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No.2017-394 

春秋社 

インド思想の入門書としても通読できる 

画期的な辞典が新規で追加！ 

著編者名 高崎直道 

同時1アクセス(本体) ¥23,100 

同時3アクセス(本体) ¥34,650 

冊子版ISBN 9784393101025  

発行年 1987年 

商品コード 1025020405 

仏教・ 
インド思想辞典 

見出し項目370項、索引4500語。仏教・インド思想の必要不可欠の項目を厳選し、 

最新の研究成果を盛りこんだ、中項目主義によるすぐれた辞典。 

アジア全域にわたる仏教とインド思想のすべてを、 

トータル・有機的関連のもとに把握。とりわけインド思想に関しては、本邦初、 

他に類を見ない辞典。現代の仏教やインドに対する関心の高まりをふまえ、 

研究者はもとより、学生から社会人までのあらゆる層の要望に応えるよう努めた。 

2018年 全点カタログ 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160
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書名 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  インド人の思惟方法 決定版 （東洋人の思惟方法1） 1988 ¥4,796 ¥7,194 1018658479 

2  シナ人の思惟方法 決定版 （東洋人の思惟方法2） 1988 ¥4,796 ¥7,194 1018658480 

3  日本人の思惟方法 決定版 （東洋人の思惟方法3） 1989 ¥5,610 ¥8,415 1018658481 

4  チベット人・韓国人の思惟方法 決定版 （東洋人の思惟方法4） 1989 ¥4,796 ¥7,194 1018658482 

5  インド史 1 決定版 1997 ¥9,592 ¥14,388 1018658483 

6  インド史 2 決定版 1997 ¥12,485 ¥18,727 1018658484 

7  インド史 3 決定版 1998 ¥12,485 ¥18,727 1018658485 

8  ヴェーダの思想 決定版 1989 ¥7,590 ¥11,385 1018658486 

9  ウパニシャッドの思想 決定版 1990 ¥10,230 ¥15,345 1018658487 

10  思想の自由とジャイナ教 決定版 1991 ¥11,880 ¥17,820 1018658488 

11  ゴータマ・ブッダ 1 決定版 （原始仏教1） 1992 ¥10,780 ¥16,170 1018658489 

12  ゴータマ・ブッダ 2 決定版 （原始仏教2） 1992 ¥8,690 ¥13,035 1018658490 

13  仏弟子の生涯 決定版 （原始仏教3） 1991 ¥10,230 ¥15,345 1018658491 

14  原始仏教の成立 決定版 （原始仏教4） 1992 ¥11,220 ¥16,830 1018658492 

15  原始仏教の思想 1 決定版 （原始仏教5） 1993 ¥14,465 ¥21,697 1018658493 

16  原始仏教の思想 2 決定版 （原始仏教6） 1994 ¥14,465 ¥21,697 1018658494 

17  原始仏教の生活倫理 決定版 （原始仏教7） 1995 ¥12,375 ¥18,562 1018658495 

18  原始仏教の社会思想 決定版 （原始仏教8） 1993 ¥11,220 ¥16,830 1018658496 

19  インドと西洋の思想交流 決定版 1998 ¥12,485 ¥18,727 1018658497 

20  原始仏教から大乗仏教へ 決定版 （大乗仏教1） 1994 ¥14,465 ¥21,697 1018658498 

21  大乗仏教の思想 決定版 （大乗仏教2） 1995 ¥15,290 ¥22,935 1018658499 

22  空の論理 決定版 （大乗仏教3） 1994 ¥13,695 ¥20,542 1018658500 

23  仏教美術に生きる理想 決定版 （大乗仏教4） 1995 ¥12,375 ¥18,562 1018658501 

24  ヨーガとサーンキヤの思想 決定版 （インド六派哲学1） 1996 ¥11,220 ¥16,830 1018658502 

25  ニヤーヤとヴァイシェーシカの思想 決定版 （インド六派哲学2） 1996 ¥14,465 ¥21,697 1018658503 

26  ミーマーンサーと文法学の思想 決定版 （インド六派哲学3） 1995 ¥11,550 ¥17,325 1018658504 

27  ヴェーダーンタ思想の展開 決定版 （インド六派哲学4） 1996 ¥10,450 ¥15,675 1018658505 

28  インドの哲学体系 1 決定版 （「全哲学綱要」訳註1） 1994 ¥8,855 ¥13,282 1018658506 

29  インドの哲学体系 2 決定版 （「全哲学綱要」訳註2） 1995 ¥8,855 ¥13,282 1018658507 

30  ヒンドゥー教と叙事詩 決定版 1996 ¥12,375 ¥18,562 1018658508 

31  近代インドの思想 決定版 1996 ¥9,295 ¥13,942 1018658509 

32  現代インドの思想 決定版 1997 ¥10,450 ¥15,675 1018658510 

別巻1 古代思想 決定版 （世界思想史1） 1998 ¥10,450 ¥15,675 1018658511 

別巻2 普遍思想 決定版 （世界思想史2） 1999 ¥15,290 ¥22,935 1018658512 

別巻3 中世思想 決定版 （世界思想史3） 1999 ¥11,220 ¥16,830 1018658513 

別巻4 近代思想 決定版 （世界思想史4） 1999 ¥10,450 ¥15,675 1018658514 

別巻5 東西文化の交流 決定版 （日本の思想1） 1998 ¥7,590 ¥11,385 1018658515 

別巻6 聖徳太子 決定版 （日本の思想2） 1998 ¥7,590 ¥11,385 1018658516 

別巻7 近世日本の批判的精神 決定版 （日本の思想3） 1998 ¥7,975 ¥11,962 1018658517 

別巻8 日本宗教の近代性 決定版 （日本の思想4） 1998 ¥7,590 ¥11,385 1018658518 

仏教研究の必備書を中心に好評配信中！ 

 中村元選集  [全40冊 （全32巻、別巻8巻）] セット 著者・中村 元     
同時1アクセス（本体）￥421,685  同時3アクセス（本体）￥632,520 
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同時1アクセス（本体）￥95,810  同時3アクセス（本体）￥143,702 

