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ロンドン大学ゴールドスミス文庫の貴重文献を収録 

The Making of the Modern World,  
Part III: 1890-1945 (MOMW-III). 

人文社会系学術図書データベース Part 3：1890～1945年 
 

ご好評いただきました The Making of the Modern World (MOMW-I) および Part II: 1851-1914 (MOMW-II) に引

き続きまして、この度、The Making of the Modern World, Part III: 1890-1945 (MOMW-III)のコンソーシアムが成立

しました。JUSTICE会員機関では、コンソーシアム価格にてご購入いただけます。MOMW シリーズの完備によって、

初期印刷本の時代から第二次世界大戦期までの重要文献を通史的にとらえる一大コレクションが構築されます。 

購入しやすい価格設定により、本データベースをより多くの学術機関にてご利用いただきたくご案内申し上げます。 

 

MOMW-IIIは、ロンドン大学図書館のゴールドスミス文庫に所蔵される文献お

よび定期刊行物からなり、約 100万ページを収録しています。 

 

MOMW3は、近代社会を形成した主要な出来事 - 第一次世界大戦、大恐

慌、および第二次世界大戦 - をカバーする 20世紀のコンテンツを収録する

ことで、MOMWシリーズの価値をより深めるものです。経済思想の研究の範

囲を超えて、本コレクションは、経済によって解き放たれた社会的勢力、20世

紀初頭の歴史、政治学、哲学、ビジネス/経済法、女性研究に関心を持つす

べての人にとって価値のあるものです。 

 

Part 2, 1851-1914 と収録年代が重複していますが、コンテンツの重複はあり

ません。収録文献の多くは英語であり、フランス語、ドイツ語、および他の西洋

言語も含まれます。 

 

【収録トピック一例】 

・政治経済   ・世界貿易   ・金融   ・産業   ・商業   ・労働   ・運輸   ・都市の成長   ・工業

化   ・帝国主義と植民地主義   ・労働と貧困   ・共産主義と資本主義の拡大   ・国家の役割に関連する生

産と貿易   ・移民の歴史と経済への影響   ・中産階級の出現   ・禁酒運動   ・女性労働組織   

 

(Gale, Cengage Learning / 指定代理店) 
 
 
●表示価格は概算参考価格(税抜)です。概算参考価格にはライセンス料と手数料が含まれます。消費税に関しましては税制の改正に則った内容で対応させて頂きま

す。 掲載製品はリバースチャージ対象製品です。 

●原価の改定、為替相場の変動などの理由による価格の変更や掲載タイトルの変更につきましては、予めご了承の程お願い申し上げます。 

●正式なお見積もりは、別途ご用命ください。 

Online NEWS from  
 

 
 

2019年 6月 

ご提案開始！ 



 

 

The Making of the Modern World, Part III: 1890-1945 (MOMW-III) 
 

【収録著者一例】 

イギリス 

チャールス・ブース (Booth, Charles)  /  コブデン  (Cobden, Richard)  /  エッジワース (Edgeworth, Francis 

Ysidro)  /  フェビアン協会 (Fabian Society (Great Britain))  /  ケインズ (Keynes, John Maynard) /  マルサス

主義連盟 (Malthusian League)  /  マーシャル (Marshall, Alfred)  /  ウィリアム・モリス (Morris, William)  /  

ナショナル・トラスト (National Trust)  /  シジウィック (Sidgwick, Henry)  /  ジョサイア・スタンプ卿 (Stamp, 

Josiah, Sir)  /  ウェッブ夫妻 (Webb, Sidney; Webb, Beatrice Potter)  /  ホエートリー  (Richard Whately)  /  

スペンサー (Spencer, Herbert) 

アメリカ  

フィッシャー (Fisher, Irving)  /  セリグマン (Seligman, Edwin Robert Anderson) 

オーストリア  

ヴィクトル・アドラー (Adler, Victor)   /  オイゲン・フォン・ベーム＝バヴェルク (Boehm-Bawerk, Eugen Von)   /  

アントン・メンガー (Menger, Anton) 

ドイツ  

マルクス (Marx, Karl)  /  グスタフ・フォン・シュモラー (Schmoller, Gustav Von)  /  ヴェルナー・ゾンバルト 

(Sombart, Werner)  /  社会政策学会(Verein Für Socialpolitik, Berlin)  /  アドルフ・ワグナー (Wagner, Adolph)  

/  マックス・ヴェーバー (Weber, Max) 

フランス  

セイ (Say, Jean Baptiste; Harold J. Laski)   /  ジョルジュ・ソレル (Sorel, Georges) 

