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No.2018-482

日本の野生植物 改訂新版 シリーズ全5巻

《7大特色》
１） 被子植物の新しい系統分類体系APGⅢ・Ⅳを採用。

２） 属の検索表、種の検索表を一新。
３） 旧版の知見をもとに、新しい情報を付加。

４） 南西諸島、小笠原諸島の植物にも重点を置く。
５） 帰化植物、外来植物にも配慮した解説。
６） 美しい新写真によるカラーページ増補。

７） 充実した総索引（別冊）によりレファランス性がさらに向上。

全5冊セット価格
同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体）

¥275,000 ¥412,500

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

第１巻 ソテツ科～カヤツリグサ科 2015 9784582535310 ¥55,000 ¥82,500 1026602127

第２巻 イネ科～イラクサ科 2016 9784582535327 ¥55,000 ¥82,500 1026602128

第３巻 バラ科～センダン科 2016 9784582535334 ¥55,000 ¥82,500 1026602129

第４巻 アオイ科～キョウチクトウ科 2017 9784582535341 ¥55,000 ¥82,500 1026602130

第５巻 ヒルガオ科～スイカズラ科+総索引 2017 9784582535358 ¥55,000 ¥82,500 1026602131

大橋 広好 著



● 表示価格は税抜きです。 2018年10月

STANDARD BOOKS シリーズ 全14巻

「科学的視点」をテーマに科学者・作家の珠玉の作品を精選した
STANDARD BOOKSシリーズ。人生の指南書として、

キャリアの参考にもなる揃えておきたい学生必読のおすすめシリーズです。

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

湯川秀樹 ―詩と科学― 湯川 秀樹 2017 9784582531596 ¥2,310 ¥6,930 1026602140

中西悟堂 ―フクロウと雷― 中西 悟堂 2017 9784582531602 ¥2,310 ¥6,930 1026602141

南方熊楠 ―人魚の話― 南方 熊楠 2017 9784582531619 ¥2,310 ¥6,930 1026602142

神谷美恵子 ―島の診療記録から― 神谷 美恵子 2017 9784582531626 ¥2,310 ¥6,930 1026602143

日高敏隆 ―ネコの時間― 日高 敏隆 2017 9784582531633 ¥2,310 ¥6,930 1026602144

多田富雄 ―からだの声をきく― 多田 富雄 2017 9784582531640 ¥2,310 ¥6,930 1026602145

中谷宇吉郎 ―雪を作る話― 中谷 宇吉郎 2016 9784582531541 ¥2,310 ¥6,930 1026602135

牧野富太郎 ―なぜ花は匂うか― 牧野 富太郎 2016 9784582531558 ¥2,310 ¥6,930 1026602136

串田孫一 ―緑の色鉛筆― 串田 孫一 2016 9784582531565 ¥2,310 ¥6,930 1026602137

稲垣足穂 ―飛行機の黄昏― 稲垣 足穂 2016 9784582531572 ¥2,310 ¥6,930 1026602138

朝永振一郎 ―見える光、見えない光― 朝永 振一郎 2016 9784582531589 ¥2,310 ¥6,930 1026602139

寺田寅彦 ―科学者とあたま― 寺田 寅彦 2015 9784582531510 ¥2,310 ¥6,930 1026602132

岡潔 ―数学を志す人に― 岡 潔 2015 9784582531534 ¥2,310 ¥6,930 1026602133

野尻抱影 ―星は周る― 野尻 抱影 2015 9784582531527 ¥2,310 ¥6,930 1026602134

全14冊セット価格
同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体）

¥32,340 ¥97,020
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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

