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日本の野生植物 改訂新版 シリーズ全5巻 

大橋 広好 著 

《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 揃価格 
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 
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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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渋沢敬三著作集 全５巻 

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  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 

■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。 

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。 

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 
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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 

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 

マチネ・ポエティクのひとりとして『1946 文学的考察』で文壇に登場して以来、文学、
芸術を中心にして政治、社会、思想など多方面にわたる評論・創作活動に従事し、
戦後日本を代表する知性ともいうべき加藤周一の主な活動を集成する。 

全24冊 揃価格 
2010年 発行 

同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

¥180,576 ¥270,864 

＜冊子版ISBN：9784582365252＞  ＜商品コード：1016198114＞ 
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南方熊楠全集 全12巻 

知里真志保著作集  

南方熊楠 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 

■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（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。 

アイヌ民俗とその文化を知るための、最も基本的な著述の集成。
学術的薫りと深い同胞愛に満ちる。説話・神謡、生活誌、民俗学、
アイヌ語研究、分類アイヌ語辞典など収録。 

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 

■知里真志保著作集 全6巻 揃価格 - ￥72,600 ¥94,380 - 

説話・神謡編 1 （1巻） 1973 ¥12,100  ¥15,730  1016029589 

説話・神謡編 2 （2巻） 1973 ¥12,100  ¥15,730  1016029591 

生活誌・民族学編 （3巻） 1973 ¥12,100  ¥15,730  1016029592 

アイヌ語研究編 （4巻） 1974 ¥12,100  ¥15,730  1016029594 

分類アイヌ語辞典 植物編・動物編 （別巻1） 1976 ¥12,100  ¥15,730  1016820901 

分類アイヌ語辞典 人間編 （別巻2） 1975 ¥12,100  ¥15,730  1016029595 
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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 

■伊波普猷全集 全11巻 揃価格 -  - ¥121,000  ¥181,500  1012924141 

伊波普猷全集 第1巻 1974 9784582445015  ¥11,000  ¥16,500  1012924142 

伊波普猷全集 第2巻 1974 9784582445022  ¥11,000  ¥16,500  1012924143 

伊波普猷全集 第3巻 1974 9784582445039  ¥11,000  ¥16,500  1012924144 

伊波普猷全集 第4巻 1974 9784582445046  ¥11,000  ¥16,500  1012924145 

伊波普猷全集 第5巻 1974 9784582445053  ¥11,000  ¥16,500  1012924146 

伊波普猷全集 第6巻 1975 9784582445060  ¥11,000  ¥16,500  1012924147 

伊波普猷全集 第7巻 1975 9784582445077  ¥11,000  ¥16,500  1012924148 

伊波普猷全集 第8巻 1975 9784582445084  ¥11,000  ¥16,500  1012924149 

伊波普猷全集 第9巻 1975 9784582445091  ¥11,000  ¥16,500  1012924150 

伊波普猷全集 第10巻 1976 9784582445107  ¥11,000  ¥16,500  1012924151 

伊波普猷全集 第11巻 1976 9784582445114  ¥11,000  ¥16,500  1012924152 

〈沖縄学の父〉と言われる著者の、唯一最高の全集。古琉球の政治、
琉球戯曲集、をなり神の島、日本文化の南漸、琉球語便覧等を収録。
琉球の風が吹くいま、いよいよその価値は高い。 

2019年1月 

岡倉天心全集 全9巻 

岡倉 覚三 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 

■岡倉天心全集 全9巻 揃価格 -  - ¥99,000  ¥148,500  1012924174 

岡倉天心全集 1 1980 9784582288018  ¥11,000  ¥16,500  1012924175 

岡倉天心全集 2 1980 9784582288025  ¥11,000  ¥16,500  1012924176 

岡倉天心全集 3 1979 9784582288032  ¥11,000  ¥16,500  1012924177 

岡倉天心全集 4 1980 9784582288049  ¥11,000  ¥16,500  1012924178 

岡倉天心全集 5 1979 9784582288056  ¥11,000  ¥16,500  1012924179 

岡倉天心全集 6 1980 9784582288063  ¥11,000  ¥16,500  1012924180 

岡倉天心全集 7 1981 9784582288070  ¥11,000  ¥16,500  1012924181 

岡倉天心全集 8 1981 9784582288087  ¥11,000  ¥16,500  1012924182 

岡倉天心全集 別巻 1981 9784582288094  ¥11,000  ¥16,500  1012924183 

天心岡倉覚三（１８６３～１９１３）は、近代日本の美術行政全
般にわたる先駆的開拓者であり、また美術運動の指導者と
して重きをなした。本全集は、その著書、著述、講演、談話、
未発表草稿、日記、ノート、書簡などを、現在可能なかぎり
蒐集し、これに関連資料を集大成したもの。英文の著書、著
述、未発表草稿は、厳密な校訂をほどこした後、すべて新
訳した。 

伊波普猷全集 全9巻 

伊波 普猷 著 
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喜田貞吉著作集 全14巻 

宮崎滔天全集 全9巻 

宮崎 滔天 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 

■喜田貞吉著作集 全14巻 揃価格 - - ¥154,000  ¥231,000  1012924159 

石器時代と考古学 （第1巻） 1981 9784582478013  ¥11,000  ¥16,500  1012924160 

古墳墓年代の研究 （第2巻） 1979 9784582478020  ¥11,000  ¥16,500  1012924161 

国史と仏教史 （第3巻） 1981 9784582478037  ¥11,000  ¥16,500  1012924162 

歴史地理研究 （第4巻） 1982 9784582478044  ¥11,000  ¥16,500  1012924163 

都城の研究 （第5巻） 1979 9784582478051  ¥11,000  ¥16,500  1012924164 

奈良時代の寺院 （第6巻） 1980 9784582478068  ¥11,000  ¥16,500  1012924165 

法隆寺再建論 （第7巻） 1982 9784582478075  ¥11,000  ¥16,500  1012924166 

民族史の研究 （第8巻） 1979 9784582478082  ¥11,000  ¥16,500  1012924167 

蝦夷の研究 （第9巻） 1980 9784582478099  ¥11,000  ¥16,500  1012924168 

部落問題と社会史 （第10巻） 1982 9784582478105  ¥11,000  ¥16,500  1012924169 

信仰と民俗 （第11巻） 1980 9784582478112  ¥11,000  ¥16,500  1012924170 

斉東史話・紀行文 （第12巻） 1980 9784582478129  ¥11,000  ¥16,500  1012924171 

学窓日誌 （第13巻） 1979 9784582478136  ¥11,000  ¥16,500  1012924172 

六十年の回顧・日誌 （第14巻） 1982 9784582478143  ¥11,000  ¥16,500  1012924173 

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 

■宮崎滔天全集 全5巻 揃価格 - - ¥55,000  ¥82,500  1012924153 

第1巻 1971 9784582432015  ¥11,000  ¥16,500  1012924154 

第2巻 1971 9784582432022  ¥11,000  ¥16,500  1012924155 

第3巻 1972 9784582432039  ¥11,000  ¥16,500  1012924156 

第4巻 1973 9784582432046  ¥11,000  ¥16,500  1012924157 

第5巻 1976 9784582432053  ¥11,000  ¥16,500  1012924158 
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ニュートリノで探る宇宙と素粒子 

同時1アクセス（本体） ¥5,940 

同時3アクセス（本体） ¥17,820 

冊子版ISBN 9784582503050  

著編者名 梶田 隆章 発行年 2015 商品コード 1019057303 

宇宙の成り立ちを探るうえできわめて重要な、素粒子・ニュートリノ研究の第一人者による入門書。「自然科学の知
識があまりない人にも直感的に理解できる」ように、と書下ろされた一冊。基礎理論から最新の発見まで詳しく紹介。
著者はニュートリノに質量があることの証明により、2015年年度ノーベル物理学賞！ 

最新心理学事典 

同時1アクセス（本体） ¥43,560 

同時3アクセス（本体） ¥108,900 

冊子版ISBN 9784582106039  

著編者名 内田 伸子 発行年 2013 商品コード 1018831367 

現代心理学の詳細な事典。幅広い学問領域とも密接に交叉している心理学の全体像を把握するために16の分野
を設定し、488の見出し項目を選んで解説する。項目相互の関連性がわかる体系項目表も収録。 

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。 

好評配信中 単行本タイトル 
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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 
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平凡社新書 

創刊時のキャッチフレーズは「自分を広げる、世界が変わる」。自分の知識を広げれば、世界そのものが
違って見えてくる、というコンセプトでした。そして創刊10周年を機に、さらに現代人の知る楽しみに幅広く
応えていきたいという思いから、「いろいろだから面白い」という合言葉のもと、リニューアルを行いました。この
言葉は古代ローマの思想家キケローの「Varietas delectat.」という箴言を日本語にしたものです。
2014年は創刊から15年。平凡社新書は、時代を読み解く本、新たな発見のある本をつくり続けます。 

Maruzen  eBook Libraryに、スマホで快適に読める 
リフロー版平凡社新書シリーズが100タイトル一挙登場！ 

平凡社新書Aパッケージ（50冊）【スマホ・読上】 （※） 
同時1アクセス(本体)：¥55,000 同時3アクセス(本体)：¥82,500 

＜商品コード：1027986264＞ 

■サブスクリプションモデルも好評配信中！■ 

全100冊 揃価格 
同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

¥264,066 ¥396,099 
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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 

ベトナムの微笑み ―ハノイ暮らしはこんなに面白い―【スマホ・読上】（029） （※） 樋口 健夫 1999 9784582850291  ¥2,244  ¥3,366  1027986265 

新・お葬式の作法 ―遺族になるということ―【スマホ・読上】（314） （※） 碑文谷 創 2006 9784582853148  ¥2,442  ¥3,663  1027986266 

経済指標はこう読む ―わかる・使える45項―【スマホ・読上】（339） （※） 永濱 利廣 2006 9784582853391  ¥2,706  ¥4,059  1027986267 

世の中がわかる憲法ドリル 【スマホ・読上】（393） （※） 石本 伸晃 2007 9784582853933  ¥2,772  ¥4,158  1027986268 

へそ曲がりの大英帝国 【スマホ・読上】（430） （※） 新井 潤美 2008 9784582854305  ¥2,310  ¥3,465  1027986269 

声と話し方のトレーニング 【スマホ・読上】（454） （※） 村上 由美 2009 9784582854541  ¥2,508  ¥3,762  1027986270 

吉本隆明1968 【スマホ・読上】（459） （※） 鹿島 茂 2009 9784582854596  ¥3,168  ¥4,752  1027986271 

ヒットを生み出す最強チーム術 ―キリンビール・マーケティング部の挑戦―【スマホ・読
上】（487） （※） 

佐藤 章 2009 9784582854879  ¥2,310  ¥3,465  1027986272 

若さを伸ばすストレッチ 【スマホ・読上】（492） （※） 伊藤 マモル 2009 9784582854923  ¥2,376  ¥3,564  1027986273 

家族を看取る ―心がそばにあればいい―【スマホ・読上】（499） （※） 國森 康弘 2009 9784582854992  ¥2,442  ¥3,663  1027986274 

秀吉を襲った大地震 ―地震考古学で戦国史を読む―【スマホ・読上】（504） （※） 寒川 旭 2010 9784582855043  ¥2,838  ¥4,257  1027986275 

ペニシリンはクシャミが生んだ大発見 ―医学おもしろ物語25話―【スマホ・読上】（508） （※） 百島 祐貴 2010 9784582855081  ¥2,442  ¥3,663  1027986276 

こんな日弁連に誰がした? 【スマホ・読上】（509） （※） 小林 正啓 2010 9784582855098  ¥2,508  ¥3,762  1027986277 

日本の15大同族企業 【スマホ・読上】（516） （※） 菊地 浩之 2010 9784582855166  ¥2,508  ¥3,762  1027986278 

全学連と全共闘 【スマホ・読上】（552） （※） 伴野 準一 2010 9784582855524  ¥2,640  ¥3,960  1027986279 

サンデルの政治哲学 ―「正義」とは何か―【スマホ・読上】（553） （※） 小林 正弥 2010 9784582855531  ¥3,102  ¥4,653  1027986280 

マンガはなぜ規制されるのか ―「有害」をめぐる半世紀の攻防―【スマホ・読上】（556） （※） 長岡 義幸 2010 9784582855562  ¥2,574  ¥3,861  1027986281 

小栗上野介 ―忘れられた悲劇の幕臣―【スマホ・読上】（561） （※） 村上 泰賢 2010 9784582855616  ¥2,574  ¥3,861  1027986282 

科学コミュニケーション ―理科の「考え方」をひらく―【スマホ・読上】（573） （※） 岸田 隆 2011 9784582855739  ¥2,508  ¥3,762  1027986283 

子どもの連れ去り問題 ―日本の司法が親子を引き裂く―【スマホ・読上】（576） （※） コリン P.A.ジョーンズ 2011 9784582855760  ¥2,706  ¥4,059  1027986284 

国民皆保険が危ない 【スマホ・読上】（599） （※） 山岡 淳一郎 2011 9784582855999  ¥2,376  ¥3,564  1027986285 

iPS細胞 ―世紀の発見が医療を変える―増補 【スマホ・読上】（607） （※） 八代 嘉美 2011 9784582856071  ¥2,442  ¥3,663  1027986286 

日本人はどんな大地震を経験してきたのか ―地震考古学入門―【スマホ・読上】（614） （※） 寒川 旭 2011 9784582856149  ¥2,640  ¥3,960  1027986287 

バフチン ―カーニヴァル・対話・笑い―【スマホ・読上】（618） （※） 桑野 隆 2011 9784582856187  ¥2,772  ¥4,158  1027986288 

テレビは原発事故をどう伝えたのか ―ドキュメント―【スマホ・読上】（631） （※） 伊藤 守 2012 9784582856316  ¥2,574  ¥3,861  1027986289 

日本の7大商社 ―世界に類をみない最強のビジネスモデル―【スマホ・読上】（638） （※） 久保 巌 2012 9784582856385  ¥2,508  ¥3,762  1027986290 

憲法九条の軍事戦略 【スマホ・読上】（679） （※） 松竹 伸幸 2013 9784582856798  ¥2,508  ¥3,762  1027986291 

国家が個人資産を奪う日 【スマホ・読上】（681） （※） 清水 洋 2013 9784582856811  ¥2,376  ¥3,564  1027986292 

イスラーム化する世界 ―グローバリゼーション時代の宗教―【スマホ・読上】（682） （※） 大川 玲子 2013 9784582856828  ¥2,508  ¥3,762  1027986293 

集団的自衛権の深層 【スマホ・読上】（696） （※） 松竹 伸幸 2013 9784582856965  ¥2,442  ¥3,663  1027986294 

近代の呪い 【スマホ・読上】（700） （※） 渡辺 京二 2013 9784582857009  ¥2,442  ¥3,663  1027986295 

ポリアモリー複数の愛を生きる 【スマホ・読上】（777） （※） 深海 菊絵 2015 9784582857771  ¥2,640  ¥3,960  1027986296 

安倍「壊憲」を撃つ 【スマホ・読上】（789） （※） 小林 節 2015 9784582857894  ¥2,442  ¥3,663  1027986297 

地球はもう温暖化していない ―科学と政治の大転換へ―【スマホ・読上】（791） （※） 深井 有 2015 9784582857917  ¥2,706  ¥4,059  1027986298 

真田四代と信繁 【スマホ・読上】（793） （※） 丸島 和洋 2015 9784582857931  ¥2,640  ¥3,960  1027986299 

最強通貨ドル時代の投資術 【スマホ・読上】（794） （※） 藤田 勉 2015 9784582857948  ¥2,574  ¥3,861  1027986300 

オリーブオイルで老いない体をつくる 【スマホ・読上】（800） （※） 松生 恒夫 2016 9784582858006  ¥2,508  ¥3,762  1027986301 

安倍晋三「迷言」録 ―政権・メディア・世論の攻防―【スマホ・読上】（802） （※） 徳山 喜雄 2016 9784582858020  ¥2,574  ¥3,861  1027986302 

日本はなぜ脱原発できないのか ―「原子力村」という利権―【スマホ・読上】（803） （※） 小森 敦司 2016 9784582858037  ¥2,640  ¥3,960  1027986303 

リスク時代の経営学 【スマホ・読上】（804） （※） 植村 修一 2016 9784582858044  ¥2,706  ¥4,059  1027986304 

最新新幹線事情 ―歴史、技術、サービス、そして未来―【スマホ・読上】（805） （※） 梅原 淳 2016 9784582858051  ¥2,706  ¥4,059  1027986305 

中高年がキレる理由 (わけ) 【スマホ・読上】（806） （※） 榎本 博明 2016 9784582858068  ¥2,508  ¥3,762  1027986306 