ロシア  

ニコライ・イヴァノヴィチ・ブハーリン (Bukharin, Nikolai Ivanovich)   /  ポール・ヴィノグラドフ (Vinogradoff, Paul, 

Sir) 

スウェーデン 

 クヌート・ヴィクセル (Wicksell, Knut) 

 

【収録タイトル 一例】 

【イギリス・経済学】  

●ウィクスティード「分配の法則の調整に関する試論』 

●マーシャル『経済学原理』 

●エッジワース『国際価値の理論』 

●カニンガム『イギリス産業史概観』 

●アシュレー『重商主義体系とその歴史的意義』 

●アシュレー『関税問題』 

●スマート『メンガー、ウィーザー、ベーム＝バヴェルク

流価値論序説』 

●ホブソン『現代資本主義の進化：機械生産の研究』 

●キャナン『公正、治安、歳入、軍事に関する講義』 

●ケインズ『インドの通貨と金融』 

●ケインズ『貨幣改革論』 

【イギリス・社会学】 

●シジウィック『ヨーロッパ政体の発展』 

【イギリス・政治学】 

●ホブハウス『労働運動』 

【イギリス・社会調査・社会政策】 

●ラウントリー、シャーウェル 『イギリスにおけるヨーテボ

リ流実験と公的住宅基金』 

●ブース『ロンドン民衆の生活と労働』 

●ブース『貧困層の一覧と分類と公的老齢年金』 

●マルサス主義連盟 『失業、その原因と救済：マルサ

ス主義連盟のマニフェスト』 

【イギリス・国有化論】 

●ウェッブ夫妻『消費者協同組合運動』 

【イギリス・社会主義】 

●モリス『独占、あるいは労働はいかにして収奪される

か』 

●ハインドマン『社会主義の経済学』 

●ウェッブ夫妻『資本主義文明の衰退』 

●ウェッブ夫妻『イギリス救貧法の歴史』 

●ウェッブ夫妻『労働組合主義の歴史』 

●シドニー・ウェッブ『労働組合の状態の回復』 

●マクドナルド『失業と賃金基金』 

●ビヴァリッジ『一般的失業の防止』 

【ドイツ・オーストリア 経済学】 

●メンガー『オーストリア=ハンガリー二重帝国における

通貨問題』 

●ベーム=バヴェルク『価値の本源的基準』（英訳） 

Fabian Tract No. 186. Central 

Africa and the League of Nations 

By R. C. Hawkin 
Official Report of the Second 

International Cotton Congress 

held June 5th to 9th, 1908. 

TOWN HALL, MANCHESTER 



 

 

●ベーム=バヴェルク『経済的財の価値論の基礎』 

●フィリポヴィッチ『イングランド銀行の歴史』（英訳） 

●シュモラー『政治経済学における正義の観念』（英訳） 

●シュモラー『重商主義体系とその歴史的意義』（英訳） 

●シェフレ『社会民主主義の不可能性』（英訳） 

●ワグナー『財政学』 

●ブレンターノ『生産との関係で見た時間と賃金』（英

訳） 

●ゾンバルト『19世紀と 20世紀初頭におけるドイツ国民

経済学』 

●シュルツェ-ゲファーニッツ 『社会的平和：イングラン

ド労働運動の研究』（英訳） 

【ドイツ・オーストリア 社会主義・マルクス主義】 

●W.リープクネヒト『社会民主党員は何であり、何を望

むか』 

●ラッサール『講演・著述集成』 

●カウツキー『マルクス主義の生成』 

●カウツキー『カール・マルクスの経済学説』 

●ベルンシュタイン『進化論的社会主義：批判と肯定』 

●ゾンバルト『19世紀における社会主義と社会運動』 

【ドイツ・オーストリア 法学】 

●アントン・メンガー『労働全収益史論』 

【ドイツ・オーストリア 社会学】 

●ヴェーバー『学問論集』 

【フランス・経済学】 

●ワルラス『社会経済学教程』 

●ルヴァスール『フランスの農業総生産価値に関する覚

書』 

●ルヴァスール『1789年以前の労働者階級と産業の歴

史』 

●ルロア=ボーリュー『政治経済学の理論的・実用的概

論』 

●ジッド、リスト『重農主義から現代までの経済学説史』 

●ジッド『フーリエ：協同組合の先駆者』 

●ポワソン『協同組合共和国』（英訳） 

【フランス・社会主義】 

●ジョーレス『フランスの社会主義組織』 

【フランス・社会学】 

●ル・ボン『社会主義の心理学』（英訳） 

【イタリア】 

●パレート『収益曲線とエッジワース教授の観察』 

●パンタレオーニ『純粋経済学』（英訳） 

●コッサ『政治経済学研究序説』 

【アメリカ】 

●ヘンリー・ジョージ『土地と人民』 

●パッテン『費用と効用』 

●クラーク『富の分配：賃金、利子、利潤の理論』 

●セリグマン『所得税：所得税制の歴史、理論、実際の

研究』 

●フィッシャー『経済学原論』 

●ヴェブレン『近年における不在所有制と企業組織』 

【ロシア・ソ連】 

●クロポトキン『アナーキズム：その哲学と理想』（英訳） 

●ブハーリン『有閑階級の経済理論』 

【日本】 

●添田壽一『日本の金本位制の採用』（英語） 

●草鹿丁卯次郎 『歴史的かつ批判的に見た日本の貨

幣制度』（ドイツ語） 

   

