784000112758 ¥8,800 ¥26,400 1012309028 

思考を元気にする探検と総合の試み―「考えること」の原点と現在と 

揃価格 
同時１アクセス(本体) ：    ¥132,000 

同時３アクセス(本体) ：  ¥396,000 

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 偶然の宇宙 伊藤 邦武 2002 9784000265874 ¥7,700 ¥23,100 1012309034 

2 色彩の哲学 村田 純一 2002 9784000265904 ¥8,030 ¥24,090 1012309035 

3 現代の貧困 井上 達夫 2001 9784000265836 ¥8,800 ¥26,400 1012309037 

4 臨床的理性批判 中岡 成文 2001 9784000265867 ¥7,700 ¥23,100 1012309038 

5 パウロの言語哲学 清水 哲郎 2001 9784000265812 ¥8,800 ¥26,400 1012309039 

6 意識の哲学 ―クオリア序説―） 信原 幸弘 2002 9784000265881 ¥7,700 ¥23,100 1012309040 

7 対話という思想 ―プラトンの方法叙説― 内山 勝利 2004 9784000265898 ¥8,250 ¥24,750 1012309046 

8 天使の記号学 山内 志朗 2001 9784000265829 ¥8,800 ¥26,400 1012309047 

哲学が21世紀に向けて発信する．高度情報化によって変
わるリアリティ，関係を支える規範の揺らぎ，パラドックスの
挑戦を受ける理性の立場－同時代の課題への応答を試み，
現代日本の哲学の新たな出発を告げるオリジナルな思考
の作品を集める。 

双書現代の哲学シリーズ 

揃価格 
同時１アクセス(本体) ： ¥65,780      

同時３アクセス(本体) ： ¥197,340 

2019年3月 
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書名 著編者 発行年 ISBN 
同時 

１アクセス 
(本体) 