こころはどう捉えられてきたか ―江戸思想史散策―【スマホ・読上】（807） （※） 田尻 祐一郎 2016 9784582858075  ¥2,640  ¥3,960  1027986307 

これからの死に方 ―葬送はどこまで自由か―【スマホ・読上】（808） （※） 橳島 次郎 2016 9784582858082  ¥2,508  ¥3,762  1027986308 

人間が幸福になれない日本の会社 【スマホ・読上】（809） （※） 佐高 信 2016 9784582858099  ¥2,838  ¥4,257  1027986309 

リメイクの日本文学史 【スマホ・読上】（811） （※） 今野 真二 2016 9784582858112  ¥2,640  ¥3,960  1027986310 

音楽に自然を聴く 【スマホ・読上】（812） （※） 小沼 純一 2016 9784582858129  ¥2,640  ¥3,960  1027986311 

内部告発の時代 【スマホ・読上】（813） （※） 深町 隆 2016 9784582858136  ¥2,772  ¥4,158  1027986312 

乱世の政治論愚管抄を読む 【スマホ・読上】（815） （※） 長崎 浩 2016 9784582858150  ¥2,640  ¥3,960  1027986313 

ニッポン鉄道の旅68選 【スマホ・読上】（817） （※） 谷川 一巳 2016 9784582858174  ¥2,706  ¥4,059  1027986314 

2019年1月   ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 
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同時１アクセス 
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（本体） 
商品コード 

日本会議の正体 【スマホ・読上】（818） （※） 青木 理 2016 9784582858181  ¥2,640  ¥3,960  1027986315 

平田篤胤 ―交響する死者・生者・神々―【スマホ・読上】（819） （※） 吉田 麻子 2016 9784582858198  ¥2,706  ¥4,059  1027986316 

伊勢と出雲 ―韓神と鉄―【スマホ・読上】（821） （※） 岡谷 公二 2016 9784582858211  ¥2,574  ¥3,861  1027986317 

同時通訳はやめられない 【スマホ・読上】（822） （※） 袖川 裕美 2016 9784582858228  ¥2,640  ¥3,960  1027986318 

漱石と煎茶 【スマホ・読上】（823） （※） 小川 後楽 2017 9784582858235  ¥2,640  ¥3,960  1027986319 

昭和なつかし食の人物誌 【スマホ・読上】（824） （※） 磯辺 勝 2016 9784582858242  ¥2,706  ¥4,059  1027986320 

日記で読む日本文化史 【スマホ・読上】（825） （※） 鈴木 貞美 2016 9784582858259  ¥2,838  ¥4,257  1027986321 

落語に学ぶ大人の極意 【スマホ・読上】（826） （※） 稲田 和浩 2016 9784582858266  ¥2,706  ¥4,059  1027986322 

企業家精神とは何か ―シュンペーターを超えて―【スマホ・読上】（829） （※） 根井 雅弘 2016 9784582858297  ¥2,508  ¥3,762  1027986323 

EUはどうなるか ―Brexit (ブレグジット) の衝撃―【スマホ・読上】（831） （※） 村上 直久 2016 9784582858310  ¥2,574  ¥3,861  1027986324 

戦争する国にしないための中立国入門 【スマホ・読上】（832） （※） 礒村 英司 2016 9784582858327  ¥2,574  ¥3,861  1027986325 

パニック経済 ―経済政策の詭弁を見破る―【スマホ・読上】（833） （※） 逢沢 明 2017 9784582858334  ¥2,574  ¥3,861  1027986326 

イラストでわかる介護知らずの体のつくり方 【スマホ・読上】（834） （※） 山田 佐世子 2017 9784582858341  ¥2,508  ¥3,762  1027986327 

対米従属の謎 ―どうしたら自立できるか―【スマホ・読上】（835） （※） 松竹 伸幸 2017 9784582858358  ¥2,640  ¥3,960  1027986328 

アニメーション学入門 新版 【スマホ・読上】（836） （※） 津堅 信之 2017 9784582858365  ¥2,838  ¥4,257  1027986329 

孫文と陳独秀 ―現代中国への二つの道―【スマホ・読上】（837） （※） 横山 宏章 2017 9784582858372  ¥2,838  ¥4,257  1027986330 

超高齢社会2.0 ―クラウド時代の働き方革命―【スマホ・読上】（838） （※） 檜山 敦 2017 9784582858389  ¥2,574  ¥3,861  1027986331 

「おもてなし」という残酷社会 ―過剰・感情労働とどう向き合うか―【スマホ・読上】（839） （※） 榎本 博明 2017 9784582858396  ¥2,574  ¥3,861  1027986332 

あきれた紳士の国イギリス ―ロンドンで専業主夫をやってみた―【スマホ・読上】（840） （※） 加藤 雅之 2017 9784582858402  ¥2,640  ¥3,960  1027986333 

下山の時代を生きる 【スマホ・読上】（841） （※） 鈴木 孝夫 2017 9784582858419  ¥2,442  ¥3,663  1027986334 

東京凸凹 (でこぼこ) 地形散歩 ―カラー版―【スマホ・読上】（842） （※） 今尾 恵介 2017 9784582858426  ¥3,234  ¥4,851  1027986335 

フィンテック革命の衝撃 ―日本の産業、金融、株式市場はどう変わるか―【スマホ・読
上】（843） （※） 

藤田 勉 2017 9784582858433  ¥2,574  ¥3,861  1027986336 

日銀を知れば経済がわかる 改訂新版 【スマホ・読上】（844） （※） 池上 彰 2017 9784582858440  ¥2,640  ¥3,960  1027986337 

中国人の本音 ―日本をこう見ている―【スマホ・読上】（845） （※） 工藤 哲 2017 9784582858457  ¥2,772  ¥4,158  1027986338 

脱大日本主義 ―「成熟の時代」の国のかたち―【スマホ・読上】（846） （※） 鳩山 由紀夫 2017 9784582858464  ¥2,640  ¥3,960  1027986339 

暮らしのなかのニセ科学 【スマホ・読上】（847） （※） 左巻 健男 2017 9784582858471  ¥2,640  ¥3,960  1027986340 

シニアひとり旅 アジア編 ―バックパッカーのすすめ―【スマホ・読上】（848） （※） 下川 裕治 2017 9784582858488  ¥2,640  ¥3,960  1027986341 

むのたけじ笑う101歳 【スマホ・読上】（850） （※） 河邑 厚徳 2017 9784582858501  ¥2,574  ¥3,861  1027986342 

一遍捨聖の思想 【スマホ・読上】（851） （※） 桜井 哲夫 2017 9784582858518  ¥2,838  ¥4,257  1027986343 

新聞の嘘を見抜く ―「ポスト真実」時代のメディア・リテラシー―【スマホ・読上】（852） （※） 徳山 喜雄 2017 9784582858525  ¥2,838  ¥4,257  1027986344 

魯山人美食の名言 【スマホ・読上】（853） （※） 山田 和 2017 9784582858532  ¥2,772  ¥4,158  1027986345 

老いない人は何を食べているか 【スマホ・読上】（854） （※） 松生 恒夫 2017 9784582858549  ¥2,574  ¥3,861  1027986346 

ルポ隠された中国 ―習近平「一強体制」の足元―【スマホ・読上】（855） （※） 金 順姫 2017 9784582858556  ¥2,508  ¥3,762  1027986347 

漢字とカタカナとひらがな ―日本語表記の歴史―【スマホ・読上】（856） （※） 今野 真二 2017 9784582858563  ¥2,772  ¥4,158  1027986348 

永六輔 ―時代を旅した言葉の職人―【スマホ・読上】（857） （※） 隈元 信一 2017 9784582858570  ¥2,772  ¥4,158  1027986349 

なぜ私たちは生きているのか ―シュタイナー人智学とキリスト教神学の対話―【スマホ・読上】
（858） （※） 

佐藤 優 2017 9784582858587  ¥2,640  ¥3,960  1027986350 

ルネサンス再入門 ―複数形の文化―【スマホ・読上】（859） （※） 沢井 繁男 2017 9784582858594  ¥2,838  ¥4,257  1027986351 

遺伝か、能力か、環境か、努力か、運なのか ―人生は何で決まるのか―【スマホ・読
上】（860） （※） 

橘木 俊詔 2017 9784582858600  ¥2,640  ¥3,960  1027986352 

通じない日本語 ―世代差・地域差からみる言葉の不思議―【スマホ・読上】（861） （※） 窪薗 晴夫 2017 9784582858617  ¥2,574  ¥3,861  1027986353 

目に見えない世界を歩く ―「全盲」のフィールドワーク―【スマホ・読上】（862） （※） 広瀬 浩二郎 2017 9784582858624  ¥2,706  ¥4,059  1027986354 

21世紀の長期停滞論 ―日本の「実感なき景気回復」を探る―【スマホ・読上】（863） （※） 福田 慎一 2018 9784582858631  ¥2,640  ¥3,960  1027986355 

吉原の江戸川柳はおもしろい 【スマホ・読上】（864） （※） 小栗 清吾 2018 9784582858648  ¥2,772  ¥4,158  1027986356 

一神教とは何か ―キリスト教、ユダヤ教、イスラームを知るために―【スマホ・読上】
（865） （※） 

小原 克博 2018 9784582858655  ¥2,706  ¥4,059  1027986357 

入門資本主義経済 【スマホ・読上】（866） （※） 伊藤 誠 2018 9784582858662  ¥3,036  ¥4,554  1027986358 

「脱原発」への攻防 ―追いつめられる原子力村―【スマホ・読上】（867） （※） 小森 敦司 2018 9784582858679  ¥2,772  ¥4,158  1027986359 

イギリス肉食革命 ―胃袋から生まれた近代―【スマホ・読上】（868） （※） 越智 敏之 2018 9784582858686  ¥2,772  ¥4,158  1027986360 

パブリック・スクールと日本の名門校 ―なぜ彼らはトップであり続けるのか―【スマホ・読上】
（869） （※） 

秦 由美子 2018 9784582858693  ¥2,772  ¥4,158  1027986361 

テレビに映らない北朝鮮 【スマホ・読上】（870） （※） 鴨下 ひろみ 2018 9784582858709  ¥2,838  ¥4,257  1027986362 

90年代テレビドラマ講義 【スマホ・読上】（871） （※） 藤井 淑禎 2018 9784582858716  ¥2,640  ¥3,960  1027986363 

保守の遺言 ―JAP.COM衰滅の状況―【スマホ・読上】（872） （※） 西部 邁 2018 9784582858723  ¥2,904  ¥4,356  1027986364 

2019年1月   ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 
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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1月 

平凡社ライブラリー 

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。 

163冊 揃価格 
同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

¥472,186 ¥708,004 

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 

古代人と夢 （1） 西郷 信綱 1993 9784582760019  ¥2,640  ¥3,960  1016432294 

樋口一葉の世界 （4） 前田 愛 1993 9784582760040  ¥2,563  ¥3,844  1022205140 

洒落者たちのイギリス史 ―騎士の国から紳士の国へ―（8） 川北 稔 1993 9784582760088  ¥2,136  ¥3,204  1022205141 

中国人の歴史意識 （9） 川勝 義雄 1993 9784582760095  ¥3,080  ¥4,620  1016432295 

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

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

アイヌの昔話 ―ひとつぶのサッチポロ―（20） 萱野 茂 1993 9784582760200  ¥1,922  ¥2,884  1016432296 

聖と俗の葛藤 （22） 堀 一郎 1993 9784582760224  ¥2,640  ¥3,960  1016432297 

サルの目ヒトの目 （23） 河合 雅雄 1993 9784582760231  ¥2,563  ¥3,844  1022205142 

青きドナウの乱痴気 ―ウィーン1848年―（24） 良知 力 1993 9784582760248  ¥2,640  ¥3,960  1016432298 

カムイ・ユーカラ ―アイヌ・ラッ・クル伝―（26） 山本 多助 1993 9784582760262  ¥1,878  ¥2,818  1016432299 

芭蕉 ―俳諧の精神と方法―（30） 廣末 保 1993 9784582760309  ¥2,563  ¥3,844  1022205143 

けものづくし ―真説・動物学大系―（31） 別役 実 1993 9784582760316  ¥1,922  ¥2,884  1022205160 

法と言葉の中世史 （32） 笠松 宏至 1993 9784582760323  ¥2,640  ¥3,960  1016432300 

人間についての寓話 （43） 日高 敏隆 1994 9784582760439  ¥2,563  ¥3,844  1022205144 

ギリシア詩文抄 （59） 北嶋 美雪 1994 9784582760590  ¥2,349  ¥3,524  1022205145 

中世の再発見 ―対談 : 市・贈与・宴会―（66） 網野 善彦 1994 9784582760668  ¥2,563  ¥3,844  1022205146 

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 
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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。 

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 

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

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 

ロシア英雄物語 ―語り継がれた《ブィリーナ》の勇士たち―（76） 中村 喜和 1994 9784582760767  ¥2,563  ¥3,844  1022205147 

サンダリング・フラッド ―若き戦士のロマンス―（87） ウィリアム・モリス 1995 9784582760873  ¥3,203  ¥4,804  1022205148 

いろいろな人たち ―チャペック・エッセイ集―（90） カレル・チャペック 1995 9784582760903  ¥2,563  ¥3,844  1016432301 

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 

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 

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

保障なき社会 （日本残酷物語 ; 4 108） 宮本 常一 1995 9784582761085  ¥2,989  ¥4,484  1017333021 

風水 ―中国人のトポス―（105） 三浦 国雄 1995 9784582761054  ¥3,080  ¥4,620  1016432302 

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

アラビアン・ナイトの世界 （113） 前嶋 信次 1995 9784582761139  ¥1,922  ¥2,884  1022205149 

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

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

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

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

黒部渓谷 （145） 冠 松次郎 1996 9784582761450  ¥3,300  ¥4,950  1016432303 

夢・アフォリズム・詩 （149） フランツ・カフカ 1996 9784582761498  ¥2,563  ¥3,844  1022205150 

無縁・公界・楽 ―日本中世の自由と平和― 増補（150） 網野 善彦 1996 9784582761504  ¥2,563  ¥3,844  1016432304 

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 

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 

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 

紅楼夢 1 （162） 曹 雪芹 1996 9784582761627  ¥3,080  ¥4,620  1022205130 

紅楼夢 2 （167） 曹 雪芹 1996 9784582761672  ¥3,080  ¥4,620  1017333022 

紅楼夢 3 （173） 曹 雪芹 1996 9784582761733  ¥3,080  ¥4,620  1017333023 

紅楼夢 4 （177） 曹 雪芹 1996 9784582761771  ¥3,080  ¥4,620  1022205131 

紅楼夢 5 （182） 曹 雪芹 1997 9784582761825  ¥3,080  ¥4,620  1022205132 

紅楼夢 6 （186） 曹 雪芹 1997 9784582761863  ¥3,080  ¥4,620  1022205133 

紅楼夢 7 （191） 曹 雪芹 1997 9784582761917  ¥3,080  ¥4,620  1022205134 

紅楼夢 8 （195） 曹 雪芹 1997 9784582761955  ¥3,080  ¥4,620  1022205135 

紅楼夢 9 （208） 曹 雪芹 1997 9784582762082  ¥3,080  ¥4,620  1022205136 

紅楼夢 10 （213） 曹 雪芹 1997 9784582762136  ¥3,080  ¥4,620  1022205137 

紅楼夢 11 （216） 曹 雪芹 1997 9784582762167  ¥3,080  ¥4,620  1022205138 

紅楼夢 12 （220） 曹 雪芹 1997 9784582762204  ¥3,080  ¥4,620  1022205139 

美と永遠回帰 （ニーチェ ; 1 179） マルティン・ハイデッガー 1997 9784582761795  ¥3,416  ¥5,124  1017333024 

釣魚大全 1 ―完訳―（180） I.ウォルトン 1997 9784582761801  ¥3,326  ¥4,989  1017333025 

ヨーロッパのニヒリズム （ニーチェ ; 2 184） マルティン・ハイデッガー 1997 9784582761849  ¥3,416  ¥5,124  1022205151 

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 

精神現象学 上 （200） G.W.F. ヘーゲル 1997 9784582762006  ¥3,344  ¥5,016  1016432305 

精神現象学 下 （206） G.W.F. ヘーゲル 1997 9784582762068  ¥3,344  ¥5,016  1016432306 

ロッキー山脈踏破行 （204） イザベラ・バード 1997 9784582762044  ¥2,420  ¥3,630  1017333026 

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

沖縄歴史物語 ―日本の縮図―（252） 伊波 普猷 1998 9784582762525  ¥2,420  ¥3,630  1017333027 

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 

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 

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 

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 

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 

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

2019年1月 
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同時３アクセス 
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子供誌 （280） 高田 宏 1999 9784582762808  ¥2,200  ¥3,300  1025526218 