 

 

 

MOMWシリーズには、以下のコレクションがリリースされています。3パートを合わせると、500 年にわたる西洋の人文

社会学系の重要文献にアクセス可能です。 
 

 パート I: 期間： 1450 年- 1850年 （書籍 61,000点以上、定期刊行物 455点） 

 原本所蔵機関：  ロンドン大学 ゴールドスミス文庫・ハーバード大学クレス文庫 

 

 パート II:  期間： 1851 年- 1914年 （書籍 5,300巻以上） 

 原本所蔵機関： ロンドン大学 ゴールドスミス文庫・コロンビア大学セリグマン文庫 

  広島経済大学セリグマン文庫・カンザス大学経済学史コレクション 

 

 パート III:  期間： 1890 年- 1945年 （書籍 約 5,000巻） 

 原本所蔵機関： ロンドン大学 ゴールドスミス文庫  
 
 

言語： 英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ラテン語、オランダ語、スウェーデン語、スペイン語、ポルトガル語 
 
 

  

The Making of the Modern World (MOMW)シリーズ 



 

 

 

JUSTICE コンソーシアム向け価格について 
【対象商品】 The Making of the Modern World, Part III: 1890-1945 (MOMW-III). 
 

【コンテンツ料】 データベース購入型 

FTE - 5,000 5,001 - 15,000 15,001 - 30,000 30,001 - 

JUSTICE 
コンソーシアム価格 

お問い合わせ下さい 
 

お問い合わせ下さい お問い合わせ下さい お問い合わせ下さい 

お問い合わせ下さい 
 

お問い合わせ下さい 
お問い合わせ下さい お問い合わせ下さい 

◆完全買い切り（アクセスフィー無料） ◆同時アクセス無制限 

 

【年間アクセスフィーとサーバーについて】 

 MOMW-III のアクセスフィーは無料です。 

 MOMW-I, MOMW-II を導入済みの機関が、MOMW-III を契約する場合、MOMW-I, II それぞれについても、

Cengageサーバーでのアクセスフィーが 2023 年 3 月 31日まで無料となります。 

 国立情報学研究所（NII）が管理するサーバー(NII-REO  http://reo.nii.ac.jp)へのアクセスが、2023 年 3 月末日ま

でに提供される予定です。 MOMW-I, II は NII-REO での提供が開始されています。 

 MOMW-III のアクセスフィーは恒久免除ですが、MOMW-I, MOMW-II については 2023 年 4 月以降は Cengage

サーバーでのご利用はホスティングフィーが掛かります。 

 MOMW-III とMOMW-I, MOMW-II のセット価格は設けられていません。各商品の価格は、お問合せ下さい。 

 

【条件】 

  大学図書館コンソーシアム連合 JUSTICEの会員であること。 

＊JUSTICE Webサイト 会員館一覧 http://www.nii.ac.jp/content/justice/member/ 
 

【申込】 担当の営業員にお申し付けください。 
 

【お申込み期限】  2023 年 3 月 31 日（金）ご注文分まで 
 

無料トライアル申込用紙 
 

下記の項目を E-mail: kenkyushien@maruzen.co.jpあるいは FAX: 03-6367-6188 までご連絡下さい。 
 

機関名 

 

（ふりがな） 

担当者氏名 

 

電話 

 

E-mail 

 

IP アドレス 

 
 

 
（*図書館からのお申し込みの場合のみご記入下さい） 

開始希望日 
 

 

（*ご希望があればお書きください。お申し込みから設定まで 4～5 日間かかる場合がございます） 
 
*トライアル期間は 1 か月間です。 

*トライアルのお申し込みは、原則として大学・研究機関の専任教員・職員に限定させていただきます。 

 学生・大学院生の方は、図書館員・担当教員を通じてご依頼下さい 

Web:http://myrp.maruzen.co.jp/book/momw_3/ 丸善雄松堂    G.C. 19327 (0902) 資料 No.12-2019-008 / July, 2019 

 リリース年=2018 

 