同時 
３アクセス 

(本体) 
商品コード 

トランスエステティーク ―芸術の交通論― 篠原 資明 1992 9784000015103 ¥6,160 ¥18,480 1012309029 

コズミック・マインド = Cosmic mind 西垣 通 2009 9784000228879 ¥6,380 ¥19,140 1012309030 

日本思想という問題 ―翻訳と主体― 
（岩波モダンクラシックス） 

酒井 直樹 2007 9784000271516 ¥9,460 ¥28,380 1012309031 

他者/死者/私 ―哲学と宗教のレッスン― 末木 文美士 2007 9784000237772 ¥7,700 ¥23,100 1012309032 

差異と隔たり ―他なるものへの倫理― 熊野 純彦 2003 9784000230087 ¥8,250 ¥24,750 1012309036 

現代哲学の戦略  
―反自然主義のもう一つ別の可能性― 

門脇 俊介 2007 9784000227674 ¥7,700 ¥23,100 1012309041 

肖像のエニグマ ―新たなイメージ論に向けて― 岡田 温司 2008 9784000234498 ¥10,230 ¥30,690 1012309042 

権力の系譜学  
―フーコー以後の政治理論に向けて― 

杉田 敦 1998 9784000006521 ¥6,930 ¥20,790 1012309043 

政治への想像力 杉田 敦 2009 9784000236799 ¥7,700 ¥23,100 1012309044 

政治と複数性 ―民主的な公共性にむけて― 齊藤 純一 2008 9784000236782 ¥9,460 ¥28,380 1012309045 

デカルト研究 ―理性の境界と周縁― 谷川 多佳子 1995 9784000027083 ¥17,930 ¥53,790 1012344407 

ジェイムズの多元的宇宙論 伊藤 邦武 2009 9784000234603 ¥8,800 ¥26,400 1012344408 

パースの宇宙論 伊藤 邦武 2006 9784000244343 ¥7,700 ¥23,100 1012344409 

西田幾多郎の憂鬱 小林 敏明 2003 9784000242202 ¥9,680 ¥29,040 1012344410 

デカルトの自然哲学 小林 道夫 1996 9784000027113 ¥6,490 ¥19,470 1012344411 

解体する言葉と世界 ―仏教からの挑戦― 末木 文美士 1998 9784000028295 ¥9,900 ¥29,700 1012344412 

仏教 ―言葉の思想史― 末木 文美士 1996 9784000028639 ¥17,380 ¥52,140 1012344413 

普遍の再生 井上 達夫 2003 9784000246200 ¥9,240 ¥27,720 1012344414 

レヴィナス ―移ろいゆくものへの視線― 熊野 純彦 1999 9784000025225 ¥9,900 ¥29,700 1012344415 

ヘーゲル精神現象学の生成と構造 上巻 イポリット 1972 9784000020244 ¥22,220 ¥66,660 1012344421 

ヘーゲル精神現象学の生成と構造 下巻 イポリット 1973 9784000020251 ¥22,220 ¥66,660 1012344422 

道教思想史研究 福永 光司 1987 9784000014953 ¥22,550 ¥67,650 1012344423 

言語・知覚・世界 大森 荘蔵 1971 9784000004893 ¥14,850 ¥44,550 1012344419 

思想・哲学関連 単行本 

2019年3月 
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【首都圏】 〒105-0022  東京都港区海岸1-9-18  国際浜松町ビル TEL: 03-6367-6080　FAX: 03-6367-6185

【関東甲信越】

　神奈川静岡営業部 〒244-0805 横浜市戸塚区川上町85-1　N&Fビル4階 TEL: 045-827-2571　FAX: 045-827-2579

　筑波営業部 〒305-0005 つくば市天久保4-6-4 TEL: 029-851-6000　FAX: 029-851-4310

　首都圏営業部 〒190-0011 立川市高松町3-1-5　新立川ビル5階 TEL: 042-512-8511　FAX: 042-512-9630

【北海道・東北】

　札幌営業部 〒004-8502 札幌市清田区北野6条1-4-60 TEL: 011-884-8222　FAX: 011-884-8250

　仙台営業部 〒980-8566 仙台市青葉区一番町2-10-17 仙台一番町ビル3階 TEL: 022-222-1133　FAX: 022-265-7516

　盛岡営業所 〒020-0015 盛岡市本町通1-9-14  JT本町ビル2階 TEL: 019-654-1051　FAX: 019-654-1359

【東海・北陸】

　名古屋営業部 〒460-0008 名古屋市中区栄1-24-15  JPR名古屋伏見ビル5階 TEL: 052-209-2602　FAX: 052-209-2614

　金沢営業部 〒920-0024 金沢市西念1-1-3   コンフィデンス金沢5階 TEL: 076-231-3155　FAX: 076-231-3299

【関西】

　大阪営業部 〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2-5-28    久太郎町恒和ビル4階 TEL: 06-6251-2622　FAX: 06-6251-2588

　京都営業部 〒616-8533 京都市右京区太秦上刑部町10  大日本印刷（株）京都工場内 TEL: 075-863-5321　FAX: 075-863-5352

　神戸営業部 〒657-0856 神戸市灘区岩屋南町4-36  岩屋ビル TEL: 078-389-5311　FAX: 078-389-5312

【中四国】

　岡山営業部 〒700-0822 岡山市北区表町1-3-50 TEL: 086-231-2262　FAX: 086-231-4370

　松山営業所 〒790-0806 松山市緑町2-10-10  FURUMOTOビル1階 TEL: 089-941-5279　FAX: 089-933-7754

　広島営業部 〒730-0037 広島市中区中町7-23  住生平和大通り第2ビル6階 TEL: 082-247-2252　FAX: 082-247-1576

【九州】

　福岡営業部 〒815-0031 福岡市南区清水2-15-11 TEL: 092-561-1831　FAX: 092-561-1854

　長崎営業所 〒852-8102 長崎市坂本1-8-33 TEL: 095-843-0355　FAX: 095-843-0333

　熊本営業所 〒860-0804 熊本市中央区辛島町8-23　桜ビル辛島町3F TEL: 096-312-0533　FAX: 096-241-8801

　沖縄営業所 〒900-0021 那覇市泉崎1-12-7  不動産会館ビル6階 TEL: 098-861-4837　FAX: 098-863-0090

 

◆お問い合わせ、 ご注文は最寄りの弊社支店 ・ 営業部 ・ 営業所までお願いします。

丸善雄松堂株式会社  学術情報ソリューション事業部　Maruzen eBook Library 担当

〒105-0022 東京都港区海岸 1-9-18 国際浜松町ビル　TEL: (03)6367-6008　FAX: (03) 6367-6184

e-mail: ebook-i@maruzen.co.jp ホームページ：http://yushodo.maruzen.co.jp