1 異形の王権 （10） 網野 善彦 1993 9784582760101 ¥2,090 ¥3,080 1025526194

2 ぼくが医者をやめた理由 正 （13） 永井 明 1993 9784582760132 ¥1,760 ¥2,640 1025526195

3 ベンヤミンの生涯 （17） 野村 修 1993 9784582760170 ¥2,860 ¥4,290 1025526196

4 日本の音 ―世界のなかの日本音楽―（71） 小泉 文夫 1994 9784582760712 ¥2,640 ¥3,960 1025526197

5 ぼくが医者をやめた理由 つづき （75） 永井 明 1994 9784582760750 ¥1,760 ¥2,640 1025526198

6 貧しき人々のむれ （. 日本残酷物語 ; 1 95） 宮本 常一 1995 9784582760958 ¥2,970 ¥4,400 1025526199

7 恋の技法 （97） オウィディウス 1995 9784582760972 ¥1,870 ¥2,750 1025526200

8 忘れられた土地 （. 日本残酷物語 ; 2 99） 宮本 常一 1995 9784582760996 ¥2,970 ¥4,400 1025526201

9 鎖国の悲劇 （. 日本残酷物語 ; 3 104） 宮本 常一 1995 9784582761047 ¥3,190 ¥4,840 1025526202

10 地球生活 ―our true nature―（114） 星川 淳 1995 9784582761146 ¥2,530 ¥3,740 1025526203

11 碁打ち・将棋指しの誕生 （119） 増川 宏一 1995 9784582761191 ¥2,090 ¥3,080 1025526204

12 のろとさにわ （121） 伊藤 比呂美 1995 9784582761214 ¥1,320 ¥1,980 1025526205

13 世界図絵 （129） J.A.コメニウス 1995 9784582761290 ¥3,080 ¥4,620 1025526206

14 花ことば 上 ―花の象徴とフォークロア―（154） 春山 行夫 1996 9784582761542 ¥2,530 ¥3,740 1025526207

15 花ことば 下 ―花の象徴とフォークロア―（157） 春山 行夫 1996 9784582761573 ¥2,530 ¥3,740 1025526208

16 未来からの手紙 ―チャペック・エッセイ集―（159） カレル・チャペック 1996 9784582761597 ¥2,090 ¥3,190 1025526209

17 モーツァルト ―いき・エロス・秘儀―（188） 井上 太郎 1997 9784582761887 ¥2,090 ¥3,190 1025526210

18 鳥づくし ―「続」真説・動物学大系―（237） 別役 実 1998 9784582762372 ¥1,848 ¥2,772 1025526211

19 修業時代 （. 一古書肆の思い出 ; 1 244） 反町 茂雄 1998 9784582762440 ¥2,860 ¥4,290 1025526212

20 賈 (かいひと) を待つ者 （. 一古書肆の思い出 ; 2 255） 反町 茂雄 1998 9784582762556 ¥2,860 ¥4,290 1025526213

1993年の創刊から20年、文庫版より少し大きめのシリーズとして、古今東西の名著800冊余を刊行してき
た平凡社ライブラリー。「再読」「再考」「再発見」――悩み多き現代、歴史や先人の声に耳を傾け、希望
をもって未来へ進むためのラインナップをいっそう充実させてまいります。

2018年 44点新規追加コンテンツ！
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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

21 古典籍の奔流横溢 （. 一古書肆の思い出 ; 3 263） 反町 茂雄 1998 9784582762631 ¥2,860 ¥4,290 1025526214

22 激流に棹さして （. 一古書肆の思い出 ; 4 271） 反町 茂雄 1998 9784582762716 ¥3,300 ¥4,950 1025526215

23 アジア的身体 （275） 梁 石日 1999 9784582762754 ¥2,640 ¥3,960 1025526216

24 賑わいは夢の如く （. 一古書肆の思い出 ; 5 277） 反町 茂雄 1999 9784582762778 ¥3,300 ¥4,950 1025526217

