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マーク・トウェインコレクション 
全20巻26冊 マーク・トウェイン 著 

1～10巻（EPUBリフロー版） 13冊揃価格 

同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 

¥85,030 ¥127,380 

全20巻 
26冊揃価格 

同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 

¥190,740 ¥285,670 

（各巻詳細は次項をご覧ください） 

11～20巻（PDF版） 13冊揃価格 

同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 

¥105,710 ¥158,290 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160


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 
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-mail:ebook-i@maruzen.co.jp 
営業時間：9：00 ～ 17：30（土・日・祝日、年末年始を除く） 

● 表示価格は税抜きです。 2019年11月  ●EPUBリフロー版はダウンロード・印刷できません。 

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 

漆喰復活 ―天然建材５０００年の底力―  船瀬 俊介 2008 9784779113581 ¥6,050  ¥9,020  1030945588 

十六の墓標 上 ―炎と死の青春―  永田 洋子 1982 9784882020349 ¥4,070  ¥6,050  1030945589 

十六の墓標 下 ―炎と死の青春―  永田 洋子 1983 9784882020370 ¥4,950  ¥7,370  1030945590 

その他  リフロー版コンテンツ  
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形式 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 

EPUB 
リフロー版 

まぬけのウィルソンとかの異形の双生児  
（マーク・トウェインコレクション 1）  

1994 9784882023227 ¥6,600  ¥9,900  1030945575 

ミシシッピの生活 上 （マーク・トウェインコレクション 2A）  1994 9784882023265 ¥6,600  ¥9,900  1030945576 

ミシシッピの生活 下 （マーク・トウェインコレクション 2B）  1995 9784882023272 ¥6,600  ¥9,900  1030945577 

地球からの手紙 （マ－ク・トウェインコレクション 3）  1995 9784882023449 ¥5,830  ¥8,690  1030945578 

人間とは何か？ （マ－ク・トウェインコレクション 4）  1995 9784882023500 ¥5,280  ¥7,920  1030945579 

ミステリアス・ストレンジャ－４４号  
（マ－ク・トウェインコレクション 5）  

1995 9784882023616 ¥6,380  ¥9,570  1030945580 

トム・ソーヤーの冒険 （マーク・トウェインコレクション 6）  1996 9784882023753 ¥6,380  ¥9,570  1030945581 

ハックルベリィ・フィンの冒険  
（マ－ク・トウェインコレクション 7）  

1996 9784882023869 ¥8,470  ¥12,650  1030945582 

ヨ－ロッパ放浪記 上 （マ－ク・トウェインコレクション 8A）  1996 9784882024033 ¥6,600  ¥9,900  1030945583 

ヨ－ロッパ放浪記 下 （マ－ク・トウェインコレクション 8B）  1996 9784882024040 ¥6,600  ¥9,900  1030945584 

細菌ハックの冒険 （マ－ク・トウェインコレクション 9）  1996 9784882024163 ¥6,050  ¥9,020  1030945585 

地中海遊覧記 上 （マーク・トウェインコレクション 10A）  1997 9784882024279 ¥6,820  ¥10,230  1030945586 

地中海遊覧記 下 （マーク・トウェインコレクション 10B）  1997 9784882024293 ¥6,820  ¥10,230  1030945587 

PDF版 

西部放浪記 上 （11A） 1998 9784882025313 ¥6,820  ¥10,230  1030945486 

西部放浪記 下 （11B） 1998 9784882025320 ¥6,820  ¥10,230  1030945487 

アメリカの爵位権主張者 （12） 1999 9784882025337 ¥6,820  ¥10,230  1030945488 

王子と乞食 （13） 1999 9784882025344 ¥6,820  ¥10,230  1030945489 

赤道に沿って 上 （14A） 1999 9784882025351 ¥6,820  ¥10,230  1030945490 

赤道に沿って 下 （14B） 2000 9784882025368 ¥8,250  ¥12,320  1030945491 

ハワイ通信 （15） 2000 9784882025375 ¥7,700  ¥11,550  1030945492 

アーサー王宮廷のコネチカット・ヤンキー （16） 2000 9784882025382 ¥12,320  ¥18,480  1030945493 

マーク・トウェインスピーチ集 （17） 2001 9784882025399 ¥10,450  ¥15,620  1030945494 

地球紀行 （18） 2001 9784882025405 ¥9,570  ¥14,300  1030945495 

金メッキ時代 上 （19A） 2001 9784882025412 ¥8,250  ¥12,320  1030945496 

金メッキ時代 下 （19B） 2002 9784882025429 ¥8,250  ¥12,320  1030945497 

マーク・トウェイン新研究 （20） 2002 9784882025436 ¥6,820  ¥10,230  1030945498 

マーク・トウェインコレクション 
全20巻26冊 
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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 