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 

日本的靈性 保存版（鈴木大拙選集 第1巻(正巻1)） 1961 - ¥3,685 ¥5,527 1018100987 

禪の思想 保存版（鈴木大拙選集 第2巻(正巻2)） 1961 - ¥3,685 ¥5,527 1018100988 

一眞實の世界 保存版（鈴木大拙選集 第3巻(正巻3)） 1961 - ¥3,685 ¥5,527 1018100989 

盤珪の不生禪 保存版（鈴木大拙選集 第4巻(正巻4)） 1961 - ¥3,685 ¥5,527 1018100990 

宗教經驗の事實 ; 真宗管見 保存版（鈴木大拙選集 第5巻(正巻5)） 1961 - ¥3,685 ¥5,527 1018100991 

妙好人 保存版（鈴木大拙選集 第6巻(正巻6)） 1961 - ¥3,685 ¥5,527 1018100992 

禪問答と悟り 保存版（鈴木大拙選集 第7巻(正巻7)） 1961 - ¥3,685 ¥5,527 1018100993 

宗教論集 保存版（鈴木大拙選集 第8巻(正巻8)） 1961 - ¥3,685 ¥5,527 1018100994 

禪と日本文化 保存版（鈴木大拙選集 第9巻(正巻9)） 1961 - ¥3,685 ¥5,527 1018100995 

無心といふこと 保存版（鈴木大拙選集 第10巻(正巻10)） 1961 - ¥3,685 ¥5,527 1018100996 

佛教の大意 ; 佛教生活と受動性 保存版（鈴木大拙選集 第11巻(正巻
11)） 

1961 - ¥3,685 ¥5,527 1018100997 

禪堂の修行と生活 保存版（鈴木大拙選集 第12巻(正巻12)） 1961 - ¥3,685 ¥5,527 1018100998 

青年に與ふ ; 自主的に考へる 保存版（鈴木大拙選集 第13巻(正巻
13)） 

1961 - ¥3,685 ¥5,527 1018100999 

浄土系思想論 保存版（鈴木大拙選集 第14巻(續巻1)） 1961 - ¥3,685 ¥5,527 1018101000 

臨濟の基本思想 保存版（鈴木大拙選集 第15巻(續巻2)） 1961 - ¥3,685 ¥5,527 1018101001 

禪と念佛の心理學的基礎 保存版（鈴木大拙選集 第16巻(續巻3)） 1961 - ¥3,685 ¥5,527 1018101002 

靈性的日本の建設 保存版（鈴木大拙選集 第17巻(續巻4)） 1961 - ¥3,685 ¥5,527 1018101003 

文化と宗教 保存版（鈴木大拙選集 第18巻(續巻5)） 1961 - ¥3,685 ¥5,527 1018101004 

宗教と生活 保存版（鈴木大拙選集 第19巻(續巻6)） 1961 - ¥3,685 ¥5,527 1018101005 

禪百題・禪一拶 保存版（鈴木大拙選集 第20巻(續巻7)） 1961 - ¥3,685 ¥5,527 1018101006 

宗教論續集 保存版（鈴木大拙選集 第21巻(續巻8)） 1961 - ¥3,685 ¥5,527 1018101007 

日本佛教 保存版（鈴木大拙選集 第22巻(追巻1)） 1961 - ¥3,685 ¥5,527 1018101008 

禪による生活 保存版（鈴木大拙選集 第23巻(追巻2)） 1961 - ¥3,685 ¥5,527 1018101009 

禪の研究 保存版（鈴木大拙選集 第24巻(追巻3)） 1961 - ¥3,685 ¥5,527 1018101010 

禪の諸問題 保存版（鈴木大拙選集 第25巻(追巻4)） 1961 - ¥3,685 ¥5,527 1018101011 

宗教と現代生活 保存版（鈴木大拙選集 第26巻(追巻5)） 1961 - ¥3,685 ¥5,527 1018101012 

仏教研究の必備書を中心に好評配信中！ 

 鈴木大拙選集   （全26巻） セット 著者・鈴木 大拙     

2018年1月 
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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 