25 子供誌 （280） 高田 宏 1999 9784582762808 ¥2,200 ¥3,300 1025526218

26 菅江真澄遊覧記 1 （335） 菅江 真澄 2000 9784582763355 ¥2,860 ¥4,290 1025526219

27 菅江真澄遊覧記 2 （341） 菅江 真澄 2000 9784582763416 ¥2,640 ¥3,960 1025526220

28 菅江真澄遊覧記 3 （345） 菅江 真澄 2000 9784582763454 ¥3,300 ¥4,950 1025526221

29 菅江真澄遊覧記 4 （351） 菅江 真澄 2000 9784582763515 ¥3,080 ¥4,620 1025526222

30 菅江真澄遊覧記 5 （356） 菅江 真澄 2000 9784582763560 ¥3,080 ¥4,620 1025526223

31 ごはん通 （359） 嵐山 光三郎 2000 9784582763591 ¥1,980 ¥2,970 1025526224

32 グラムシ・セレクション （392） アントニオ・グラムシ 2001 9784582763928 ¥2,860 ¥4,290 1025526225

33 詩学創造 （394） 菅野 昭正 2001 9784582763942 ¥3,520 ¥5,280 1025526226

34 「天皇崩御」の図像学 ―『ホーロー質』より―（395） 加藤 典洋 2001 9784582763959 ¥2,860 ¥4,290 1025526227

35 イーリアス 上 （473） ホメーロス 2003 9784582764734 ¥3,960 ¥5,940 1025526228

36 イーリアス 下 （476） ホメーロス 2003 9784582764765 ¥3,960 ¥5,940 1025526229

37 黄金伝説 1 （574） ヤコブス・デ・ウォラギネ 2006 9784582765748 ¥4,180 ¥6,270 1025526230

38 嗚呼!!明治の日本野球 （. offシリーズ 576） 横田 順彌 2006 9784582765762 ¥3,520 ¥5,280 1025526231

39 黄金伝説 2 （578） ヤコブス・デ・ウォラギネ 2006 9784582765786 ¥4,180 ¥6,270 1025526232

40 黄金伝説 3 （582） ヤコブス・デ・ウォラギネ 2006 9784582765823 ¥4,180 ¥6,270 1025526233

41 アンリ・ルソー楽園の謎 （590） 岡谷 公二 2006 9784582765908 ¥2,860 ¥4,290 1025526234

42 黄金伝説 4 （592） ヤコブス・デ・ウォラギネ 2006 9784582765922 ¥4,180 ¥6,270 1025526235

43 千年生きる書物の世界 （. 和本入門 ; 正 744） 橋口 侯之介 2011 9784582767445 ¥3,080 ¥4,620 1025526237

44 おばけずき ―鏡花怪異小品集―（764） 泉 鏡花 2012 9784582767643 ¥3,080 ¥4,620 1025526238

2018年 44点新規追加コンテンツ！

日本博物誌総合年表
同時1アクセス(本体) ¥49,500

同時3アクセス(本体) ¥99,000

冊子版ISBN 9784582512304 

著編者名 磯野 直秀 発行年 2012 商品コード 1025526178

30年にわたって膨大な和古書を綿密に調べ上げ、古代から幕末までの日本人と動植鉱物の豊かな関わり
を明らかにした日本博物学史の金字塔。動植物名初見リストなど付録も充実。

オランダの共生教育 ―学校が「公共

心」を育てる―

同時1アクセス(本体) ¥3,960

同時3アクセス(本体) ¥5,940

冊子版ISBN 9784582834826 

著編者名 リヒテルズ 直子 発行年 2010 商品コード 1025526193

オランダの教育に通底しているのは〈共生社会〉をいかにして作り上げるかという思想である。〈個〉を尊重
しながら人と人の〈繋がり〉を追求する様々な授業の試みを生き生きとした文章で紹介する。

オランダの個別教育はなぜ成功した
のか ―イエナプラン教育に学ぶ―

同時1アクセス(本体) ¥4,400

同時3アクセス(本体) ¥6,600

冊子版ISBN 9784582824490 

著編者名 リヒテルズ 直子 発行年 2006 商品コード 1025526192

一人ひとりの個性を尊重する授業。教育の理想を追求したオランダのイエナプラン教育を詳細に報告する。
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渋沢敬三著作集 全５巻

