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No.2018-470 

現代の起点 第一次世界大戦 

書名 著訳者 冊子版ISBN 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 

 第1巻 世界戦争 

山室 信一、岡田 暁生、 
小関 隆、藤原 辰史 編 

9784000287111  2014 ¥10,230 ¥30,690 1028391673 

 第2巻 総力戦 9784000287128  2014 ¥10,230 ¥30,690 1028391674 

 第3巻 精神の変容 9784000287135  2014 ¥10,230 ¥30,690 1028391675 

 第4巻 遺産 9784000287142  2014 ¥10,230 ¥30,690 1028391676 

第一次世界大戦はヨーロッパ内戦でもなければ、第二次世界大戦への前哨戦でもない。それは
人類史上最初の世界を巻き込んだ戦争であり、社会のすべてを動員せんとした戦争であり、人
の精神のありようを根底から変えてしまった戦争でもあった。 
そして２１世紀に至って、私たちは様々な位相において、第一次世界大戦が残した負の遺産に
呪縛され続けている。このシリーズは、現代世界の幕開けを告げる出来事としての第一次世界大
戦を、「世界性」「総体性」「感性」「持続性」という４つの視点から、勃発より１００年後の今日、改め
て問い直そうとするものである。 

全4巻揃価格 
同時1アクセス(本体)  同時3アクセス(本体)  

 ¥40,920 ¥122,760 

2018年12月配信予定 

人類初の世界戦争、現代はここから始まった 

2018年10月 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160
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● 表示価格は税抜きです。 

岩波講座 政治哲学 

書名 著編者名 冊子版ISBN 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 

 第1巻 主権と自由 

 小野 紀明、川崎 修 編集代表、 
 川出 良枝、犬塚 元、宇野 重規、 
 杉田 敦、齋藤 純一 編集委員 

9784000113519  2014 ¥8,800 ¥26,400 1028391706 

 第2巻 啓蒙・改革・革命 9784000113526  2014 ¥8,800 ¥26,400 1028391707 

 第3巻 近代の変容 9784000113533  2014 ¥8,800 ¥26,400 1028391708 

 第4巻 国家と社会 9784000113540  2014 ¥8,800 ¥26,400 1028391709 

 第5巻 理性の両義性 9784000113557  2014 ¥8,800 ¥26,400 1028391710 

 第6巻 政治哲学と現代 9784000113564  2014 ¥8,800 ¥26,400 1028391711 

政治とは何か。政治について考えることには、どのような意味があるのか。 
政治的思考の根源を探求するとともに、その現代的な展開を考察する。 

全6巻揃価格 
同時1アクセス(本体)  同時3アクセス(本体)  

¥52,800  ¥158,400  

2018年12月配信予定 

-本講座の特色- 
・政治的な思考をめぐる初の体系的な講座。 
・16世紀以降のヨーロッパ・北アメリカの政治思想と、現代政治哲学の研究を 
 網羅し、歴史的な視座とアクチュアルな問題意識の融合をめざす。 
・その上で、20世紀以降の思想や理論に全体の半分の巻をあて、現代的な 
 問題に対する読者の関心に応える。 

2018年10月 
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岩波講座 日本経済の歴史 

中世から現代まで、約1000年に
わたる日本経済の歩みを、超長
期GDP新推計を柱に、日本史
学・経済史学の共同作業で描く。 
時代別・分野別に縦横に読み解
き、新しい日本経済の歴史像を
提示する。 

書名 著編者名 冊子版ISBN 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 

 第1巻 中世 11世紀から16世紀後半 

 深尾 京司 編  
 中村 尚史 編  
 中林 真幸 編  

 

9784000114011  2017 ¥10,450 ¥31,350 1028391700 

 第2巻 近世 16世紀末から19世紀前半 9784000114028  2017 ¥10,450 ¥31,350 1028391701 

 第3巻 近代1 19世紀後半から第一次世界大戦前   
            （1913） 

9784000114035  2017 ¥10,450 ¥31,350 1028391702 

 第4巻 近代2 第一次世界大戦期から日中戦争前 
            （1914-1936） 

9784000114042  2017 ¥10,450 ¥31,350 1028391703 

 第5巻 現代1 日中戦争期から高度成長期 
             （1937-1972） 

9784000114059  2018 ¥10,450 ¥31,350 1028391704 

 第6巻 現代2 安定成長期から構造改革期 
             （1973-2010） 

9784000114066  2018 ¥10,450 ¥31,350 1028391705 

日本経済1000年の歴史が明らかになる 

全6巻揃価格 

同時1アクセス 
(本体)  