上巻 2001 9784882027003 ¥13,750  ¥20,570  1030945510 

中巻 2001 9784882027003 ¥13,750  ¥20,570  1030945511 

下巻 2001 9784882027003 ¥13,750  ¥20,570  1030945512 

鬼の大事典 ―妖怪・王権・性の解読― 

沢 史生 著 

鬼の日本史 ―福は内、鬼は外？― 

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 

上巻 1990 9784882021728 ¥7,920  ¥11,880  1030945513 

下巻 1990 9784882021735 ¥7,920  ¥11,880  1030945514 

カッパ、土グモの正体は？ 王化、出世、世間とはなに？ 卑語にされた“真処”とは？ ロングセラー
『鬼の日本史』（上下・６刷）をはじめ、『閉ざされた神々』（５刷）『闇の日本史』（４刷）『鬼の太平記』な
ど、既存の歴史解釈に真っ向から挑戦し、古代史に新風を吹き込むとともに、王権によって貶められ
た物言えぬ神々や敗者ゆえに抹殺され、妖怪とされた人々の声を、産鉄民俗の知識で甦らせる“沢”
民俗史学の集大成。五十音順に配列した語彙・事項（約１２０００）に、それぞれ独自の史的解釈を加
え、語源を始め、本義、そして王権によって加えられたさまざまな語り（騙り）事を読み解く。何気なく
使われる日常言葉に潜む歴史の暗部とその真相をわかりやすく説く本書は、日本語再生への第一歩
となるだけでなく、隠蔽されてきた歴史の裏側にひそむ謎解きのキーワードを提供する。 

3冊揃価格 

同時１アクセス 
（本体） 

同時３アクセス 
（本体） 

¥41,250 ¥61,710 

沢 史生 著 

2冊揃価格 

同時１アクセス 
（本体） 

同時３アクセス 
（本体） 

¥15,840 ¥23,760 

鉄をめぐる古代王権の成立、産鉄と水銀の担い手土グモ衰亡の秘史を
暴く問題作。妖怪に貶められた物言えぬ神々こそ本来の地主神である。
全国に遺る鬼神や星神の物騙りを暴き、吉野ヶ里の悲劇を探り、丹生神
と伏見稲荷の本姿を解明。 
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トモダチ作戦の最前線 ―福島原発事故に見る日米同盟連携の教訓― 

著編者名 磯部 晃一 発行年 2019 

同時1アクセス（本体） ¥7,700 同時3アクセス（本体） ¥11,550 

冊子版ISBN 9784779126031  商品コード 1030945570 

大震災と原発事故という未曽有の大災害に自衛隊は約１０万人を動員し、米軍も最大時１万６０００人、
艦艇約１５隻、航空機１４０機が参加した。平常の災害出動とは全く異なる、いわば“有事”ともいうべき事
態に日米の政府、自衛隊・米軍は如何に対応したかを証言で克明に綴る。 

アルメニア巡礼 ―12の賑やかな迷宮― 

著編者名 篠野 志郎 発行年 2019 

同時1アクセス（本体） ¥7,700 同時3アクセス（本体） ¥11,550 

冊子版ISBN 9784779126093  商品コード 1030945572 

辺境のキリスト教とは？「文明の十字路」に育まれたもう一つのキリスト教。デヴィルズ・ドーズンと呼びうる
１２枚の写真が成立する過程──２０年の歳月をかけた現地調査の姿──を復元する異色の紀行。砂
漠の中、山岳の中腹……、多くの民が乗り捨てた夥しい数の“石の箱船”が座礁したまま残された東アナ
トリアの知られざる風土と建築物。そしてそこに住む人びと……。 

図説縄文人の知られざる数学 ―一万年続いた縄文文明の正体― 

著編者名 大谷 幸市 発行年 2017 

同時1アクセス（本体） ¥9,350 同時3アクセス（本体） ¥13,750 

冊子版ISBN 9784779123337  商品コード 1030945571 

目からウロコの縄文文明論！ なぜ精緻な縄文土器は生まれたか！？自然に咲く花のカタチから高度な
数学の本質を読みとった縄文人は「生命の花」から「しめ縄」へ、そして「カタチとしての言語」へ……。そ
して、その知恵が日本の古代史を支え、現代に繋がる日本人の形成の伏流として繋がっていたのだ。 

救援 縮刷版 第１集 

著編者名 救援連絡センター 発行年 2010 

同時1アクセス（本体） ¥26,070 同時3アクセス（本体） ¥39,050 

冊子版ISBN 9784779115516  商品コード 1030945566 

1968年～2008年、貴重な歴史的資料ついに刊行！逮捕者と負傷者の救援組織のために発足した「救援連絡セン
ター」が発刊し続ける月刊紙『救援』の縮刷版（合同救援ニュース3号分＆救援センター11号分含む）を7分冊（全639
号分）。各集に年度ごとの詳細な解説と年表、索引を付す。新左翼や労働運動、市民運動史のみならず死刑廃止運
動、冤罪事件、精神障害者への保安処分、獄中処遇の改善、組織的犯罪対策3法や団体規制法など、警察権力と現
代史を知る、当事者による一次資料満載。 

オ－ウェル暦年事典 

著編者名 大石健太郎 発行年 1995 

同時1アクセス（本体） ¥40,040 同時3アクセス（本体） ¥60,060 

冊子版ISBN 9784882023302  商品コード 1030945515 

オーウェルの伝記的研究の第一人者による画期的な年譜。伝記事項／著作／手紙／住居・旅行／家
族消息／友人消息／補遺の各項目ごとに詳細に生涯を跡づけた。オーウェルや同時代人の証言をコラ
ムとして挿入。付、系図、文献一覧。 
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