青木正児全集 第1巻 1969 9784393461112 ¥16,060 ¥24,090 1018101023 

青木正児全集 第2巻 1970 9784393461129 ¥16,060 ¥24,090 1018101024 

青木正児全集 第3巻 1972 9784393461136 ¥16,060 ¥24,090 1018101025 

青木正児全集 第4巻 1973 9784393461143 ¥16,060 ¥24,090 1018101026 

青木正児全集 第5巻 1971 9784393461150 ¥16,060 ¥24,090 1018101027 

青木正児全集 第6巻 1969 9784393461167 ¥16,060 ¥24,090 1018101028 

青木正児全集 第7巻 1970 9784393461174 ¥16,060 ¥24,090 1018101029 

青木正児全集 第8巻 1971 9784393461181 ¥16,060 ¥24,090 1018101030 

青木正児全集 第9巻 1970 9784393461198 ¥16,060 ¥24,090 1018101031 

青木正児全集 第10巻 1975 9784393461204 ¥16,060 ¥24,090 1018101032 

全10巻揃価格 同時1アクセス（本体）￥160,600  同時3アクセス（本体）￥240,900 

仏教研究の必備書を中心に好評配信中！ 

 青木正児全集  （全10巻） 著者・青木 正児     

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 

仏教概論 （金子大榮著作集 第1巻） 1980 - ¥5,610 ¥8,415 1017916158 

仏教の本質 ; 宗教的理性 （金子大榮著作集 第2巻） 1977 - ¥6,050 ¥9,075 1017916159 

親鸞教の研究 ; 彼岸の世界 （金子大榮著作集 第3巻） 1982 - ¥7,260 ¥10,890 1017916160 

仏教の諸問題 （金子大榮著作集 第4巻） 1979 - ¥5,610 ¥8,415 1017916161 

日本仏教史観 （金子大榮著作集 第5巻） 1979 - ¥7,260 ¥10,890 1017916162 

教行信証講読 教行巻 （金子大榮著作集 第6巻） 1981 - ¥7,700 ¥11,550 1017916163 

教行信証講読 信証巻 （金子大榮著作集 第7巻） 1981 - ¥7,975 ¥11,962 1017916164 

教行信証講読 真化巻 （金子大榮著作集 第8巻） 1981 - ¥7,700 ¥11,550 1017916165 

教行信証の研究 ; 教行信証の諸問題 （金子大榮著作集 第9巻） 1978 - ¥7,700 ¥11,550 1017916166 

教行信証総説 （金子大榮著作集 第10巻） 1983 - ¥7,700 ¥11,550 1017916167 

大無量寿経総説 （金子大榮著作集 第11巻） 1984 - ¥7,975 ¥11,962 1017916168 

真宗聞思録 （金子大榮著作集 第12巻） 1984 - ¥9,295 ¥13,942 1017916169 

安居講録 1 （金子大榮著作集 別巻1） 1985 - ¥7,975 ¥11,962 1017916170 

安居講録 2 （金子大榮著作集 別巻2） 1985 - ¥6,050 ¥9,075 1017916171 

真宗の教義と其の歴史 （金子大榮著作集 別巻3） 1986 - ¥7,260 ¥10,890 1017916172 

宗教的覚醒 ; 真宗の要義 （金子大榮著作集 別巻4） 1985 - ¥7,975 ¥11,962 1017916173 

全16巻揃価格 同時1アクセス（本体）￥117,095  同時3アクセス（本体）￥175,640 
 金子大榮全集  （全16巻） 著者・金子 大榮      

2018年1月 
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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 