哲学の冒険 ―生きることの意味を探して―（294） 内山 節 1999 9784582762945  ¥2,200  ¥3,300  1016432307 

ゲイ短編小説集 （315） オスカー・ワイルド 1999 9784582763157  ¥3,080  ¥4,620  1018831368 

四書五経入門 ―中国思想の形成と展開―（320） 竹内 照夫 2000 9784582763201  ¥3,080  ¥4,620  1022205152 

東方見聞録 1 ―[完訳]―（326） マルコ・ポーロ 2000 9784582763263  ¥2,860  ¥4,290  1022205153 

東方見聞録 2 ―[完訳]―（327） マルコ・ポーロ 2000 9784582763270  ¥2,860  ¥4,290  1022205154 

日本奥地紀行 （329） イサベラ・バード 2000 9784582763294  ¥3,300  ¥4,950  1016432308 

アラビアのロレンス （334） ロバート・グレーヴズ 2000 9784582763348  ¥2,860  ¥4,290  1022205155 

耳袋 1 （340） 根岸 鎮衛 2000 9784582763409  ¥3,300  ¥4,950  1022205158 

耳袋 2 （346） 根岸 鎮衛 2000 9784582763461  ¥3,300  ¥4,950  1022205159 

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

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

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

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

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

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

日本美術史 （377） 岡倉 覚三 2001 9784582763775  ¥2,860  ¥4,290  1016432309 

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 

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

「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 

倫理21 （471） 柄谷 行人 2003 9784582764710  ¥1,848  ¥2,772  1016432310 

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

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

経済成長がなければ私たちは豊かになれないのだろうか （513） C.ダグラス・ラミス 2004 9784582765137  ¥1,980  ¥2,970  1016432311 

学歴の社会史 ―教育と日本の近代―（526） 天野 郁夫 2005 9784582765267  ¥3,080  ¥4,620  1022205156 

ヴァレリー・セレクション 上 （528） ポール・ヴァレリー 2005 9784582765281  ¥2,640  ¥3,960  1017333028 

ヴァレリー・セレクション 下 （535） ポール・ヴァレリー 2005 9784582765359  ¥2,640  ¥3,960  1017333029 

こまった人たち ―チャペック小品集―（538） カレル・チャペック 2005 9784582765380  ¥2,420  ¥3,630  1016432312 

どうして色は見えるのか ―色彩の科学と色覚―（546） 池田 光男 2005 9784582765465  ¥2,860  ¥4,290  1016432313 

細野晴臣インタビューTHE ENDLESS TALKING （550） 細野 晴臣 2005 9784582765502  ¥3,080  ¥4,620  1018831369 

ニーチェ・セレクション （551） フリードリヒ・W.ニーチェ 2005 9784582765519  ¥2,860  ¥4,290  1016432314 

逝きし世の面影 （552） 渡辺 京二 2005 9784582765526  ¥4,180  ¥6,270  1016432315 

星の王子さま （562） サン=テグジュペリ 2006 9784582765625  ¥2,090  ¥3,135  1016432316 

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 

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

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

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

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

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

試験の社会史 ―近代日本の試験・教育・社会―増補（602） 天野 郁夫 2007 9784582766028  ¥3,300  ¥4,950  1022205157 

アフリカの印象 （613） レーモン・ルーセル 2007 9784582766134  ¥3,300  ¥4,950  1016432317 

ファーブル植物記 上 （624） J.=H.ファーブル 2007 9784582766240  ¥2,640  ¥3,960  1017333030 

ファーブル植物記 下 （627） J.=H.ファーブル 2007 9784582766271  ¥2,640  ¥3,960  1017333031 

普遍論争 ―近代の源流としての―（630） 山内 志朗 2008 9784582766301  ¥4,180  ¥6,270  1025526236 

怠ける権利 （647） ポール・ラファルグ 2008 9784582766479  ¥2,640  ¥3,960  1016432318 

ルイ・ボナパルトのブリュメール18日 ―初版―（649） カール・マルクス 2008 9784582766493  ¥3,300  ¥4,950  1016432319 

英雄が語るトロイア戦争 （652） ピロストラトス 2008 9784582766523  ¥2,860  ¥4,290  1018831371 

青年マルクス論 （654） 廣松 渉 2008 9784582766547  ¥3,520  ¥5,280  1018831372 

古語雑談 （655） 佐竹 昭広 2008 9784582766554  ¥2,640  ¥3,960  1018831373 
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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。 

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 

フッサール・セレクション （659） エトムント・フッサール 2009 9784582766592  ¥3,080  ¥4,620  1016432320 

マルクスと批判者群像 （662） 良知 力 2009 9784582766622  ¥3,300  ¥4,950  1018831374 

ガリア戦記 （664） カエサル 2009 9784582766646  ¥3,300  ¥4,950  1018831375 

現代イタリアの思想をよむ ―クリオの手鏡―（665） 上村 忠男 2009 9784582766653  ¥3,960  ¥5,940  1018831376 

プルードン・セレクション （670） Proudhon P.-J. 2009 9784582766707  ¥3,300  ¥4,950  1016432321 

昭和史 1926-1945 （671） 半藤 一利 2009 9784582766714  ¥1,980  ¥2,970  1016432322 

昭和史 戦後篇 1945-1989 （672） 半藤 一利 2009 9784582766721  ¥1,980  ¥2,970  1016432323 

廣松渉哲学論集 （678） 廣松 渉 2009 9784582766783  ¥3,960  ¥5,940  1018831377 

ルバーイヤート （679） オマル・ハイヤーム 2009 9784582766790  ¥2,200  ¥3,300  1016432324 

クワイン ―ホーリズムの哲学―（683） 丹治 信春 2009 9784582766837  ¥3,300  ¥4,950  1016432325 

江戸の本屋さん ―近世文化史の側面―（685） 今田 洋三 2009 9784582766851  ¥2,860  ¥4,290  1018831378 

榎本武揚シベリア日記 ―現代語訳―（697） 榎本 武揚 2010 9784582766974  ¥3,080  ¥4,620  1018831379 

丸山眞男セレクション （700） 丸山 眞男 2010 9784582767001  ¥3,520  ¥5,280  1018831380 

藤田省三セレクション （701） 藤田 省三 2010 9784582767018  ¥3,520  ¥5,280  1018831381 

名言で楽しむ日本史 （702） 半藤 一利 2010 9784582767025  ¥1,716  ¥2,574  1018831382 

つばき、時跳び （703） 梶尾 真治 2010 9784582767032  ¥1,760  ¥2,640  1016432326 

絶対製造工場 （706） カレル・チャペック 2010 9784582767063  ¥2,640  ¥3,960  1016432327 

資本論の哲学 （708） 廣松 渉 2010 9784582767087  ¥3,740  ¥5,610  1016432328 

カルロ・レーヴィ『キリストはエボリで止まってしまった』を読む ―ファシズ
ム期イタリア南部農村の生活―（715） 

上村 忠男 2010 9784582767155  ¥3,300  ¥4,950  1018831383 

史記列伝 1 （714） 司馬 遷 2010 9784582767148  ¥3,300  ¥4,950  1016432329 

史記列伝 2 （718） 司馬 遷 2010 9784582767186  ¥3,300  ¥4,950  1016432330 

史記列伝 3 （723） 司馬 遷 2011 9784582767230  ¥3,300  ¥4,950  1016432331 

こぐこぐ自転車 （722） 伊藤 礼 2011 9784582767223  ¥1,936  ¥2,904  1018831384 

ルネサンス文化史 ―ある史的肖像―（724） E.ガレン 2011 9784582767247  ¥3,080  ¥4,620  1016432332 

細野晴臣分福茶釜 （728） 細野 晴臣 2011 9784582767285  ¥1,936  ¥2,904  1018831385 

山本五十六 （739） 半藤 一利 2011 9784582767391  ¥2,068  ¥3,102  1016432333 

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 

平家物語、史と説話 （746） 五味 文彦 2011 9784582767469  ¥3,300  ¥4,950  1018831386 

大森荘蔵セレクション （748） 大森 荘蔵 2011 9784582767483  ¥3,740  ¥5,610  1018831387 

精神のエネルギー （755） アンリ・ベルクソン 2012 9784582767551  ¥3,300  ¥4,950  1018831388 

政治と思想 ―1960-2011―（758） 柄谷 行人 2012 9784582767582  ¥2,200  ¥3,300  1018831389 

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

共産主義者宣言 （766） カール・マルクス 2012 9784582767667  ¥2,200  ¥3,300  1018831390 

自伝 （768） ジャンバッティスタ・ヴィーコ 2012 9784582767681  ¥3,300  ¥4,950  1018831391 

思考と動き （784） アンリ・ベルクソン 2013 9784582767841  ¥3,520  ¥5,280  1018831392 

ヘーゲル初期哲学論集 （787） G.W.F. ヘーゲル 2013 9784582767872  ¥4,180  ¥6,270  1018831393 

菊と刀 ―日本文化の型―（793） ルース・ベネディクト 2013 9784582767933  ¥3,080  ¥4,620  1018831394 

憲法近代知の復権へ （795） 樋口 陽一 2013 9784582767957  ¥3,300  ¥4,950  1018831370 

向こう岸から （799） アレクサンドル・ゲルツェン 2013 9784582767995  ¥3,080  ¥4,620  1018831395 

愛書狂 （811） G. フローベール 2014 9784582768114  ¥3,080  ¥4,620  1018831396 

ラスネール回想録 ―十九世紀フランス詩人=犯罪者の手記―（816） 
ピエール=フランソワ・ラス
ネール 

2014 9784582768169  ¥3,300  ¥4,950  1018831397 

貧困の哲学 上 （820） ピエール=ジョゼフ・プルードン 2014 9784582768206  ¥4,400  ¥6,600  1018831398 

貧困の哲学 下 （821） ピエール=ジョゼフ・プルードン 2014 9784582768213  ¥3,960  ¥5,940  1018831399 

少女への手紙 （822） ルイス・キャロル 2014 9784582768220  ¥2,640  ¥3,960  1018831400 

召使心得 ―他四篇 : スウィフト諷刺論集―（824） ジョナサン・スウィフト 2015 9784582768244  ¥2,860  ¥4,290  1018831401 

園芸家の一年 （825） カレル・チャペック 2015 9784582768251  ¥2,640  ¥3,960  1018831402 

美少年尽くし ―江戸男色談義―（826） 佐伯 順子 2015 9784582768268  ¥2,640  ¥3,960  1018831403 
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● 表示価格は税抜きです。 2019年1月 

東洋文庫 

2013年に創刊50周年を迎えた東洋文庫は、アジア諸地域の代表的な古典、知られざる名作、貴重
な日記・紀行文など刊行し続けてきました。 東洋文庫は中国やインドといった従来の東洋史や東洋思
想がその源とした地域に偏ることなく、中東からインド、中央・東南アジア、中国、朝鮮、日本とアジア全
域にわたって、その豊かで多様な英知とダイナミックな交流、そして深遠にして流麗な、時には笑いに満ち
た表現を探し求め、発掘し続けています。 

❦第一期～第六期 各100巻 （分売可） ❦ 

第一期 １００巻 揃価格 
同時１アクセス(本体)： ¥535,700 

＜商品コード：1011233296＞ 
同時３アクセス(本体)： ¥803,550  

第二期 １００巻 揃価格 
同時１アクセス(本体)： ¥567,820  

＜商品コー：ド1011347386＞ 
同時３アクセス(本体)： ¥851,730  

第三期 １００巻 揃価格 
同時１アクセス(本体)： ¥579,920  

＜商品コード：1011604163＞ 
同時３アクセス(本体)： ¥869,880  

第四期 １００巻 揃価格 
同時１アクセス(本体)： ¥574,640 

＜商品コード：1012403982＞ 
同時３アクセス(本体)： ¥861,960  

第五期 １００巻 揃価格 
同時１アクセス(本体)： ¥576,400  

＜商品コード：1012417100＞ 
同時３アクセス(本体)： ¥864,600  

第六期 １００巻 揃価格 
同時１アクセス(本体)： ¥613,580  

＜商品コード：1012447376＞ 
同時３アクセス(本体)： ¥920,370  

❦東洋文庫・第六期以降も続々刊行中!!❦ 
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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 

■第一期 １００巻 揃価格 - -  - ¥535,700  ¥803,550  1011233296 

楼蘭 ―流砂に埋もれた王都―（1） A.ヘルマン 1963 9784582800012  ¥4,840  ¥7,260  1011233297 

唐代伝奇集 1 （2） 前野 直彬 1963 9784582800029  ¥5,500  ¥8,250  1011233298 

日本史 1 ―キリシタン伝来のころ―（4） ルイス・フロイス 1963 9784582800043  ¥5,500  ¥8,250  1011233299 

アラビアのロレンス （5） R.グレーヴズ 1963 9784582800050  ¥5,280  ¥7,920  1011233300 

ミリンダ王の問い 1 ―インドとギリシアの対決―（7） 中村 元 1963 9784582800074  ¥5,940  ¥8,910  1011233301 

往生要集 1 ―日本浄土教の夜明け―（8） 源信 1963 9784582800081  ¥6,160  ¥9,240  1011233302 

名ごりの夢 ―蘭医桂川家に生れて―（9） 今泉 みね 1963 9784582800098  ¥5,060  ¥7,590  1011233303 

捜神記 （10） 干 宝 1964 9784582800104  ¥6,160  ¥9,240  1011233304 

薔薇園(グリスターン) ―イラン中世の教養物語―（12） サアディー 1964 9784582800128  ¥7,260  ¥10,890  1011233305 

アメリカ彦蔵自伝 1 （13） アメリカ彦蔵 1964 9784582800135  ¥5,500  ¥8,250  1011233306 

南蛮寺興廃記・邪教大意・妙貞問答・破提宇子 （14） 海老沢 有道 1964 9784582800142  ¥5,940  ¥8,910  1011233307 

ミリンダ王の問い 2 ―インドとギリシアの対決―（15） 中村 元 1964 9784582800159  ¥5,500  ¥8,250  1011233308 

唐代伝奇集 2 （16） 前野 直彬 1964 9784582800166  ¥5,060  ¥7,590  1011233309 

東方への私の旅 ―リフの山々から中国へ―（17） V.シーン 1964 9784582800173  ¥5,500  ¥8,250  1011233310 

大河内文書 ―明治日中文化人の交遊―（18） 大河内 輝声 1964 9784582800180  ¥4,840  ¥7,260  1011233311 

明夷待訪録 ―中国近代思想の萌芽―（20） 黄 宗羲 1964 9784582800203  ¥4,400  ¥6,600  1011233312 

往生要集 2 ―日本浄土教の夜明け―（21） 源信 1964 9784582800210  ¥5,940  ¥8,910  1011233313 

アメリカ彦蔵自伝 2 （22） アメリカ彦蔵 1964 9784582800227  ¥5,280  ¥7,920  1011233314 

北京風俗図譜 1 （23） 内田 道夫 1964 9784582800234  ¥4,400  ¥6,600  1011233315 

中国笑話選 ―江戸小咄との交わり―（24） 松枝 茂夫 1964 9784582800241  ¥5,940  ¥8,910  1011233316 

長崎海軍伝習所の日々 （26） ファン・カッテンディーケ 1964 9784582800265  ¥4,840  ¥7,260  1011233317 

東遊雑記 ―奥羽・松前巡見私記―（27） 古川 古松軒 1964 9784582800272  ¥5,280  ¥7,920  1011233318 

ミリンダ王の問い 3 ―インドとギリシアの対決―（28） 中村 元 1964 9784582800289  ¥6,380  ¥9,570  1011233319 

板橋雑記 . 蘇州画舫録 （29） 余 懐 1964 9784582800296  ¥4,400  ¥6,600  1011233320 

北京風俗図譜 2 （30） 内田 道夫 1964 9784582800302  ¥4,400  ¥6,600  1011233321 

醒睡笑 ―戦国の笑話―（31） 安楽庵 策伝 1964 9784582800319  ¥6,160  ¥9,240  1011233322 

歎異抄 ; 執持鈔 （33） 親鸞 1964 9784582800333  ¥4,620  ¥6,930  1011233323 

今古奇観 1 ―明代短編小説選集―（34） 抱甕老人 1965 9784582800340  ¥5,060  ¥7,590  1011233324 

日本史 2 ―キリシタン伝来のころ―（35） ルイス・フロイス 1965 9784582800357  ¥6,160  ¥9,240  1011233325 

蜀碧 . 嘉定屠城紀略 . 揚州十日記 （36） 彭 遵泗 1965 9784582800364  ¥4,400  ¥6,600  1011233326 

金谷上人行状記 ―ある奇僧の半生―（37） 横井 金谷 1965 9784582800371  ¥4,400  ¥6,600  1011233327 

ナスレッディン・ホジャ物語 ―トルコの知恵ばなし―（38） 護 雅夫 1965 9784582800388  ¥5,500  ¥8,250  1011233328 