同時3アクセス 
(本体)  

¥62,700 ¥188,100 

2018年12月配信予定 

2018年10月 



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 著編者名 冊子版ISBN 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 

 共形場理論と1次元量子系  川上 則雄、梁 成吉 9784000074117 1997 ¥19,250 ¥57,750 1028391677 

 巨視的トンネル現象  高木 伸 9784000074124 1997 ¥18,700 ¥56,100 1028391678 

 量子ホール効果  吉岡 大二郎 9784000074131 1998 ¥17,600 ¥52,800 1028391679 

 スピングラス理論と情報統計力学  西森 秀稔 9784000074148 1999 ¥18,700 ¥56,100 1028391680 

 経路積分と対称性の量子的破れ  藤川 和男 9784000074155 2001 ¥18,150 ¥54,450 1028391681 

 電子相関の物理  斯波 弘行 9784000074179 2001 ¥17,600 ¥52,800 1028391682 

 ゆらぎのエネルギー論   関本 謙 9784000074186 2004 ¥17,600 ¥52,800 1028391683 

古代オリエント事典  

文明の揺籃の地である古代オリエントに関する日本人によ
る世界で初の総合的事典。今年創立50周年を迎えた日本

オリエント学会が総力を挙げて編集。環境・言語・宗教など
テーマ別で概説する総論の部と、小中項目2000項目余の

事典の部からなる。先史時代からサーサーン朝までを対象
とし、古代オリエント世界全域をカヴァーする。 

自然の統一的理解を進めながら、研究のフロントを次々と拡大していく物理学。その発展の根幹には、新し
い概念の創造と斬新な数学的手法の開発がある。この視点から今日もっとも重要で将来性の高いテーマを
厳選し、各分野の第一人者が自由に書き下ろす。大学院生・研究者に役立つシリーズ。 

同時1アクセス(本体)  ¥77,000 

同時3アクセス(本体)  ¥231,000 

商品コード 1028391699 

冊子版ISBN 9784000803014 

全7冊揃価格 
同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体) 

¥127,600 ¥382,800 

2018年12月配信予定 

著編 日本オリエント学会 2004年 

新物理学選書  

2018年10月 
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書名 著編者名 冊子版ISBN 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 

 アラケロフ幾何  森脇 淳 9784000075510  2008 ¥15,950 ¥47,850 1028391684 

 線形計算の数理  杉原 正顯、室田 一雄 9784000075565  2009 ¥19,800 ¥59,400 1028391685 

 複雑領域上のディリクレ問題 
          ポテンシャル論の観点から  

 相川 弘明 9784000075602  2008 ¥12,650 ¥37,950 1028391686 

 ギンツブルク-ランダウ方程式と 
 安定性解析 

 神保 秀一、森田 善久 9784000075619  2009 ¥14,300 ¥42,900 1028391687 

 オーリッチ空間とその応用  北 廣男 9784000075633  2009 ¥14,300 ¥42,900 1028391688 

 正則関数のなすヒルベルト空間  中路 貴彦 9784000075664  2009 ¥11,000 ¥33,000 1028391689 

 特異積分  薮田 公三 9784000075695  2010 ¥19,250 ¥57,750 1028391690 

 放物型発展方程式とその応用  （上）  
               可解性の理論 

 八木 厚志 9784000075954  2011 ¥19,800 ¥59,400 1028391691 

 放物型発展方程式とその応用  （下） 
           解の挙動と自己組織化 

 八木 厚志 9784000075961  2011 ¥18,700 ¥56,100 1028391692 

 リジッド幾何学入門  加藤 文元 9784000075978  2013 ¥12,100 ¥36,300 1028391693 

 高次元代数多様体論  川又 雄二郎 9784000075985  2014 ¥12,650 ¥37,950 1028391694 

 ファイナンスと保険の数理 
 井上 昭彦、中野 張、 
 福 田 敬 

9784000075992  2014 ¥17,600 ¥52,800 1028391695 

 岩澤理論とその展望 （上）  落合 理 9784000298216  2014 ¥11,000 ¥33,000 1028391696 

 岩澤理論とその展望 （下）  落合 理 9784000298223  2016 ¥20,350 ¥61,050 1028391697 

 数値解析の原理 
             現象の解明をめざして 

 菊地 文雄、齊藤 宣一  9784000298230  2016 ¥18,700 ¥56,100 1028391698 

現代数学のあらゆる分野から重要テーマを精選し、各分野の第一人者が問題発見の経緯から最新動向までを
解説する。定理や補題の証明も丁寧に記述し、重要な成果はその系譜を解説し、関連する文献を網羅した。最
新の数学に触れたい学生、専門外の分野の正確な理解を求める研究者などに最適な新しい数学書シリーズ。 