法と縁起 （平川彰著作集 第1巻） 1988 9784393111512 ¥13,787 ¥20,680 1018939565 

原始仏教とアビダルマ仏教 （平川彰著作集 第2巻） 1991 9784393111529 ¥14,213 ¥21,319 1018939566 

初期大乗仏教の研究 1 （平川彰著作集 第3巻） 1989 9784393111536 ¥12,601 ¥18,902 1018939567 

初期大乗仏教の研究 2 （平川彰著作集 第4巻） 1990 9784393111543 ¥12,278 ¥18,416 1018939568 

大乗仏教の教理と教団 （平川彰著作集 第5巻） 1989 9784393111550 ¥12,278 ¥18,416 1018939569 

初期大乗と法華思想 （平川彰著作集 第6巻） 1989 9784393111567 ¥12,167 ¥18,250 1018939570 

浄土思想と大乗戒 （平川彰著作集 第7巻） 1990 9784393111574 ¥12,278 ¥18,416 1018939571 

日本仏教と中国仏教 （平川彰著作集 第8巻） 1991 9784393111581 ¥14,861 ¥22,291 1018939572 

律蔵の研究 1 （平川彰著作集 第9巻） 1999 9784393111598 ¥12,167 ¥18,250 1018939573 

律蔵の研究 2 （平川彰著作集 第10巻） 2000 9784393111604 ¥12,926 ¥19,388 1018939574 

原始仏教の教団組織 1 （平川彰著作集 第11巻） 2000 9784393111611 ¥12,926 ¥19,388 1018939575 

原始仏教の教団組織 2 （平川彰著作集 第12巻） 2000 9784393111628 ¥12,926 ¥19,388 1018939576 

比丘尼律の研究 （平川彰著作集 第13巻） 1998 9784393111635 ¥19,388 ¥29,082 1018939577 

二百五十戒の研究 1 （平川彰著作集 第14巻） 1993 9784393111642 ¥14,536 ¥21,805 1018939578 

二百五十戒の研究 2 （平川彰著作集 第15巻） 1993 9784393111659 ¥17,018 ¥25,527 1018939579 

二百五十戒の研究 3 （平川彰著作集 第16巻） 1994 9784393111666 ¥17,768 ¥26,653 1018939580 

二百五十戒の研究 4 （平川彰著作集 第17巻） 1995 9784393111673 ¥18,629 ¥27,944 1018939581 

全17巻揃価格 同時1アクセス（本体）￥242,747  同時3アクセス（本体）￥364,115 

仏教研究の必備書を中心に好評配信中！ 

平川彰著作集  （全17巻） 著者・平川 彰     

全7巻揃価格 同時1アクセス（本体）￥53,960  同時3アクセス（本体）￥80,942 
道元禅師全集  （全7巻） セット 著者・道元     

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 

道元禅師全集 第1巻 1991 9784393150115 ¥9,907 ¥14,861 1018939589 

道元禅師全集 第2巻 1993 9784393150122 ¥12,490 ¥18,736 1018939590 

道元禅師全集 第3巻 1988 9784393150139 ¥6,139 ¥9,208 1018939591 

道元禅師全集 第4巻 1988 9784393150146 ¥6,462 ¥9,694 1018939592 

道元禅師全集 第5巻 1989 9784393150153 ¥6,462 ¥9,694 1018939593 

道元禅師全集 第6巻 1989 9784393150160 ¥5,713 ¥8,569 1018939594 

道元禅師全集 第7巻 1990 9784393150177 ¥6,787 ¥10,180 1018939595 

2018年1月 
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全5巻揃価格 同時1アクセス（本体）￥56,656  同時3アクセス（本体）￥84,986 