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

■渋沢敬三著作集 全5巻揃価格 1995 9784582429473 ¥66,000 ¥132,000 1025526186

祭魚洞雑録 ; 祭魚洞襍考 （第1巻） 1992 9784582429411 ¥13,200 ¥26,400 1025526187

日本魚名の研究 ; 日本釣漁技術史小考 （第2巻） 1992 9784582429428 ¥13,200 ¥26,400 1025526188

犬歩当棒録 ; 東北犬歩当棒録 （第3巻） 1992 9784582429435 ¥13,200 ¥26,400 1025526189

南米通信 ; 雁信集・旅譜と片影 （第4巻） 1993 9784582429442 ¥13,200 ¥26,400 1025526190

未公刊論文・随想 ; 年譜・総索引 （第5巻） 1993 9784582429459 ¥13,200 ¥26,400 1025526191

澁澤敬三（１８９６～１９６３）は、日本資本主義の父・澁澤栄一の嫡孫として生まれ、動物学
者を志しながら、祖父栄一の懇請によりその跡を継ぎ、戦中・戦後には日銀総裁、大蔵大
臣として経済の復興に尽くす一方、日本常民文化研究所を設立して数多の俊秀を育成し
た。この著作集は、未公開の資料を含めて、民俗学にとどまらず、その全人的活動を示す
ことを目標として編集した。

絵巻物による日本常民生活絵引 新版
全５巻＋付総索引１巻

平安・鎌倉・室町時代の主要な２５の絵巻物から、庶民生活の場面を選び、画中に描かれ
た出生から死に至る人間の喜怒哀楽の諸相を解説する。衣食住など１５分類し、各絵巻物
の成立、内容、詞書を詳説。

渋沢 敬三 著

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

■絵巻物による日本常民生活絵引（全５巻＋付総索引１） 新版 1984 9784582485004 ¥48,180 ¥95,700 1025526179

絵巻物による日本常民生活絵引 第1巻 新版 1984 9784582485011 ¥10,560 ¥15,840 1025526180

絵巻物による日本常民生活絵引 第2巻 新版 1984 9784582485028 ¥10,560 ¥15,840 1025526181

絵巻物による日本常民生活絵引 第3巻 新版 1984 9784582485035 ¥10,560 ¥15,840 1025526182

絵巻物による日本常民生活絵引 第4巻 新版 1984 9784582485042 ¥10,560 ¥15,840 1025526183

絵巻物による日本常民生活絵引 第5巻 新版 1984 9784582485059 ¥10,560 ¥15,840 1025526184

絵巻物による日本常民生活絵引 総索引 新版 1984 9784582485066 ¥2,200 ¥3,300 1025526185



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
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加藤周一著作集 全２４巻