蕃談 ―漂流の記録―（39） 古賀 謹堂 1965 9784582800395  ¥5,060  ¥7,590  1011233329 

夢の七十余年 ―西原亀三自伝―（40） 西原 亀三 1965 9784582800401  ¥4,400  ¥6,600  1011233330 

ペルシア放浪記 ―托鉢僧に身をやつして―（42） A.ヴァーンベーリ 1965 9784582800425  ¥5,500  ¥8,250  1011233331 

幽明録 . 遊仙窟 ―他―（43） 劉 義慶 1965 9784582800432  ¥5,060  ¥7,590  1011233332 

四書五経 ―中国思想の形成と展開― 第2版（44） 竹内 照夫 1981 9784582800449  ¥5,060  ¥7,590  1011233333 

今古奇観 2 ―明代短編小説選集―（45） 抱甕老人 1965 9784582800456  ¥5,500  ¥8,250  1011233334 

論衡 ―漢代の異端的思想―（46） 王 充 1965 9784582800463  ¥4,400  ¥6,600  1011233335 

魯迅 ―その文学と革命―（47） 丸山 昇 1965 9784582800470  ¥4,840  ¥7,260  1011233336 

剪燈新話  3版（48） 瞿 佑 1971 9784582800487  ¥5,280  ¥7,920  1011233337 

京都守護職始末 1 ―旧会津藩老臣の手記―（49） 山川 浩 1965 9784582800494  ¥4,620  ¥6,930  1011233338 

絵本江戸風俗往来 （50） 菊池 貴一郎 1965 9784582800500  ¥5,060  ¥7,590  1011233339 

老残遊記  再版（51） 劉 鶚 1971 9784582800517  ¥5,060  ¥7,590  1011233340 

白居易詩鈔 ―附・中国古詩鈔―（52） 白 居易 1965 9784582800524  ¥4,400  ¥6,600  1011233341 

北京籠城 . 北京籠城日記 ―付北京籠城回顧録―（53） 柴 五郎 1965 9784582800531  ¥5,060  ¥7,590  1011233342 

菅江真澄遊覧記 1 （54） 菅江 真澄 1965 9784582800548  ¥5,500  ¥8,250  1011233343 

デルスウ・ウザーラ ―沿海州探検行―（55） アルセーニエフ 1965 9784582800555  ¥5,280  ¥7,920  1011233344 

長安城中の少年 ―清末封建家庭に生れて―（57） 王 独清 1965 9784582800579  ¥4,400  ¥6,600  1011233345 
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水滸後伝 1 （58） 陳 忱 1966 9784582800586  ¥5,280  ¥7,920  1011233346 

オルドス口碑集 ―モンゴルの民間伝承―（59） A.モスタールト 1966 9784582800593  ¥5,720  ¥8,580  1011233347 

京都守護職始末 2 ―旧会津藩老臣の手記―（60） 山川 浩 1966 9784582800609  ¥5,060  ¥7,590  1011233348 

ハリス伝 ―日本の扉を開いた男―（61） カール・クロウ 1966 9784582800616  ¥4,840  ¥7,260  1011233349 

清俗紀聞 1 （62） 中川 忠英 1966 9784582800623  ¥5,280  ¥7,920  1011233350 

戦国策 1 （64） 劉 向 1966 9784582800647  ¥5,060  ¥7,590  1011233351 

日本史 3 ―キリシタン伝来のころ―（65） ルイス・フロイス 1966 9784582800654  ¥4,400  ¥6,600  1011233352 

水滸後伝 2 （66） 陳 忱 1966 9784582800661  ¥5,280  ¥7,920  1011233353 

維摩経 ―不思議のさとり―（67） 石田 瑞麿 1966 9784582800678  ¥4,620  ¥6,930  1011233354 

菅江真澄遊覧記 2 （68） 菅江 真澄 1966 9784582800685  ¥5,500  ¥8,250  1011233355 

幕末外交談 1 （69） 田辺 太一 1966 9784582800692  ¥5,060  ¥7,590  1011233356 

清俗紀聞 2 （70） 中川 忠英 1966 9784582800708  ¥6,600  ¥9,900  1011233357 

アラビアン・ナイト 1 （71） 前嶋 信次 1966 9784582800715  ¥5,060  ¥7,590  1011233358 

幕末外交談 2 （72） 田辺 太一 1966 9784582800722  ¥5,720  ¥8,580  1011233359 

戦国策 2 （74） 劉 向 1966 9784582800746  ¥5,060  ¥7,590  1011233360 

アラビアン・ナイト 2 （75） 前嶋 信次 1966 9784582800753  ¥5,060  ¥7,590  1011233361 

昔夢会筆記 ―徳川慶喜公回想談―（76） 渋沢 栄一 1966 9784582800760  ¥6,600  ¥9,900  1011233362 

今古奇観 3 ―明代短編小説選集―（77） 抱甕老人 1966 9784582800777  ¥4,840  ¥7,260  1011233363 

水滸後伝 3 （78） 陳 忱 1966 9784582800784  ¥4,400  ¥6,600  1011233364 

加波山事件 ―民権派激挙の記録―（79） 野島 幾太郎 1966 9784582800791  ¥6,600  ¥9,900  1011233365 

今昔物語集 1 （80） 永積 安明 1966 9784582800807  ¥5,720  ¥8,580  1011233366 

菅江真澄遊覧記 3 （82） 菅江 真澄 1967 9784582800821  ¥5,720  ¥8,580  1011233367 

燕京歳時記 ―北京年中行事記―（83） 敦 崇 1967 9784582800838  ¥4,400  ¥6,600  1011233368 

幕府衰亡論 （84） 福地 源一郎 1967 9784582800845  ¥4,840  ¥7,260  1011233369 

アラビアン・ナイト 3 （85） 前嶋 信次 1967 9784582800852  ¥5,500  ¥8,250  1011233370 

戦国策 3 （86） 劉 向 1967 9784582800869  ¥5,280  ¥7,920  1011233371 

江戸参府紀行 （87） ジーボルト 1967 9784582800876  ¥5,500  ¥8,250  1011233372 

徳川慶喜公伝 1 （88） 渋沢 栄一 1967 9784582800883  ¥5,720  ¥8,580  1011233373 

今昔物語集 2 （89） 永積 安明 1967 9784582800890  ¥5,720  ¥8,580  1011233374 

日本大王国志 （90） フランソア・カロン 1967 9784582800906  ¥5,280  ¥7,920  1011233375 

長安の春  増訂（91） 石田 幹之助 1967 9784582800913  ¥5,500  ¥8,250  1011233376 

鹿洲公案 ―清朝地方裁判官の記録―（92） 藍 鼎元 1967 9784582800920  ¥4,400  ¥6,600  1011233377 

アラビアン・ナイト 4 （93） 前嶋 信次 1967 9784582800937  ¥5,280  ¥7,920  1011233378 

神道集 （94） 貴志 正造 1967 9784582800944  ¥6,160  ¥9,240  1011233379 

徳川慶喜公伝 2 （95） 渋沢 栄一 1967 9784582800951  ¥5,500  ¥8,250  1011233380 

今昔物語集 3 （96） 永積 安明 1967 9784582800968  ¥5,940  ¥8,910  1011233381 

日本霊異記 （97） 景戒 1967 9784582800975  ¥4,840  ¥7,260  1011233382 

徳川慶喜公伝 3 （98） 渋沢 栄一 1967 9784582800982  ¥6,600  ¥9,900  1011233383 

菅江真澄遊覧記 4 （99） 菅江 真澄 1967 9784582800999  ¥5,500  ¥8,250  1011233384 

三十三年の夢 （100） 宮崎 滔天 1967 9784582801002  ¥6,160  ¥9,240  1011233385 

昨日は今日の物語 ―近世笑話の祖― 第12刷（102） 武藤 禎夫 1986 9784582801026  ¥4,620  ¥6,930  1011233386 

シーボルト先生 1 ―その生涯及び功業―（103） 呉 秀三 1967 9784582801033  ¥6,600  ¥9,900  1011233387 

今昔物語集 4 （104） 永積 安明 1967 9784582801040  ¥5,280  ¥7,920  1011233388 

明治大正史 ―世相篇―（105） 柳田 国男 1967 9784582801057  ¥5,940  ¥8,910  1011233389 

東京年中行事 1 （106） 若月 紫蘭 1968 9784582801064  ¥5,280  ¥7,920  1011233390 

徳川慶喜公伝 4 （107） 渋沢 栄一 1968 9784582801071  ¥5,940  ¥8,910  1011233391 

黄色い葉の精霊 ―インドシナ山岳民族誌―（108） ベルナツィーク 1968 9784582801088  ¥5,720  ¥8,580  1011233392 

中国古代寓話集 （109） 後藤 基巳 1968 9784582801095  ¥6,160  ¥9,240  1011233393 

モンゴル帝国史 1 （110） ドーソン 1968 9784582801101  ¥7,040  ¥10,560  1011233394 

日本雑事詩 （111） 黄 遵憲 1968 9784582801118  ¥5,500  ¥8,250  1011233395 

今昔物語集 5 （112） 永積 安明 1968 9784582801125  ¥5,940  ¥8,910  1011233396 
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■第二期 １００巻 揃価格 - -  - ¥567,820  ¥851,730  1011347386 

西洋紀聞  新訂（113） 新井 白石 1968 9784582801132  ¥7,040  ¥10,560  1011347387 

義経記 1 （114） 佐藤 謙三 1968 9784582801149  ¥5,500  ¥8,250  1011347388 

シーボルト先生 2 ―その生涯及び功業―（115） 呉 秀三 1968 9784582801155  ¥5,060  ¥7,590  1011347389 

武江年表 1  増訂（116） 斎藤 月岑 1968 9784582801163  ¥4,840  ¥7,260  1011347390 

シーボルト先生 3 ―その生涯及び功業―（117） 呉 秀三 1968 9784582801170  ¥5,060  ¥7,590  1011347391 

武江年表 2  増訂（118） 斎藤 月岑 1968 9784582801187  ¥5,720  ¥8,580  1011347392 

菅江真澄遊覧記 5 （119） 菅江 真澄 1968 9784582801194  ¥5,500  ¥8,250  1011347393 

今昔物語集 6 （120） 永積 安明 1968 9784582801200  ¥5,280  ¥7,920  1011347394 

東京年中行事 2 （121） 若月 紫蘭 1968 9784582801217  ¥5,720  ¥8,580  1011347395 

日本児童遊戯集 （122） 大田 才次郎 1968 9784582801224  ¥6,160  ¥9,240  1011347396 

長崎日記 ; 下田日記 （124） 川路 聖謨 1968 9784582801248  ¥5,060  ¥7,590  1011347397 

義経記 2 （125） 佐藤 謙三 1968 9784582801255  ¥5,720  ¥8,580  1011347398 

アラビアン・ナイト 5 （127） 前嶋 信次 1968 9784582801279  ¥5,500  ¥8,250  1011347399 

モンゴル帝国史 2 （128） ドーソン 1968 9784582801286  ¥6,600  ¥9,900  1011347400 

京都民俗志  改訂（129） 井上 頼寿 1968 9784582801293  ¥5,280  ¥7,920  1011347401 

天工開物  初版第22刷（130） 宋 応星 1994 9784582801309  ¥6,600  ¥9,900  1011347402 

日本事物誌 1 （131） チェンバレン 1969 9784582801316  ¥6,160  ¥9,240  1011347403 

朝鮮幽囚記 （132） ヘンドリック・ハメル 1969 9784582801323  ¥4,400  ¥6,600  1011347404 

日本疾病史 （133） 富士川 游 1969 9784582801330  ¥5,500  ¥8,250  1011347405 

ペルシア逸話集 ; 四つの講話 ―カーブースの書―（134） カイ・カーウース 1969 9784582801347  ¥5,720  ¥8,580  1011347406 

明治東京逸聞史 1 （135） 森 銑三 1969 9784582801354  ¥6,380  ¥9,570  1011347407 

西学東漸記 ―容閎自伝―（136） 容 閎 1969 9784582801361  ¥4,840  ¥7,260  1011347408 

山島民譚集  増補（137） 柳田 国男 1969 9784582801378  ¥6,600  ¥9,900  1011347409 

夢酔独言他 （138） 勝 小吉 1969 9784582801385  ¥4,400  ¥6,600  1011347410 

中国講談選 （139） 立間 祥介 1969 9784582801392  ¥5,060  ¥7,590  1011347411 

西遊草 ―清河八郎旅中記―（140） 清河 八郎 1969 9784582801408  ¥4,400  ¥6,600  1011347412 

マッテオ・リッチ伝 1 （141） 平川 祐弘 1969 9784582801415  ¥5,060  ¥7,590  1011347413 

明治東京逸聞史 2 （142） 森 銑三 1969 9784582801422  ¥7,040  ¥10,560  1011347414 

菅江真澄随筆集 （143） 菅江 真澄 1969 9784582801439  ¥5,280  ¥7,920  1011347415 

中国思想のフランス西漸 1 （144） 後藤 末雄 1969 9784582801446  ¥5,940  ¥8,910  1011347416 

風土記 （145） 吉野 裕 1969 9784582801453  ¥6,160  ¥9,240  1011347417 

日本中世史 （146） 原 勝郎 1969 9784582801460  ¥5,720  ¥8,580  1011347418 

日本事物誌 2 （147） チェンバレン 1969 9784582801477  ¥5,940  ¥8,910  1011347419 

中国思想のフランス西漸 2 （148） 後藤 末雄 1969 9784582801484  ¥5,720  ¥8,580  1011347420 

百済観音 （149） 浜田 青陵 1969 9784582801491  ¥4,840  ¥7,260  1011347421 

王書(シャー・ナーメ) ―ペルシア英雄叙事詩―（150） フィルドゥスィー 1969 9784582801507  ¥6,600  ¥9,900  1011347422 

中国社会風俗史 （151） 尚 秉和 1969 9784582801514  ¥5,940  ¥8,910  1011347423 

鳩翁道話 （154） 柴田 鳩翁 1970 9784582801545  ¥5,280  ¥7,920  1011347424 

康煕帝伝 （155） ブーヴェ 1970 9784582801552  ¥4,840  ¥7,260  1011347425 

ヤング・ジャパン 第1 ―横浜と江戸―（156） J.R.ブラック 1970 9784582801569  ¥4,840  ¥7,260  1011347426 

入唐求法巡礼行記 1 （157） 円仁 1970 9784582801576  ¥5,500  ¥8,250  1011347427 

東都歳事記 1 （159） 斎藤 月岑 1970 9784582801590  ¥4,620  ¥6,930  1011347428 

ベニョフスキー航海記 （160） ベニョフスキー 1970 9784582801606  ¥5,720  ¥8,580  1011347429 

中国・朝鮮論 （161） 吉野 作造 1970 9784582801613  ¥6,380  ¥9,570  1011347430 

アンコール踏査行 （162） ドラポルト 1970 9784582801620  ¥4,840  ¥7,260  1011347431 

モンゴル秘史 1 ―チンギス・カン物語―（163） 村上 正二 1970 9784582801637  ¥6,160  ¥9,240  1011347432 

日本史 4 ―キリシタン伝来のころ―（164） ルイス・フロイス 1970 9784582801644  ¥6,160  ¥9,240  1011347433 

辛亥革命見聞記 （165） ファルジュネル 1970 9784582801651  ¥6,600  ¥9,900  1011347434 

ヤング・ジャパン 第2 ―横浜と江戸―（166） J.R.ブラック 1970 9784582801668  ¥4,400  ¥6,600  1011347435 
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塩鉄論 ―漢代の経済論争―（167） 桓 寛 1970 9784582801675  ¥5,060  ¥7,590  1011347436 