仏教研究の必備書を中心に好評配信中！ 

法然全集  （全5巻） 著者・法然 / 大橋 俊雄     

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 

往生要集釈 ; 三部経大意 [2010年] 新装 （法然全集 第1巻） 法然 2010 9784393174241 ¥9,694 ¥14,542 1018939583 

選択本願念仏集 [2010年] 新装 （法然全集 第2巻） 法然 2010 9784393174258 ¥9,694 ¥14,542 1018939584 

一枚起請文消息問答 [2010年] 新装 （法然全集 第3巻） 法然 2010 9784393174265 ¥9,694 ¥14,542 1018939585 

法然上人伝 上 （法然全集 別巻1） 大橋 俊雄 1994 9784393174173 ¥13,787 ¥20,680 1018939586 

法然上人伝 下 （法然全集 別巻2） 大橋 俊雄 1994 9784393174180 ¥13,787 ¥20,680 1018939587 

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 

野鳥と共に （定本・野鳥記 第1巻） 1978 9784393421116 ¥4,785 ¥7,177 1018101034 

野鳥のすみか （定本・野鳥記 第2巻） 1978 9784393421123 ¥4,785 ¥7,177 1018101035 

鳥を語る （定本・野鳥記 第3巻） 1978 9784393421130 ¥4,785 ¥7,177 1018101036 

鳥山河 （定本・野鳥記 第4巻） 1978 9784393421147 ¥4,785 ¥7,177 1018101037 

人と鳥 （定本・野鳥記 第5巻） 1979 9784393421154 ¥4,785 ¥7,177 1018101038 

雲表 （定本・野鳥記 第6巻） 1979 9784393421161 ¥4,785 ¥7,177 1018101039 

平野と島の鳥 （定本・野鳥記 第7巻） 1979 9784393421178 ¥4,785 ¥7,177 1018101040 

私の風土 （定本・野鳥記 第8巻） 1979 9784393421185 ¥4,785 ¥7,177 1018101041 

野鳥と環境 （定本・野鳥記 第9巻） 1979 9784393421192 ¥4,785 ¥7,177 1018101042 

野鳥の観察 1 （定本・野鳥記 第10巻） 1982 9784393421208 ¥4,785 ¥7,177 1018101043 

野鳥の観察 2 （定本・野鳥記 第11巻） 1983 9784393421215 ¥4,785 ¥7,177 1018101044 

野鳥紀行 ; 交誼の花 （定本・野鳥記 第12巻） 1985 9784393421222 ¥4,785 ¥7,177 1018101045 

思索とエッセイ （定本・野鳥記 第13巻） 1980 9784393421239 ¥4,785 ¥7,177 1018101046 

恩顧の人々 （定本・野鳥記 第14巻） 1986 9784393421246 ¥4,785 ¥7,177 1018101047 

悟堂歌集 （定本・野鳥記 第15巻） 1985 9784393421253 ¥4,785 ¥7,177 1018101048 

全15巻揃価格 同時1アクセス（本体）￥71,775  同時3アクセス（本体）￥107,655 

その他の研究必備書を中心に好評配信中！ 

定本・野鳥記  （全15巻） 著者・中西 悟堂     

2018年1月 
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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 

漂流するメディア政治 ―情報利権と新世紀の世界秩序― 
（神保・宮台[激]トーク・オン・デマンド [1]） 

宮台 真司 2002 9784393332207 ¥2,970 ¥4,455 1018939562 

アメリカン・ディストピア ―21世紀の戦争とジャーナリズム― 
（神保・宮台[激]トーク・オン・デマンド 2） 

宮台 真司 2003 9784393332238 ¥3,014 ¥4,521 1018939563 

岩本素白全集 第1巻 岩本 素白 1974 9784393430316 ¥4,785 ¥7,177 1018101014 

岩本素白全集 第2巻 岩本 素白 1975 9784393430323 ¥4,785 ¥7,177 1018101015 

岩本素白全集 第3巻 岩本 素白 1975 9784393430330 ¥4,785 ¥7,177 1018101016 

中国共産党史論 第1巻 郭 華倫 1988 9784393485118 ¥17,160 ¥25,740 1018101018 

中国共産党史論 第2巻 郭 華倫 1988 9784393485125 ¥17,160 ¥25,740 1018101019 

中国共産党史論 第3巻 郭 華倫 1990 9784393485132 ¥17,160 ¥25,740 1018101020 

中国共産党史論 第4巻 郭 華倫 1991 9784393485149 ¥17,160 ¥25,740 1018101021 

2018年1月 
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