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

■加藤周一著作集 全24巻セット特価 2010 9784582365252 ¥180,576 ¥270,864 1016198114

文学の擁護 （1） 1979 9784582365016 ¥7,524 ¥11,286 1016198115

現代ヨーロッパ思想註釈 （2） 1979 9784582365023 ¥7,524 ¥11,286 1016198116

日本文学史の定点 （3） 1978 9784582365030 ¥7,524 ¥11,286 1016198117

日本文学史序説 上 （4） 1979 9784582365047 ¥7,524 ¥11,286 1016198118

日本文学史序説 下 （5） 1980 9784582365054 ¥7,524 ¥11,286 1016198119

近代日本の文学的伝統 （6） 1978 9784582365061 ¥7,524 ¥11,286 1016198120

近代日本の文明史的位置 （7） 1979 9784582365078 ¥7,524 ¥11,286 1016198121

現代の政治的意味 （8） 1979 9784582365085 ¥7,524 ¥11,286 1016198122

中国・アメリカ往還 （9） 1979 9784582365092 ¥7,524 ¥11,286 1016198123

ある旅行者の思想 （10） 1979 9784582365108 ¥7,524 ¥11,286 1016198124

藝術の精神史的考察 1 （11） 1979 9784582365115 ¥7,524 ¥11,286 1016198125

藝術の精神史的考察 2 （12） 1978 9784582365122 ¥7,524 ¥11,286 1016198126

小説・詩歌 （13） 1979 9784582365139 ¥7,524 ¥11,286 1016198127

羊の歌 （14） 1979 9784582365146 ¥7,524 ¥11,286 1016198128

上野毛雑文 （15） 1979 9784582365153 ¥7,524 ¥11,286 1016198129

科学技術時代の文学 （16） 1996 9784582365160 ¥7,524 ¥11,286 1016198130

日本の詩歌・日本の文体 （17） 1996 9784582365177 ¥7,524 ¥11,286 1016198131

近代日本の文学者の型 （18） 2010 9784582365184 ¥7,524 ¥11,286 1016198132

藝術における伝統と現代性 （19） 1997 9784582365191 ¥7,524 ¥11,286 1016198133

日本美術の心とかたち （20） 1997 9784582365207 ¥7,524 ¥11,286 1016198134

山中人閒話 ; 夕陽妄語 1 （21） 1997 9784582365214 ¥7,524 ¥11,286 1016198135

夕陽妄語 2 （22） 1997 9784582365221 ¥7,524 ¥11,286 1016198136

現代日本私註・『羊の歌』その後 （23） 1997 9784582365238 ¥7,524 ¥11,286 1016198137

歴史としての二〇世紀 （24） 1997 9784582365245 ¥7,524 ¥11,286 1016198138

南方熊楠全集 全12巻

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

■南方熊楠全集 全12巻揃価格 - - ¥132,000 ¥198,000 1012924128

十二支考 （第1巻） 1971 9784582429015 ¥11,000 ¥16,500 1012924129

南方閑話・南方随筆他 （第2巻） 1971 9784582429022 ¥11,000 ¥16,500 1012924130

雑誌論考 1 （第3巻） 1971 9784582429039 ¥11,000 ¥16,500 1012924131

雑誌論考 2 （第4巻） 1972 9784582429046 ¥11,000 ¥16,500 1012924132

雑誌論考 3 （第5巻） 1972 9784582429053 ¥11,000 ¥16,500 1012924133

新聞随筆・未発表手稿 （第6巻） 1973 9784582429060 ¥11,000 ¥16,500 1012924134

書簡 1 （第7巻） 1971 9784582429077 ¥11,000 ¥16,500 1012924135

書簡 2 （第8巻） 1972 9784582429084 ¥11,000 ¥16,500 1012924136

書簡 3 （第9巻） 1973 9784582429091 ¥11,000 ¥16,500 1012924137

英訳方丈記・英文論考・初期文集他 （第10巻） 1973 9784582429107 ¥11,000 ¥16,500 1012924138

書簡補遺・論考補遺 （別巻1） 1974 9784582429114 ¥11,000 ¥16,500 1012924139

南方熊楠全集 別巻2 1975 9784582429121 ¥11,000 ¥16,500 1012924140

南方 熊楠 著
南方熊楠（１８６７～１９４１）は明治、大正、昭和の３代にわたり、終生、野にあって人文・自
然両分野の学の蘊奥をきわめた知的巨人である。和漢洋の古典に博通していた彼は、粘
菌研究のかたわら、数百編の論文を発表、草創期の日本民俗学を先導した。本全集は雑
誌掲載論文をすべて収録、さらに膨大な書簡、英文著述、未発表手稿など邦文論考約１，
０００編、英文論考約３００編を集大成し、柳田国男が「日本人の可能性の極限」と讃えた巨
人の全貌を明らかにする。