青木周蔵自伝 （168） 青木 周蔵 1970 9784582801682  ¥5,940  ¥8,910  1011347437 

慊堂日暦 1 （169） 松崎 慊堂 1970 9784582801699  ¥5,720  ¥8,580  1011347438 

バタヴィア城日誌 1 （170） 村上 直次郎 1970 9784582801705  ¥5,940  ¥8,910  1011347439 

日本その日その日 1 （171） E.S.モース 1970 9784582801712  ¥5,060  ¥7,590  1011347440 

日本その日その日 2 （172） E.S.モース 1970 9784582801729  ¥5,060  ¥7,590  1011347441 

後は昔の記他 ―林董回顧録―（173） 林 董 1970 9784582801736  ¥6,600  ¥9,900  1011347442 

東学史 ―朝鮮民衆運動の記録―（174） 呉 知泳 1970 9784582801743  ¥5,940  ¥8,910  1011347443 

イエズス会士中国書簡集 1 康煕編 （175） 矢沢 利彦 1970 9784582801750  ¥5,060  ¥7,590  1011347444 

ヤング・ジャパン 第3 ―横浜と江戸―（176） J.R.ブラック 1970 9784582801767  ¥5,500  ¥8,250  1011347445 

東都歳事記 2 （177） 斎藤 月岑 1970 9784582801774  ¥5,060  ¥7,590  1011347446 

日本その日その日 3 （179） E.S.モース 1971 9784582801798  ¥4,840  ¥7,260  1011347447 

日本神話の研究 （180） 松本 信広 1971 9784582801804  ¥4,400  ¥6,600  1011347448 

芸苑雑稿他 （182） 岩村 透 1971 9784582801828  ¥5,060  ¥7,590  1011347449 

金文の世界 ―殷周社会史―（184） 白川 静 1971 9784582801842  ¥5,060  ¥7,590  1011347450 

月と不死 （185） N.ネフスキー 1971 9784582801859  ¥6,600  ¥9,900  1011347451 

秋山記行 ; 夜職草 （186） 鈴木 牧之 1971 9784582801866  ¥5,940  ¥8,910  1011347452 

大津事件日誌 （187） 児島 惟謙 1971 9784582801873  ¥4,620  ¥6,930  1011347453 

洋楽事始 ―音楽取調成績申報書―（188） 伊沢 修二 1971 9784582801880  ¥5,720  ¥8,580  1011347454 

モンゴル帝国史 3 （189） ドーソン 1971 9784582801897  ¥5,940  ¥8,910  1011347455 

イエズス会士中国書簡集 2 雍正編 （190） 矢沢 利彦 1971 9784582801903  ¥6,160  ¥9,240  1011347456 

七王妃物語(ハフト・パイカル) （191） ニザーミー 1971 9784582801910  ¥5,280  ¥7,920  1011347457 

朝鮮歳時記 （193） 洪 錫謨 1971 9784582801934  ¥4,840  ¥7,260  1011347458 

法顕伝 . 宋雲行紀  第2版（194） 法顕 1975 9784582801941  ¥5,280  ¥7,920  1011347459 

菅茶山と頼山陽 （195） 富士川 英郎 1971 9784582801958  ¥4,620  ¥6,930  1011347460 

騎馬民族史 1 ―正史北狄伝―（197） 内田 吟風 1971 9784582801972  ¥6,380  ¥9,570  1011347461 

国文学全史 1 ―平安朝篇―（198） 藤岡 作太郎 1971 9784582801989  ¥5,940  ¥8,910  1011347462 

日本の茶書 1 （201） 林屋 辰三郎 1971 9784582802016  ¥6,160  ¥9,240  1011347463 

近世畸人伝 . 続近世畸人伝 （202） 伴 蒿蹊 1972 9784582802023  ¥7,040  ¥10,560  1011347464 

おんな二代の記 （203） 山川 菊栄 1972 9784582802030  ¥6,160  ¥9,240  1011347465 

甲骨文の世界 ―古代殷王朝の構造―（204） 白川 静 1972 9784582802047  ¥4,840  ¥7,260  1011347466 

バタヴィア城日誌 2 （205） 村上 直次郎 1972 9784582802054  ¥6,820  ¥10,230  1011347467 

日本の茶書 2 （206） 林屋 辰三郎 1972 9784582802061  ¥6,820  ¥10,230  1011347468 

耳袋 1 （207） 根岸 鎮衛 1972 9784582802078  ¥6,820  ¥10,230  1011347469 

耳袋 2 （208） 根岸 鎮衛 1972 9784582802085  ¥6,160  ¥9,240  1011347470 

モンゴル秘史 2 ―チンギス・カン物語―（209） 村上 正二 1972 9784582802092  ¥6,820  ¥10,230  1011347471 

イエズス会士中国書簡集 3 乾隆編 （210） 矢沢 利彦 1972 9784582802108  ¥6,160  ¥9,240  1011347472 

修験道史研究 （211） 和歌森 太郎 1972 9784582802115  ¥6,820  ¥10,230  1011347473 

沖縄童謡集 （212） 島袋 全発 1972 9784582802122  ¥5,060  ¥7,590  1011347474 

慊堂日暦 2 （213） 松崎 慊堂 1972 9784582802139  ¥5,500  ¥8,250  1011347475 

朝鮮独立運動の血史 1 （214） 朴 殷植 1972 9784582802146  ¥5,280  ¥7,920  1011347476 

十二支考 1 （215） 南方 熊楠 1972 9784582802153  ¥6,160  ¥9,240  1011347477 

朝鮮独立運動の血史 2 （216） 朴 殷植 1972 9784582802160  ¥5,720  ¥8,580  1011347478 

江南春 （217） 青木 正児 1972 9784582802177  ¥5,720  ¥8,580  1011347479 

アラビアン・ナイト 6 （218） 前嶋 信次 1972 9784582802184  ¥5,940  ¥8,910  1011347480 

断鴻零雁記 ―蘇曼殊・人と作品―（219） 蘇 曼殊 1972 9784582802191  ¥6,380  ¥9,570  1011347481 

日本お伽集 1 ―神話・伝説・童話―（220） 森 鴎外 1972 9784582802207  ¥6,380  ¥9,570  1011347482 

東都歳事記 3 （221） 斎藤 月岑 1972 9784582802214  ¥4,840  ¥7,260  1011347483 

騎馬民族史 2 ―正史北狄伝―（223） 内田 吟風 1972 9784582802238  ¥7,040  ¥10,560  1011347484 

十二支考 2 （225） 南方 熊楠 1973 9784582802252  ¥5,720  ¥8,580  1011347485 

島根のすさみ ―佐渡奉行在勤日記―（226） 川路 聖謨 1973 9784582802269  ¥6,160  ¥9,240  1011347486 
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■第三期 １００巻 揃価格 - -  - ¥579,920  ¥869,880  1011604163 

をなり神の島 1 （227） 伊波 普猷 1973 9784582802276  ¥5,720  ¥8,580  1011604164 

騎馬民族史 3 ―正史北狄伝―（228） 内田 吟風 1973 9784582802283  ¥5,720  ¥8,580  1011604165 

日本巡察記 （229） ヴァリニャーノ 1973 9784582802290  ¥5,940  ¥8,910  1011604166 

イエズス会士中国書簡集 4 社会編 （230） 矢沢 利彦 1978 9784582802306  ¥6,380  ¥9,570  1011604167 

日本教育史 1 （231） 佐藤 誠実 1973 9784582802313  ¥3,740  ¥5,610  1011604168 

をなり神の島 2 （232） 伊波 普猷 1973 9784582802320  ¥6,380  ¥9,570  1011604169 

日本お伽集 2 ―神話・伝説・童話―（233） 森 鴎外 1973 9784582802337  ¥6,380  ¥9,570  1011604170 

白凡逸志 ―金九自叙伝―（234） 金 九 1973 9784582802344  ¥5,720  ¥8,580  1011604171 

モンゴル帝国史 4 （235） ドーソン 1973 9784582802351  ¥6,600  ¥9,900  1011604172 

日本教育史 2 （236） 佐藤 誠実 1973 9784582802368  ¥3,960  ¥5,940  1011604173 

慊堂日暦 3 （237） 松崎 慊堂 1973 9784582802375  ¥5,060  ¥7,590  1011604174 

十二支考 3 （238） 南方 熊楠 1973 9784582802382  ¥5,720  ¥8,580  1011604175 

唐詩三百首 1 （239） 蘅塘 退士 1973 9784582802399  ¥6,600  ¥9,900  1011604176 

日本奥地紀行 （240） イサベラ・バード 1973 9784582802405  ¥6,160  ¥9,240  1011604177 

日本神話伝説の研究 1  増訂（241） 高木 敏雄 1973 9784582802412  ¥6,600  ¥9,900  1011604178 

庭訓往来 （242） 石川 松太郎 1973 9784582802429  ¥6,380  ¥9,570  1011604179 

義和団民話集 ―中国の口承文芸 1―（244） 牧田 英二 1973 9784582802443  ¥6,160  ¥9,240  1011604180 

清代学術概論 ―中国のルネッサンス―（245） 梁 啓超 1974 9784582802450  ¥7,040  ¥10,560  1011604181 

アラビアン・ナイト 7 （246） 前嶋 信次 1974 9784582802467  ¥6,600  ¥9,900  1011604182 

国文学全史 2 ―平安朝篇―（247） 藤岡 作太郎 1974 9784582802474  ¥5,940  ¥8,910  1011604183 

東西遊記 1 （248） 橘 南谿 1974 9784582802481  ¥5,280  ¥7,920  1011604184 

東西遊記 2 （249） 橘 南谿 1974 9784582802498  ¥4,620  ¥6,930  1011604185 

中国の伝統と革命 1 ―仁井田陞集―（250） 仁井田 陞 1974 9784582802504  ¥5,720  ¥8,580  1011604186 

イエズス会士中国書簡集 5 紀行編 （251） 矢沢 利彦 1974 9784582802511  ¥6,600  ¥9,900  1011604187 

海游録 ―朝鮮通信使の日本紀行―（252） 申 維翰 1974 9784582802528  ¥5,720  ¥8,580  1011604188 

日本神話伝説の研究 2  増訂（253） 高木 敏雄 1974 9784582802535  ¥7,040  ¥10,560  1011604189 

中国の伝統と革命 2 ―仁井田陞集―（255） 仁井田 陞 1974 9784582802559  ¥6,160  ¥9,240  1011604190 

小梅日記 1 ―幕末・明治を紀州に生きる―（256） 川合 小梅 1974 9784582802566  ¥5,280  ¥7,920  1011604191 

塵壷 ―河井継之助日記―（257） 河井 継之助 1974 9784582802573  ¥5,720  ¥8,580  1011604192 

日本医学史綱要 1 （258） 富士川 游 1974 9784582802580  ¥5,060  ¥7,590  1011604193 

江戸繁昌記 1 （259） 寺門 静軒 1974 9784582802597  ¥4,400  ¥6,600  1011604194 

苗族民話集 ―中国の口承文芸 2―（260） 中国民間文芸研究会 1974 9784582802603  ¥6,820  ¥10,230  1011604195 

今古奇観 4 ―明代短編小説選集― 再版（261） 抱甕老人 1974 9784582802610  ¥5,280  ¥7,920  1011604196 

日本医学史綱要 2 （262） 富士川 游 1974 9784582802627  ¥5,060  ¥7,590  1011604197 

イエズス会士中国書簡集 6 信仰編 （263） 矢沢 利彦 1974 9784582802634  ¥5,500  ¥8,250  1011604198 

東アジア民族史 1 ―正史東夷伝―（264） 井上 秀雄 1974 9784582802641  ¥5,940  ¥8,910  1011604199 

唐詩三百首 2 （265） 蘅塘 退士 1975 9784582802658  ¥5,500  ¥8,250  1011604200 

今古奇観 5 ―明代短編小説選集― 再版（266） 抱甕 老人 1975 9784582802665  ¥5,280  ¥7,920  1011604201 

唐詩三百首 3 （267） 蘅塘 退士 1975 9784582802672  ¥4,840  ¥7,260  1011604202 

小梅日記 2 ―幕末・明治を紀州に生きる―（268） 川合 小梅 1975 9784582802689  ¥5,940  ¥8,910  1011604203 

羅生門の鬼 （269） 島津 久基 1975 9784582802696  ¥4,840  ¥7,260  1011604204 

朝鮮小説史 （270） 金 台俊 1975 9784582802702  ¥6,600  ¥9,900  1011604205 

バタヴィア城日誌 3 （271） 村上 直次郎 1975 9784582802719  ¥7,040  ¥10,560  1011604206 

中国革命の階級対立 1 （272） 鈴江 言一 1975 9784582802726  ¥4,620  ¥6,930  1011604207 

山東民話集 ―中国の口承文芸 3―（274） 飯倉 照平 1975 9784582802740  ¥6,160  ¥9,240  1011604208 

中国革命の階級対立 2 （275） 鈴江 言一 1975 9784582802757  ¥4,620  ¥6,930  1011604209 

江戸繁昌記 2 （276） 寺門 静軒 1975 9784582802764  ¥4,840  ¥7,260  1011604210 

中国訪問使節日記 （277） マカートニー 1975 9784582802771  ¥6,160  ¥9,240  1011604211 

元曲五種 （278） 池田 大伍 1975 9784582802788  ¥6,160  ¥9,240  1011604212 
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近世の日本・日本近世史 （279） 内田 銀蔵 1975 9784582802795  ¥5,280  ¥7,920  1011604213 

将門記 1 （280） 梶原 正昭 1975 9784582802801  ¥5,500  ¥8,250  1011604214 

漢字の世界 1 ―中国文化の原点―（281） 白川 静 1976 9784582802818  ¥5,060  ¥7,590  1011604215 

詰むや詰まざるや [正] （282） 伊藤 宗看 1975 9784582802825  ¥5,280  ¥7,920  1011604216 

東アジア民族史 2 ―正史東夷伝―（283） 井上 秀雄 1976 9784582802832  ¥7,040  ¥10,560  1011604217 

小梅日記 3 ―幕末・明治を紀州に生きる―（284） 川合 小梅 1976 9784582802849  ¥5,280  ¥7,920  1011604218 

子育ての書 1 （285） 山住 正己 1976 9784582802856  ¥6,160  ¥9,240  1011604219 

漢字の世界 2 ―中国文化の原点―（286） 白川 静 1976 9784582802863  ¥5,280  ¥7,920  1011604220 

北京の伝説 ―中国の口承文芸 4―（287） 金 受申 1976 9784582802870  ¥5,720  ¥8,580  1011604221 

花壇地錦抄 . 草花絵前集 （288） 伊藤 伊兵衛 1976 9784582802887  ¥5,720  ¥8,580  1011604222 

中国の茶書 （289） 布目 潮渢 1976 9784582802894  ¥6,160  ¥9,240  1011604223 

アラビアン・ナイト 8 （290） 前嶋 信次 1976 9784582802900  ¥6,160  ¥9,240  1011604224 

将門記 2 （291） 梶原 正昭 1976 9784582802917  ¥6,160  ¥9,240  1011604225 

子育ての書 2 （293） 山住 正己 1976 9784582802931  ¥6,160  ¥9,240  1011604226 

モンゴル秘史 3 ―チンギス・カン物語―（294） 村上 正二 1976 9784582802948  ¥7,040  ¥10,560  1011604227 

江戸繁昌記 3 （295） 寺門 静軒 1976 9784582802955  ¥4,620  ¥6,930  1011604228 

本朝食鑑 1 （296） 平野 必大 1976 9784582802962  ¥5,720  ¥8,580  1011604229 

子育ての書 3 （297） 山住 正己 1976 9784582802979  ¥6,600  ¥9,900  1011604230 

モンゴル帝国史 5 （298） ドーソン 1976 9784582802986  ¥7,040  ¥10,560  1011604231 

ハーフィズ詩集 （299） ハーフィズ 1976 9784582802993  ¥6,600  ¥9,900  1011604232 

みかぐらうた ; おふでさき （300） 中山 みき 1977 9784582803006  ¥5,280  ¥7,920  1011604233 

中国の医学と技術 ―イエズス会士書簡集―（301） 矢沢 利彦 1977 9784582803013  ¥6,600  ¥9,900  1011604234 

女大学集 （302） 石川 松太郎 1977 9784582803020  ¥5,500  ¥8,250  1011604235 

江戸参府旅行日記 （303） ケンペル 1977 9784582803037  ¥6,160  ¥9,240  1011604236 

金光大神覚 ―民衆宗教の聖典・金光教―（304） 金光 大神 1977 9784582803044  ¥4,840  ¥7,260  1011604237 

歴代名画記 1 （305） 張 彦遠 1977 9784582803051  ¥6,380  ¥9,570  1011604238 

甲子夜話 [正篇]1 （306） 松浦 静山 1977 9784582803068  ¥6,160  ¥9,240  1011604239 

楽郊紀聞 1 ―対馬夜話―（307） 中川 延良 1977 9784582803075  ¥7,040  ¥10,560  1011604240 

楽郊紀聞 2 ―対馬夜話―（308） 中川 延良 1977 9784582803082  ¥6,160  ¥9,240  1011604241 

訓蒙画解集 ; 無言道人筆記 （309） 司馬 江漢 1977 9784582803099  ¥5,720  ¥8,580  1011604242 

ホスローとシーリーン （310） ニザーミー 1977 9784582803105  ¥6,160  ¥9,240  1011604243 

歴代名画記 2 （311） 張 彦遠 1977 9784582803112  ¥5,940  ¥8,910  1011604244 

本朝食鑑 2 （312） 平野 必大 1977 9784582803129  ¥5,720  ¥8,580  1011604245 

お経様 ―民衆宗教の聖典・如来教―（313） 一尊如来 きの 1977 9784582803136  ¥5,500  ¥8,250  1011604246 

甲子夜話 [正篇]2 （314） 松浦 静山 1977 9784582803143  ¥6,160  ¥9,240  1011604247 

中国の印刷術 1 ―その発明と西伝―（315） T.F.カーター 1977 9784582803150  ¥4,400  ¥6,600  1011604248 

中国の印刷術 2 ―その発明と西伝―（316） T.F.カーター 1977 9784582803167  ¥4,620  ¥6,930  1011604249 

赤松則良半生談 ―幕末オランダ留学の記録―（317） 赤松 則良 1977 9784582803174  ¥5,500  ¥8,250  1011604250 

官子譜 1 ―囲碁手筋の源流―（318） 過 百齢 1977 9784582803181  ¥6,160  ¥9,240  1011604251 

生命のおしえ ―民衆宗教の聖典・黒住教―（319） 黒住 宗忠 1977 9784582803198  ¥6,600  ¥9,900  1011604252 

官子譜 2 ―囲碁手筋の源流―（320） 過 百齢 1977 9784582803204  ¥5,940  ¥8,910  1011604253 

甲子夜話 [正篇]3 （321） 松浦 静山 1983 9784582803211  ¥5,720  ¥8,580  1011604254 

官子譜 3 ―囲碁手筋の源流―（322） 過 百齢 1978 9784582803228  ¥5,940  ¥8,910  1011604255 

屍鬼二十五話 ―インド伝奇集―（323） ソーマデーヴァ 1978 9784582803235  ¥5,720  ¥8,580  1011604256 

荊楚歳時記 （324） 宋 懍 1978 9784582803242  ¥5,060  ¥7,590  1011604257 

官子譜 4 ―囲碁手筋の源流―（327） 過 百齢 1978 9784582803273  ¥5,280  ¥7,920  1011604258 

道教 （329） アンリ・マスペロ 1978 9784582803297  ¥6,160  ¥9,240  1011604259 

日本史 5 ―キリシタン伝来のころ―（330） フロイス ルイス 1978 9784582803303  ¥6,160  ¥9,240  1011604260 

カリーラとディムナ ―アラビアの寓話―（331） イブヌ・ル・ムカッファイ 1978 9784582803310  ¥6,160  ¥9,240  1011604261 

甲子夜話 [正篇]4 （333） 松浦 静山 1978 9784582803334  ¥5,720  ¥8,580  1011604262 

詰むや詰まざるや 続 ―古典詰将棋の系譜―（335） 伊藤 宗看 1978 9784582803358  ¥5,280  ¥7,920  1011604263 
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■第四期 １００巻 揃価格 - -  - ¥574,640  ¥861,960  1012403982 

中国民衆叛乱史 1: 秦-唐 （336） 谷川 道雄 1978 9784582803365  ¥7,040  ¥10,560  1012403983 

慊堂日暦 4 （337） 松崎 慊堂 1978 9784582803372  ¥5,500  ¥8,250  1012403984 

甲子夜話 [正篇]5 （338） 松浦 静山 1978 9784582803389  ¥6,160  ¥9,240  1012403985 

アラビアン・ナイト 9 （339） 前嶋 信次 1978 9784582803396  ¥5,720  ¥8,580  1012403986 

本朝食鑑 3 （340） 人見 必大 1978 9784582803402  ¥6,160  ¥9,240  1012403987 

日本風俗備考 2 （341） フィッセル 1978 9784582803419  ¥5,060  ¥7,590  1012403988 

甲子夜話 [正篇]6 （342） 松浦 静山 1978 9784582803426  ¥6,820  ¥10,230  1012403989 

東洋金鴻 ―英国留学生への通信―（343） 川路 聖謨 1978 9784582803433  ¥4,620  ¥6,930  1012403990 

夢溪筆談 1 （344） 沈 括 1978 9784582803440  ¥4,840  ¥7,260  1012403991 

御ふみ （345） 蓮如 1978 9784582803457  ¥6,160  ¥9,240  1012403992 

東海道名所記 1 （346） 浅井 了意 1979 9784582803464  ¥5,280  ¥7,920  1012403993 

大本神諭 天の巻 ―民衆宗教の聖典・大本教―（347） 出口 ナオ 1979 9784582803471  ¥4,620  ¥6,930  1012403994 

大本神諭 火の巻 ―民衆宗教の聖典・大本教―（348） 出口 ナオ 1979 9784582803488  ¥5,500  ¥8,250  1012403995 

晩清小説史 （349） 阿 英 1979 9784582803495  ¥5,940  ¥8,910  1012403996 

薩摩反乱記 （350） マウンジー 1979 9784582803501  ¥5,060  ¥7,590  1012403997 

中国民衆叛乱史 2: 宋-明中期 （351） 谷川 道雄 1979 9784582803518  ¥7,040  ¥10,560  1012403998 

南方熊楠文集 1 （352） 南方 熊楠 1979 9784582803525  ¥6,380  ¥9,570  1012403999 

幕末の宮廷 （353） 下橋 敬長 1979 9784582803532  ¥6,600  ¥9,900  1012404000 

南方熊楠文集 2 （354） 南方 熊楠 1979 9784582803549  ¥6,380  ¥9,570  1012404001 

幸若舞 1 （355） 荒木 繁 1979 9784582803556  ¥5,940  ¥8,910  1012404002 

アラビアン・ナイト 10 （356） 前嶋 信次 1979 9784582803563  ¥6,600  ¥9,900  1012404003 

懲毖録 （357） 柳 成龍 1979 9784582803570  ¥5,500  ¥8,250  1012404004 

トルキスタンの再会 （358） エリノア・ラティモア 1979 9784582803587  ¥5,500  ¥8,250  1012404005 

懐旧録 ―サンスクリット事始め―（359） 南条 文雄 1979 9784582803594  ¥5,940  ¥8,910  1012404006 

甲子夜話 続篇1 （360） 松浦 静山 1979 9784582803600  ¥5,720  ¥8,580  1012404007 

東海道名所記 2 （361） 浅井 了意 1979 9784582803617  ¥5,720  ¥8,580  1012404008 

夢溪筆談 2 （362） 沈 括 1979 9784582803624  ¥5,720  ¥8,580  1012404009 

中国陶瓷見聞録 （363） ダントルコール 1979 9784582803631  ¥5,720  ¥8,580  1012404010 

甲子夜話 続篇2 （364） 松浦 静山 1979 9784582803648  ¥5,720  ¥8,580  1012404011 

モンゴル帝国史 6 （365） ドーソン 1979 9784582803655  ¥5,940  ¥8,910  1012404012 

東洋遍歴記 1 （366） メンデス・ピント 1979 9784582803662  ¥5,720  ¥8,580  1012404013 

朝鮮事情 （367） ダレ 1979 9784582803679  ¥5,720  ¥8,580  1012404014 

今昔物語集 7 （368） 池上 洵一 1979 9784582803686  ¥5,720  ¥8,580  1012404015 

甲子夜話 続篇3 （369） 松浦 静山 1980 9784582803693  ¥4,840  ¥7,260  1012404016 

中国の布教と迫害 ―イエズス会士書簡集―（370） 矢沢 利彦 1980 9784582803709  ¥6,600  ¥9,900  1012404017 

東洋遍歴記 2 （371） メンデス・ピント 1980 9784582803716  ¥5,280  ¥7,920  1012404018 

三国史記 1 （372） 金 富軾 1980 9784582803723  ¥6,600  ¥9,900  1012404019 

東洋遍歴記 3 （373） メンデス・ピント 1980 9784582803730  ¥5,720  ¥8,580  1012404020 

今昔物語集 8 （374） 池上 洵一 1980 9784582803747  ¥5,940  ¥8,910  1012404021 

甲子夜話 続篇4 （375） 松浦 静山 1980 9784582803754  ¥4,840  ¥7,260  1012404022 

ラーマーヤナ 1 （376） ヴァールミーキ 1980 9784582803761  ¥5,500  ¥8,250  1012404023 

慊堂日暦 5 （377） 松崎 慊堂 1980 9784582803778  ¥5,940  ¥8,910  1012404024 

本朝食鑑 4 （378） 人見 必大 1980 9784582803785  ¥6,600  ¥9,900  1012404025 

今昔物語集 9 （379） 池上 洵一 1980 9784582803792  ¥5,280  ¥7,920  1012404026 

室町殿物語 1 （380） 楢村 長教 1980 9784582803808  ¥6,160  ¥9,240  1012404027 

甲子夜話 [正篇]5 （381） 松浦 静山 1980 9784582803815  ¥5,060  ¥7,590  1012404028 

酉陽雑俎 1 （382） 段 成式 1980 9784582803822  ¥5,280  ¥7,920  1012404029 

今昔物語集 10 （383） 池上 洵一 1980 9784582803839  ¥5,280  ¥7,920  1012404030 

室町殿物語 2 （384） 楢村 長教 1980 9784582803846  ¥5,720  ¥8,580  1012404031 
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甲子夜話 続篇6 （385） 松浦 静山 1980 9784582803853  ¥5,720  ¥8,580  1012404032 

松本順自伝・長与専斎自伝 （386） 松本 順 1980 9784582803860  ¥4,620  ¥6,930  1012404033 

玄玄碁経集 1 （387） 晏 天章 1980 9784582803877  ¥5,060  ¥7,590  1012404034 

アラビアン・ナイト 11 （388） 前嶋 信次 1980 9784582803884  ¥6,380  ¥9,570  1012404035 

酉陽雑俎 2 （389） 段 成式 1980 9784582803891  ¥5,280  ¥7,920  1012404036 

玄玄碁経集 2 （390） 晏 天章 1980 9784582803907  ¥5,060  ¥7,590  1012404037 

南洋探検実記 （391） 鈴木 経勲 1980 9784582803914  ¥5,280  ¥7,920  1012404038 

アブドゥッラー物語 ―あるマレー人の自伝―（392） 
アブドゥッラー・ビン・アブ
ドゥル・カディール 

1980 9784582803921  ¥5,500  ¥8,250  1012404039 

王船山詩文集 ―修羅の夢―（393） 王 夫之 1981 9784582803938  ¥7,040  ¥10,560  1012404040 

ライラとマジュヌーン （394） ニザーミー 1981 9784582803945  ¥4,400  ¥6,600  1012404041 

本朝食鑑 5 （395） 人見 必大 1981 9784582803952  ¥6,600  ¥9,900  1012404042 

甲子夜話 続篇7 （396） 松浦 静山 1981 9784582803969  ¥5,940  ¥8,910  1012404043 

酉陽雑俎 3 （397） 段 成式 1981 9784582803976  ¥5,500  ¥8,250  1012404044 

ジーボルト最後の日本旅行 （398） A.ジーボルト 1981 9784582803983  ¥5,060  ¥7,590  1012404045 

アラビアン・ナイト 12 （339） 前嶋 信次 1981 9784582803990  ¥6,160  ¥9,240  1012404046 

甲子夜話 続篇8 （400） 松浦 静山 1981 9784582804003  ¥5,500  ¥8,250  1012404047 

酉陽雑俎 4 （401） 段 成式 1981 9784582804010  ¥5,720  ¥8,580  1012404048 

稿本自然真営道 （402） 安藤 昌益 1981 9784582804027  ¥6,820  ¥10,230  1012404049 

夢溪筆談 3 （403） 沈 括 1981 9784582804034  ¥6,160  ¥9,240  1012404050 

酉陽雑俎 5 （404） 段 成式 1981 9784582804041  ¥5,720  ¥8,580  1012404051 

唐詩選国字解 1 （405） 服部 南郭 1982 9784582804058  ¥5,940  ¥8,910  1012404052 

唐詩選国字解 2 （406） 服部 南郭 1982 9784582804065  ¥5,060  ¥7,590  1012404053 

唐詩選国字解 3 （407） 服部 南郭 1982 9784582804072  ¥5,720  ¥8,580  1012404054 

中国民衆叛乱史 3: 明末-清1 （408） 谷川 道雄 1982 9784582804089  ¥6,160  ¥9,240  1012404055 

パンソリ ―春香歌・沈睛歌他―（409） 申 在孝 1982 9784582804096  ¥5,060  ¥7,590  1012404056 

大運河発展史 ―長江から黄河へ―（410） 星 斌夫 1982 9784582804102  ¥7,040  ¥10,560  1012404057 

南嶋探験 1 ―琉球漫遊記―（411） 笹森 儀助 1982 9784582804119  ¥5,720  ¥8,580  1012404058 

囲碁発陽論 （412） 井上 因碩 1982 9784582804126  ¥6,160  ¥9,240  1012404059 

甲子夜話 三篇1 （413） 松浦 静山 1982 9784582804133  ¥5,720  ¥8,580  1012404060 

都風俗化粧伝 （414） 佐山 半七丸 1982 9784582804140  ¥6,160  ¥9,240  1012404061 

甲子夜話 三篇2 （415） 松浦 静山 1982 9784582804157  ¥5,720  ¥8,580  1012404062 

朝鮮の料理書 （416） 鄭 大聲 1982 9784582804164  ¥5,280  ¥7,920  1012404063 

幸若舞 2 （417） 荒木 繁 1983 9784582804171  ¥5,940  ¥8,910  1012404064 

甲子夜話 三篇3 （418） 松浦 静山 1983 9784582804188  ¥5,720  ¥8,580  1012404065 

中国民衆叛乱史 4: 明末-清2 （419） 谷川 道雄 1983 9784582804195  ¥7,040  ¥10,560  1012404066 

慊堂日暦 6 （420） 松崎 慊堂 1983 9784582804201  ¥6,380  ¥9,570  1012404067 

甲子夜話 三篇4 （421） 松浦 静山 1983 9784582804218  ¥5,720  ¥8,580  1012404068 

東洋の理想 ―他―（422） 岡倉 天心 1983 9784582804225  ¥5,060  ¥7,590  1012404069 

甲子夜話 三篇5 （423） 松浦 静山 1983 9784582804232  ¥5,720  ¥8,580  1012404070 

新猿楽記 （424） 藤原 明衡 1983 9784582804249  ¥6,820  ¥10,230  1012404071 

三国史記 2 （425） 金 富軾 1983 9784582804256  ¥6,820  ¥10,230  1012404072 

幸若舞 3 （426） 荒木 繁 1983 9784582804263  ¥5,060  ¥7,590  1012404073 

甲子夜話 三篇6 （427） 松浦 静山 1983 9784582804270  ¥5,720  ¥8,580  1012404074 

南嶋探験 2 ―琉球漫遊記―（428） 笹森 儀助 1983 9784582804287  ¥6,380  ¥9,570  1012404075 

パークス伝 ―日本駐在の日々―（429） F.V.ディキンズ 1984 9784582804294  ¥6,380  ¥9,570  1012404076 

明治日本体験記 （430） グリフィス 1984 9784582804300  ¥6,160  ¥9,240  1012404077 

南島雑話 1 ―幕末奄美民俗誌―（431） 名越 左源太 1984 9784582804317  ¥4,400  ¥6,600  1012404078 

南島雑話 2 ―幕末奄美民俗誌―（432） 名越 左源太 1984 9784582804324  ¥4,400  ¥6,600  1012404079 

むかしばなし ―天明前後の江戸の思い出―（433） 只野 真葛 1984 9784582804331  ¥4,620  ¥6,930  1012404080 

ハジババの冒険 1 （434） J.モーリア 1984 9784582804348  ¥4,620  ¥6,930  1012404081 

大岡政談 1 （435） 辻 達也 1984 9784582804355  ¥5,720  ¥8,580  1012404082 
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■第五期 １００巻 揃価格 - -  - ¥576,400  ¥864,600  1012417100 

ハジババの冒険 2 （436） J.モーリア 1984 9784582804362  ¥4,400  ¥6,600  1012417101 

星亨とその時代 1 （437） 野沢 鶏一 1984 9784582804379  ¥3,960  ¥5,940  1012417102 

星亨とその時代 2 （438） 野沢 鶏一 1984 9784582804386  ¥5,060  ¥7,590  1012417103 

大岡政談 2 （439） 辻 達也 1984 9784582804393  ¥5,280  ¥7,920  1012417104 

看羊録 ―朝鮮儒者の日本抑留記―（440） 姜 沆 1984 9784582804409  ¥5,280  ¥7,920  1012417105 

ラーマーヤナ 2 （441） ヴァールミーキ 1985 9784582804416  ¥5,500  ¥8,250  1012417106 

入唐求法巡礼行記 2 （442） 円仁 1985 9784582804423  ¥6,160  ¥9,240  1012417107 

アラジンとアリババ （: アラビアン・ナイト ; 別巻 443） 前嶋 信次 1985 9784582804430  ¥4,620  ¥6,930  1012417108 

貞丈雑記 1 （444） 伊勢 貞丈 1985 9784582804447  ¥6,160  ¥9,240  1012417109 

異域録 ―清朝使節のロシア旅行報告―（445） 図 理琛 1985 9784582804454  ¥4,180  ¥6,270  1012417110 

貞丈雑記 2 （446） 伊勢 貞丈 1986 9784582804461  ¥5,500  ¥8,250  1012417111 

和漢三才図会 1 （447） 寺島 良安 1985 9784582804478  ¥7,040  ¥10,560  1012417112 

江戸近郊道しるべ （448） 村尾 嘉陵 1985 9784582804485  ¥6,600  ¥9,900  1012417113 

アラビアン・ナイト 13 （449） 池田 修 1985 9784582804492  ¥6,600  ¥9,900  1012417114 

貞丈雑記 3 （450） 伊勢 貞丈 1985 9784582804508  ¥5,940  ¥8,910  1012417115 

和漢三才図会 2 （451） 寺島 良安 1985 9784582804515  ¥6,380  ¥9,570  1012417116 

八代集 1 （452） 奥村 恒哉 1986 9784582804522  ¥5,500  ¥8,250  1012417117 

貞丈雑記 4 （453） 伊勢 貞丈 1986 9784582804539  ¥6,380  ¥9,570  1012417118 

三国史記 3 （454） 金 富軾 1986 9784582804546  ¥5,940  ¥8,910  1012417119 

アラビアン・ナイト 14 （455） 池田 修 1986 9784582804553  ¥6,160  ¥9,240  1012417120 

和漢三才図会 3 （456） 寺島 良安 1986 9784582804560  ¥7,040  ¥10,560  1012417121 

続日本紀 1 （457） 藤原 継縄 1986 9784582804577  ¥6,160  ¥9,240  1012417122 

和漢三才図会 4 （458） 寺島 良安 1986 9784582804584  ¥6,600  ¥9,900  1012417123 

八代集 2 （459） 奥村 恒哉 1986 9784582804591  ¥7,040  ¥10,560  1012417124 

漢書五行志 （460） 班 固 1986 9784582804607  ¥6,160  ¥9,240  1012417125 

江漢西遊日記 （461） 司馬 江漢 1986 9784582804614  ¥5,280  ¥7,920  1012417126 

和漢三才図会 5 （462） 寺島 良安 1986 9784582804621  ¥6,600  ¥9,900  1012417127 

入蜀記 （463） 陸 游 1986 9784582804638  ¥4,840  ¥7,260  1012417128 

景徳鎮陶録 1 （464） 藍 浦 1987 9784582804645  ¥4,400  ¥6,600  1012417129 

景徳鎮陶録 2 （465） 藍 浦 1987 9784582804652  ¥5,280  ¥7,920  1012417130 

和漢三才図会 6 （466） 寺島 良安 1987 9784582804669  ¥6,600  ¥9,900  1012417131 

四民月令 ―漢代の歳時と農事―（467） 崔 寔 1987 9784582804676  ¥5,280  ¥7,920  1012417132 

真名本曾我物語 1 （468） 青木 晃 1987 9784582804683  ¥5,280  ¥7,920  1012417133 

八代集 3 （469） 奥村 恒哉 1987 9784582804690  ¥6,160  ¥9,240  1012417134 

科挙史 （470） 宮崎 市定 1987 9784582804706  ¥5,720  ¥8,580  1012417135 

和漢三才図会 7 （471） 寺島 良安 1987 9784582804713  ¥6,600  ¥9,900  1012417136 

江戸温泉紀行 （472） 板坂 耀子 1987 9784582804720  ¥5,060  ¥7,590  1012417137 

大日本産業事蹟 1 （473） 大林 雄也 1987 9784582804737  ¥4,400  ¥6,600  1012417138 

漢書郊祀志 （474） 班 固 1987 9784582804744  ¥4,840  ¥7,260  1012417139 

伽婢子 1 （475） 浅井 了意 1987 9784582804751  ¥4,840  ¥7,260  1012417140 

和漢三才図会 8 （476） 寺島 良安 1987 9784582804768  ¥6,600  ¥9,900  1012417141 

源頼朝 ―時代代表日本英雄伝―（477） 山路 愛山 1987 9784582804775  ¥5,060  ¥7,590  1012417142 

大日本産業事蹟 2 （478） 大林 雄也 1988 9784582804782  ¥5,500  ¥8,250  1012417143 

中華名物考 （479） 青木 正児 1988 9784582804799  ¥5,280  ¥7,920  1012417144 

伽婢子 2 （480） 浅井 了意 1988 9784582804805  ¥6,380  ¥9,570  1012417145 

和漢三才図会 9 （481） 寺島 良安 1988 9784582804812  ¥6,600  ¥9,900  1012417146 

アラビアン・ナイト 15 （482） 池田 修 1988 9784582804829  ¥5,060  ¥7,590  1012417147 

カーストの民 ―ヒンドゥーの習俗と儀礼―（483） .A. デュボア 1988 9784582804836  ¥5,940  ¥8,910  1012417148 

東韃地方紀行 （484） 間宮 林蔵 1988 9784582804843  ¥6,160  ¥9,240  1012417149 
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東洋文明史論 （485） 桑原 隲蔵 1988 9784582804850  ¥5,060  ¥7,590  1012417150 

真名本曾我物語 2 （486） 笹川 祥生 1988 9784582804867  ¥5,940  ¥8,910  1012417151 

和漢三才図会 10 （487） 寺島 良安 1988 9784582804874  ¥5,720  ¥8,580  1012417152 

漢書食貨・地理・溝洫志 （488） 班 固 1988 9784582804881  ¥5,940  ¥8,910  1012417153 

続日本紀 2 （489） 藤原 継縄 1988 9784582804898  ¥5,720  ¥8,580  1012417154 

八代集 4 （490） 奥村 恒哉 1988 9784582804904  ¥6,600  ¥9,900  1012417155 

清嘉録 ―蘇州年中行事記―（491） 顧 禄 1988 9784582804911  ¥5,720  ¥8,580  1012417156 

三国史記 4 （492） 金 富軾 1988 9784582804928  ¥5,060  ¥7,590  1012417157 

古代中国研究 （493） 小島 祐馬 1988 9784582804935  ¥5,720  ¥8,580  1012417158 

和漢三才図会 11 （494） 寺島 良安 1988 9784582804942  ¥6,380  ¥9,570  1012417159 

問俗録 ―福建・台湾の民俗と社会―（495） 陳 盛韶 1988 9784582804959  ¥5,060  ¥7,590  1012417160 

徳川盛世録 （496） 市岡 正一 1989 9784582804966  ¥5,280  ¥7,920  1012417161 

和漢三才図会 12 （498） 寺島 良安 1989 9784582804980  ¥6,600  ¥9,900  1012417162 

遊歴雑記初編 1 （499） 十方庵敬順 1989 9784582804997  ¥5,500  ¥8,250  1012417163 

中国古代の祭礼と歌謡 （500） M.グラネ 1989 9784582805000  ¥7,040  ¥10,560  1012417164 

幕末政治家 （501） 福地 源一郎 1989 9784582805017  ¥5,060  ¥7,590  1012417165 

アラビアン・ナイト 16 （502） 池田 修 1989 9784582805024  ¥5,060  ¥7,590  1012417166 

広益俗説弁 [正] （503） 井沢 蟠竜 1989 9784582805031  ¥6,600  ¥9,900  1012417167 

遊歴雑記初編 2 （504） 朝倉 治彦 1989 9784582805048  ¥5,500  ¥8,250  1012417168 

和漢三才図会 13 （505） 寺島 良安 1989 9784582805055  ¥6,380  ¥9,570  1012417169 

魏晋南北朝通史 内編 （506） 岡崎 文夫 1989 9784582805062  ¥5,720  ¥8,580  1012417170 

真臘風土記 ―アンコール期のカンボジア―（507） 周達観 1989 9784582805079  ¥4,840  ¥7,260  1012417171 

東洋における素朴主義の民族と文明主義の社会 （508） 宮崎 市定 1989 9784582805086  ¥5,500  ¥8,250  1012417172 

蒲寿庚の事蹟 （509） 桑原 隲蔵 1989 9784582805093  ¥5,280  ¥7,920  1012417173 

和漢三才図会 14 （510） 寺島 良安 1989 9784582805109  ¥6,160  ¥9,240  1012417174 

顔氏家訓 1 （511） 顔 之推 1989 9784582805116  ¥5,500  ¥8,250  1012417175 

抱朴子 内篇 （512） 葛 洪 1990 9784582805123  ¥5,940  ¥8,910  1012417176 

三宝絵 ―平安時代仏教説話集―（513） 源 為憲 1990 9784582805130  ¥5,280  ¥7,920  1012417177 

顔氏家訓 2 （514） 顔 之推 1990 9784582805147  ¥5,280  ¥7,920  1012417178 

魏書釈老志 （515） 魏 収 1990 9784582805154  ¥5,500  ¥8,250  1012417179 

和漢三才図会 15 （516） 寺島 良安 1990 9784582805161  ¥6,600  ¥9,900  1012417180 

洛陽伽藍記 （517） 楊 衒之 1990 9784582805178  ¥4,620  ¥6,930  1012417181 

詩経国風 （518） 白川 静 1990 9784582805185  ¥6,600  ¥9,900  1012417182 

人倫訓蒙図彙 （519） 朝倉 治彦 1990 9784582805192  ¥5,280  ¥7,920  1012417183 

琴棊書画 （520） 青木 正児 1990 9784582805208  ¥5,060  ¥7,590  1012417184 

和漢三才図会 16 （521） 寺島 良安 1990 9784582805215  ¥7,040  ¥10,560  1012417185 

随筆北京 （522） 奥野 信太郎 1990 9784582805222  ¥5,280  ¥7,920  1012417186 

四人の托鉢僧(ダルヴェーシュ)の物語 （523） ミール・アンマン 1990 9784582805239  ¥5,940  ¥8,910  1012417187 

続日本紀 3 （524） 直木 孝次郎 1990 9784582805246  ¥6,160  ¥9,240  1012417188 

抱朴子 外篇1 （525） 葛 洪 1990 9784582805253  ¥5,500  ¥8,250  1012417189 

抱朴子 外篇2 （526） 葛 洪 1990 9784582805260  ¥5,500  ¥8,250  1012417190 

和漢三才図会 17 （527） 寺島 良安 1991 9784582805277  ¥7,040  ¥10,560  1012417191 

中国の酒書 （528） 朱 肱 1991 9784582805284  ¥5,500  ¥8,250  1012417192 

陶淵明詩解 （529） 陶 渊明 1991 9784582805291  ¥5,940  ¥8,910  1012417193 

アラビアン・ナイト 17 （530） 池田 修 1991 9784582805307  ¥5,940  ¥8,910  1012417194 

本草綱目啓蒙 1 （531） 小野 蘭山 1991 9784582805314  ¥6,160  ¥9,240  1012417195 

和漢三才図会 18 （532） 寺島 良安 1991 9784582805321  ¥7,040  ¥10,560  1012417196 

列子 1 （533） 列子 1991 9784582805338  ¥5,500  ¥8,250  1012417197 

列子 2 （534） 列子 1991 9784582805345  ¥6,160  ¥9,240  1012417198 

通俗伊勢物語 （535） 今西 祐一郎 1991 9784582805352  ¥7,040  ¥10,560  1012417199 

本草綱目啓蒙 2 （536） 小野 蘭山 1991 9784582805369  ¥6,160  ¥9,240  1012417200 
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■第六期 １００巻 揃価格 - -  - ¥613,580  ¥920,370  1012447376 

本朝度量権衡攷 1 （537） 狩谷 望之 1991 9784582805376  ¥5,940  ¥8,910  1012447377 

太平楽府他 ―江戸狂詩の世界―（538） 日野 龍夫 1991 9784582805383  ¥6,160  ¥9,240  1012447378 

韃靼漂流記 （539） 園田 一亀 1991 9784582805390  ¥5,940  ¥8,910  1012447379 

本草綱目啓蒙 3 （540） 小野 蘭山 1991 9784582805406  ¥6,160  ¥9,240  1012447380 

魯迅「野草」全釈 （541） 片山 智行 1991 9784582805413  ¥5,500  ¥8,250  1012447381 

チベットの報告 1 （542） I・デシデリ 1991 9784582805420  ¥6,160  ¥9,240  1012447382 

チベットの報告 2 （543） I・デシデリ 1992 9784582805437  ¥6,160  ¥9,240  1012447383 

日本旅行日記 1 （544） アーネスト・サトウ 1992 9784582805444  ¥5,940  ¥8,910  1012447384 

西域文明史概論 西域文化史 （545） 羽田 亨 1992 9784582805451  ¥6,160  ¥9,240  1012447385 

本朝度量権衡攷 2 （546） 狩谷 望之 1992 9784582805468  ¥6,160  ¥9,240  1012447386 

朝鮮旅行記 （547） ゲ・デ・チャガイ 1992 9784582805475  ¥6,160  ¥9,240  1012447387 

続日本紀 4 （548） 藤原 継縄 1992 9784582805482  ¥6,600  ¥9,900  1012447388 

教坊記 （549） 崔 令欽 1992 9784582805499  ¥5,280  ¥7,920  1012447389 

日本旅行日記 2 （550） アーネスト・サトウ 1992 9784582805505  ¥6,160  ¥9,240  1012447390 

アラビアン・ナイト 18 （551） 池田 修 1992 9784582805512  ¥7,040  ¥10,560  1012447391 

本草綱目啓蒙 4 （552） 小野 蘭山 1992 9784582805529  ¥6,600  ¥9,900  1012447392 

ニーティサーラ ―古典インドの政略論―（553） カーマンダキ 1992 9784582805536  ¥5,500  ¥8,250  1012447393 

藝文おりおり草 （554） 奥野 信太郎 1992 9784582805543  ¥4,840  ¥7,260  1012447394 

東洋紀行 1 （555） G.クライトナー 1992 9784582805550  ¥6,600  ¥9,900  1012447395 

良寛歌集 （556） 良寛 1992 9784582805567  ¥6,160  ¥9,240  1012447396 

支那史学史 1 （557） 内藤 湖南 1992 9784582805574  ¥6,380  ¥9,570  1012447397 

東洋紀行 2 （558） G.クライトナー 1992 9784582805581  ¥6,600  ¥9,900  1012447398 

支那史学史 2 （559） 内藤 湖南 1992 9784582805598  ¥5,940  ¥8,910  1012447399 

東洋紀行 3 （560） G.クライトナー 1993 9784582805604  ¥6,160  ¥9,240  1012447400 

大諸礼集 1 ―小笠原流礼法伝書―（561） 島田 勇雄 1993 9784582805611  ¥6,160  ¥9,240  1012447401 

大諸礼集 2 ―小笠原流礼法伝書―（562） 島田 勇雄 1993 9784582805628  ¥5,720  ¥8,580  1012447402 

桂太郎自伝 （563） 桂 太郎 1993 9784582805635  ¥6,160  ¥9,240  1012447403 

杜詩講義 1 （564） 森 槐南 1993 9784582805642  ¥6,600  ¥9,900  1012447404 

杜詩講義 2 （565） 森 槐南 1993 9784582805659  ¥6,160  ¥9,240  1012447405 

ゲセル・ハーン物語 （: モンゴル英雄叙事詩 ; [1] 566） 若松 寛 1993 9784582805666  ¥6,600  ¥9,900  1012447406 

吉利支丹文学集 1 （567） 新村 出 1993 9784582805673  ¥6,600  ¥9,900  1012447407 

杜詩講義 3 （568） 森 槐南 1993 9784582805680  ¥6,600  ¥9,900  1012447408 

杜詩講義 4 （569） 森 槐南 1993 9784582805697  ¥6,160  ¥9,240  1012447409 

吉利支丹文学集 2 （570） 新村 出 1993 9784582805703  ¥6,600  ¥9,900  1012447410 

清朝史通論 （571） 内藤 湖南 1993 9784582805710  ¥6,380  ¥9,570  1012447411 

朝鮮奥地紀行 1 （572） イサベラ・バード 1993 9784582805727  ¥6,160  ¥9,240  1012447412 

朝鮮奥地紀行 2 （573） イサベラ・バード 1994 9784582805734  ¥6,600  ¥9,900  1012447413 

先哲叢談 （574） 原 念齋 1994 9784582805741  ¥7,040  ¥10,560  1012447414 

論語徴 1 （575） 荻生 徂徠 1994 9784582805758  ¥6,380  ¥9,570  1012447415 

論語徴 2 （576） 荻生 徂徠 1994 9784582805765  ¥7,040  ¥10,560  1012447416 

唐両京城坊攷 ―長安と洛陽―（577） 徐 松 1994 9784582805772  ¥6,160  ¥9,240  1012447417 

セイロン島誌 （578） ロバート・ノックス 1994 9784582805789  ¥6,600  ¥9,900  1012447418 

聖フランシスコ・ザビエル全書簡 1 （579） 河野 純徳 1994 9784582805796  ¥5,940  ¥8,910  1012447419 

聖フランシスコ・ザビエル全書簡 2 （580） 河野 純徳 1994 9784582805802  ¥5,940  ¥8,910  1012447420 

聖フランシスコ・ザビエル全書簡 3 （581） 河野 純徳 1994 9784582805819  ¥5,720  ¥8,580  1012447421 

聖フランシスコ・ザビエル全書簡 4 （582） 河野 純徳 1994 9784582805826  ¥5,940  ¥8,910  1012447422 

江戸参府随行記 （583） C・P・ツュンベリー 1994 9784582805833  ¥6,380  ¥9,570  1012447423 

シリア縦断紀行 1 （584） G・L・ベル 1994 9784582805840  ¥5,720  ¥8,580  1012447424 

シリア縦断紀行 2 （585） G・L・ベル 1995 9784582805857  ¥5,720  ¥8,580  1012447425 
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日本アルプス登攀日記 （586） W・ウェストン 1995 9784582805864  ¥5,940  ¥8,910  1012447426 

隋唐帝国五代史 （587） 岡崎 文夫 1995 9784582805871  ¥6,380  ¥9,570  1012447427 

共古随筆 （588） 山中 共古 1995 9784582805888  ¥6,380  ¥9,570  1012447428 

占術大集成 (ブリハット・サンヒター) 1 ―古代インドの前兆占い―（589） ヴァラーハミヒラ 1995 9784582805895  ¥5,940  ¥8,910  1012447429 

占術大集成 (ブリハット・サンヒター) 2 ―古代インドの前兆占い―（590） ヴァラーハミヒラ 1995 9784582805901  ¥5,940  ¥8,910  1012447430 

ジャンガル （: モンゴル英雄叙事詩 ; 2 591） 若松 寛 1995 9784582805918  ¥5,940  ¥8,910  1012447431 

唾玉集(だぎょくしゅう) ―明治諸家インタヴュー集―（592） 伊原 青々園 1995 9784582805925  ¥6,380  ¥9,570  1012447432 

五台山 （593） 日比野 丈夫 1995 9784582805932  ¥7,040  ¥10,560  1012447433 

中国の食譜 （594） 中村 喬 1995 9784582805949  ¥6,380  ¥9,570  1012447434 

川渡甚太夫一代記 ―北前船頭の幕末自叙伝―（595） 川渡 甚太夫 1995 9784582805956  ¥7,040  ¥10,560  1012447435 

南蛮更紗 （596） 新村 出 1995 9784582805963  ¥7,040  ¥10,560  1012447436 

小シーボルト蝦夷見聞記 （597） H・v・シーボルト 1996 9784582805970  ¥5,720  ¥8,580  1012447437 

東京夢華録 ―宋代の都市と生活―（598） 孟 元老 1996 9784582805987  ¥6,380  ¥9,570  1012447438 

墨子 （599） 薮内 清 1996 9784582805994  ¥6,380  ¥9,570  1012447439 

解体新書以前 （: 前野蘭化 ; 1 600） 岩崎 克己 1996 9784582806007  ¥5,940  ¥8,910  1012447440 

大旅行記 1 （601） イブン・バットゥータ 1996 9784582806014  ¥6,600  ¥9,900  1012447441 

ミール狂恋詩集 ―中世インド抒情詩―（602） ミール 1996 9784582806021  ¥5,500  ¥8,250  1012447442 

魯庵随筆読書放浪 （603） 内田 魯庵 1996 9784582806038  ¥6,160  ¥9,240  1012447443 

解体新書の研究 （: 前野蘭化 ; 2 604） 岩崎 克己 1996 9784582806045  ¥5,940  ¥8,910  1012447444 

五雑組 1 （605） 謝 肇淛 1996 9784582806052  ¥5,720  ¥8,580  1012447445 

柴田収蔵日記 1 ―村の洋学者―（606） 柴田 収蔵 1996 9784582806069  ¥5,940  ¥8,910  1012447447 

源威集 （607） 加地 宏江 1996 9784582806076  ¥6,380  ¥9,570  1012447448 

柴田収蔵日記 2 ―村の洋学者―（608） 柴田 収蔵 1996 9784582806083  ¥5,940  ¥8,910  1012447449 

ゾロアスター教論考 （609） エミール・バンヴェニスト 1996 9784582806090  ¥6,160  ¥9,240  1012447450 

五雑組 2 （610） 謝 肇淛 1997 9784582806106  ¥5,720  ¥8,580  1012447451 

新編落語の落(さげ) 1 （611） 海賀 変哲 1997 9784582806113  ¥5,280  ¥7,920  1012447452 

前野蘭化 3: 著訳篇 （612） 岩崎 克己 1997 9784582806120  ¥5,500  ¥8,250  1012447453 

邪馬臺国論考 1 （613） 橋本 増吉 1997 9784582806137  ¥5,940  ¥8,910  1012447454 

大旅行記 2 （614） イブン・バットゥータ 1997 9784582806144  ¥6,600  ¥9,900  1012447455 

新編落語の落(さげ) 2 （615） 海賀 変哲 1997 9784582806151  ¥5,500  ¥8,250  1012447456 

邪馬臺国論考 2 （616） 橋本 増吉 1997 9784582806168  ¥5,940  ¥8,910  1012447457 

五雑組 3 （617） 謝 肇淛 1997 9784582806175  ¥5,720  ¥8,580  1012447458 

邪馬臺国論考 3 （620） 橋本 増吉 1997 9784582806205  ¥5,940  ¥8,910  1012447459 

ペルシア見聞記 （621） J・シャルダン 1997 9784582806212  ¥6,160  ¥9,240  1012447460 

中国の花譜 （622） 佐藤 武敏 1997 9784582806229  ¥5,940  ¥8,910  1012447461 

五雑組 4 （623） 謝 肇淛 1997 9784582806236  ¥6,160  ¥9,240  1012447462 

マッテオ・リッチ伝 2 （624） 平川 祐弘 1997 9784582806243  ¥5,940  ¥8,910  1012447463 

文芸東西南北 ―明治・大正文学諸断面の新研究―（625） 木村 毅 1997 9784582806250  ¥6,160  ¥9,240  1012447464 

宋元戯曲考 （626） 王 國維 1997 9784582806267  ¥6,600  ¥9,900  1012447465 

マッテオ・リッチ伝 3 （627） 平川 祐弘 1997 9784582806274  ¥5,940  ¥8,910  1012447466 

五雑組 5 （629） 謝 肇淛 1998 9784582806298  ¥5,720  ¥8,580  1012447467 

大旅行記 3 （630） イブン・バットゥータ 1998 9784582806304  ¥6,600  ¥9,900  1012447468 

祭 （631） 松平 齊光 1998 9784582806311  ¥6,380  ¥9,570  1012447469 

想古録 1 ―近世人物逸話集―（632） 山田 三川 1998 9784582806328  ¥5,940  ¥8,910  1012447470 

五雑組 6 （633） 謝 肇淛 1998 9784582806335  ¥5,720  ¥8,580  1012447471 

想古録 2 ―近世人物逸話集―（634） 山田 三川 1998 9784582806342  ¥5,940  ¥8,910  1012447472 

詩経雅頌 1 （635） 白川 静 1998 9784582806359  ¥5,940  ¥8,910  1012447473 

詩経雅頌 2 （636） 白川 静 1998 9784582806366  ¥6,160  ¥9,240  1012447474 

ブラフマンとことば （: 古典インドの言語哲学 ; 1 637） バルトリハリ 1998 9784582806373  ¥5,720  ¥8,580  1012447475 

文について （: 古典インドの言語哲学 ; 2 638） バルトリハリ 1998 9784582806380  ¥5,720  ¥8,580  1012447476 

閑板書国巡礼記 （639） 斎藤 昌三 1998 9784582806397  ¥6,160  ¥9,240  1012447477 
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鸚鵡七十話 ―インド風流譚―（3） 田中 於莵弥 1963 9784582800036  ¥6,160  ¥9,240  1012936041 

東方見聞録 2 （183） マルコ・ポーロ 1971 9784582801835  ¥6,160  ¥9,240  1012936042 

完訳カーマ・スートラ （628） ヴァーツヤーヤナ 1998 9784582806281  ¥6,160  ¥9,240  1013080233 

五雑組 7 （640） 謝 肇淛 1998 9784582806403  ¥5,720  ¥8,580  1013080234 

一休和尚年譜 1 （641） 今泉 淑夫 1998 9784582806410  ¥5,940  ¥8,910  1013080235 

一休和尚年譜 2 （642） 今泉 淑夫 1998 9784582806427  ¥5,940  ¥8,910  1013080236 

御当代記 ―将軍綱吉の時代―（643） 戸田 茂睡 1998 9784582806434  ¥7,040  ¥10,560  1013080237 

ペルシア王宮物語 ―ハレムに育った王女―（644） タージ・アッサルタネ 1998 9784582806441  ¥6,600  ¥9,900  1013080238 

蘇小小の歌 （. 李賀歌詩編 ; 1 645） 李 賀 1998 9784582806458  ¥6,600  ¥9,900  1013080239 

五雑組 8 （646） 謝 肇淛 1998 9784582806465  ¥6,160  ¥9,240  1013080240 

ペルシア民俗誌 （647） A・J・ハーンサーリー 1999 9784582806472  ¥6,160  ¥9,240  1013080241 

アーネスト・サトウ伝 （648） B・M・アレン 1999 9784582806489  ¥5,060  ¥7,590  1013080242 

独吟聯句 （. 李賀歌詩編 ; 2 649） 李 賀 1999 9784582806496  ¥6,600  ¥9,900  1013080243 

袁枚 ―十八世紀中国の詩人―（650） アーサー・ウェイリー 1999 9784582806502  ¥6,600  ¥9,900  1013080244 

北中寒 （. 李賀歌詩編 ; 3 651） 李 賀 1999 9784582806519  ¥6,600  ¥9,900  1013080245 

講談落語今昔譚 （652） 関根 黙庵 1999 9784582806526  ¥6,160  ¥9,240  1013080246 

大唐西域記 1 （653） 玄奘 1999 9784582806533  ¥6,160  ¥9,240  1013080247 

パリジェンヌのラサ旅行 1 （654） A. ダヴィッド=ネール 1999 9784582806540  ¥5,280  ¥7,920  1013080248 

大唐西域記 2 （655） 玄奘 1999 9784582806557  ¥6,160  ¥9,240  1013080249 

パリジェンヌのラサ旅行 2 （656） A. ダヴィッド=ネール 1999 9784582806564  ¥5,060  ¥7,590  1013080250 

大唐西域記 3 （657） 玄奘 1999 9784582806571  ¥7,040  ¥10,560  1013080251 

梵雲庵雑話 （658） 淡島 寒月 1999 9784582806588  ¥5,500  ¥8,250  1013080252 

大旅行記 4 （659） イブン・バットゥータ 1999 9784582806595  ¥6,600  ¥9,900  1013080253 

ティルックラル ―古代タミルの箴言集―（660） ティルヴァッルヴァル 1999 9784582806601  ¥5,940  ¥8,910  1013080254 

中国人の宗教 （661） マルセル・グラネ 1999 9784582806618  ¥5,280  ¥7,920  1013080255 

日東壮遊歌 ―ハングルでつづる朝鮮通信使の記録―（662） 金 仁謙 1999 9784582806625  ¥6,820  ¥10,230  1013080256 

長物志 1 ―明代文人の生活と意見―（663） 文 震亨 1999 9784582806632  ¥5,720  ¥8,580  1013080257 

感身学正記 1 ―西大寺叡尊の自伝―（664） 叡尊 1999 9784582806649  ¥6,380  ¥9,570  1013080258 

六朝詩選俗訓 （666） 田中 江南 2000 9784582806663  ¥6,600  ¥9,900  1013080259 

桟雲峡雨日記 ―明治漢詩人の四川の旅―（667） 竹添 進一郎 2000 9784582806670  ¥5,720  ¥8,580  1013080260 

長物志 3 ―明代文人の生活と意見―（668） 文 震亨 2000 9784582806687  ¥5,720  ¥8,580  1013080261 

千夜一夜物語と中東文化 （. 前嶋信次著作選 ; 1 669） 前嶋 信次 2000 9784582806694  ¥7,040  ¥10,560  1013080262 

青邱野談 ―李朝世俗譚―（670） 野崎 充彦 2000 9784582806700  ¥5,940  ¥8,910  1013080263 

ガーンディー自叙伝 1 ―真理へと近づくさまざまな実験―（671） M・K・ガーンディー 2000 9784582806717  ¥6,160  ¥9,240  1013080264 

ガーンディー自叙伝 2 ―真理へと近づくさまざまな実験―（672） M・K・ガーンディー 2000 9784582806724  ¥6,160  ¥9,240  1013080265 

イスラムとヨーロッパ （. 前嶋信次著作選 ; 2 673） 前嶋 信次 2000 9784582806731  ¥7,040  ¥10,560  1013080266 

夢粱録 1 ―南宋臨安繁昌記―（674） 呉 自牧 2000 9784582806748  ¥6,380  ¥9,570  1013080267 

大旅行記 5 （675） イブン・バットゥータ 2000 9784582806755  ¥6,600  ¥9,900  1013080268 

夢粱録 2 ―南宋臨安繁昌記―（676） 呉 自牧 2000 9784582806762  ¥5,940  ¥8,910  1013080269 

ヒンドゥー教の聖典二篇 （677） 小倉 泰 2000 9784582806779  ¥5,720  ¥8,580  1013080270 

乱中日記 1 ―壬辰倭乱の記録―（678） 李 舜臣 2000 9784582806786  ¥6,600  ¥9,900  1013080271 

「華麗島」台湾からの眺望 （. 前嶋信次著作選 ; 3 679） 前嶋 信次 2000 9784582806793  ¥7,040  ¥10,560  1013080272 

チョイトンノ伝 1 ―クリシュナ信仰の教祖―（680） K.コヴィラージュ 2000 9784582806809  ¥6,600  ¥9,900  1013080273 

夢粱録 3 ―南宋臨安繁昌記―（681） 呉 自牧 2000 9784582806816  ¥6,600  ¥9,900  1013080274 

乱中日記 2 ―壬辰倭乱の記録―（682） 李 舜臣 2000 9784582806823  ¥6,380  ¥9,570  1013080275 

チョイトンノ伝 2 ―クリシュナ信仰の教祖―（683） K.コヴィラージュ 2001 9784582806830  ¥6,600  ¥9,900  1013080276 

書物と旅 ―東西往還―（. 前嶋信次著作選 ; 4 684） 前嶋 信次 2001 9784582806847  ¥7,040  ¥10,560  1013080277 

乱中日記 3 ―壬辰倭乱の記録―（685） 李 舜臣 2001 9784582806854  ¥7,040  ¥10,560  1013080278 

家訓集 （687） 山本 真功 2001 9784582806878  ¥6,600  ¥9,900  1013080279 

パサイ王国物語 ―最古のマレー歴史文学―（690） 野村 亨 2001 9784582806908  ¥6,160  ¥9,240  1013080280 

大旅行記 6 （691） イブン・バットゥータ 2001 9784582806915  ¥6,600  ¥9,900  1013080281 

日本昔噺 （692） 巌谷 小波 2001 9784582806922  ¥7,040  ¥10,560  1013080282 

通俗伊蘇普物語 （693） 渡部 温 2001 9784582806939  ¥5,940  ¥8,910  1013080283 

マナス 少年篇 ―キルギス英雄叙事詩―（694） 若松 寛 2001 9784582806946  ¥6,160  ¥9,240  1013080284 

榎本弥左衛門覚書 ―近世初期商人の記録―（695） 榎本 弥左衛門 2001 9784582806953  ¥6,600  ¥9,900  1013080285 

呉船録 ; 攬轡録 ; 驂鸞録 （696） 范 成大 2001 9784582806960  ¥5,500  ¥8,250  1013080286 

思想と風俗 （697） 戸坂 潤 2001 9784582806977  ¥6,600  ¥9,900  1013080287 

ヤージュニャヴァルキヤ法典 （698） 井狩 弥介 2002 9784582806984  ¥6,600  ¥9,900  1013080288 
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■営業部  http://yushodo.maruzen.co.jp/corp/bases/index.html#gakujo

 

【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
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