岩波数学叢書 全15冊揃価格 
同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体) 

¥238,150 ¥714,450 

2018年12月配信予定 

2018年10月 
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書名 著編者名 冊子版ISBN 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 

 位相幾何  佐藤 肇 9784000050517 2006 ¥6,050 ¥18,150 1028391631 

 確率微分方程式  舟木 直久 9784000051965 2005 ¥7,700 ¥23,100 1028391632 

 関数解析  岡本 久、中村 周 9784000051972 2006 ¥9,350 ¥28,050 1028391633 

 可換環と体  堀田 良之 9784000051989 2006 ¥10,780 ¥32,340 1028391634 

 幾何学的変分問題  西川 青季 9784000052436 2006 ¥8,250 ¥24,750 1028391635 

 群論  寺田 至、原田 耕一郎  9784000052696 2006 ¥10,450 ¥31,350 1028391636 

 現代数学の広がり1 
 上野 健爾、青本 和彦、 
 砂 田  利一、深谷 賢治  

9784000053198 2005 ¥7,480 ¥22,440 1028391637 

 現代数学の広がり2 
 木村 達雄、 高橋 陽一郎、 
 村瀬  元彦、木上 淳、 
 坂内 英一 

9784000053204 2005 ¥7,480 ¥22,440 1028391638 

 実関数とフーリエ解析  高橋 陽一郎 9784000054577 2006 ¥12,100 ¥36,300 1028391639 

 数論 I Fermatの夢と類体論 
 加藤 和也、黒川 信重、 
 斎藤 毅 

9784000055277 2005 ¥12,650 ¥37,950 1028391640 

 数論 II 岩澤理論と保型形式 
 黒川 信重、栗原 将人、 
 斎藤  毅 

9784000055284 2005 ¥8,800 ¥26,400 1028391641 

 測度と確率  小谷 眞一 9784000056106 2005 ¥11,000 ¥33,000 1028391642 

 双曲型偏微分方程式と波動現
象 

 井川 満 9784000056113 2006 ¥8,030 ¥24,090 1028391643 

 代数幾何  上野 健爾 9784000056496 2005 ¥16,500 ¥49,500 1028391644 

 楕円型・放物型偏微分方程式  村田 實、倉田 和浩 9784000056502 2006 ¥8,800 ¥26,400 1028391645 

 微分形式の幾何学  森田 茂之 9784000058735 2005 ¥11,000 ¥33,000 1028391646 

 微分方程式と固有関数展開  小谷 眞一、俣野 博 9784000058742 2006 ¥8,250 ¥24,750 1028391647 

 非可換環  谷崎 俊之 9784000058759 2006 ¥7,480 ¥22,440 1028391648 

 複素幾何  小林 昭七 9784000059527 2005 ¥11,000 ¥33,000 1028391649 

 複素解析  藤本 坦孝 9784000059534 2006 ¥7,480 ¥22,440 1028391650 

 Morse理論の基礎  松本 幸夫 9784000060561 2005 ¥8,800 ¥26,400 1028391651 

 リー群と表現論  小林 俊行、大島 利雄 9784000061421 2005 ¥16,500 ¥49,500 1028391652 

 力学系  久保 泉、矢野 公一 9784000061469 2006 ¥11,550 ¥34,650 1028391653 

現代数学の基礎 

従来の教科書スタイルをはなれ、定義や定理、理論が生まれる背景、必然性をいきいきと語り、「生きた基礎」
「役に立つ基礎」を学ぶ。『岩波講座 現代数学の基礎』（1994-99年刊）からの単行本化。 

全23冊揃価格 

同時1アクセス 
(本体) 

同時3アクセス 
(本体) 

¥227,480 ¥682,440 

2018年12月配信予定 

2018年10月 
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全19冊揃価格 

同時1アクセス 
(本体) 

同時3アクセス 
(本体) 

¥191,070 ¥573,210 

2018年12月配信予定 

書名 著編者名 冊子版ISBN 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 

 一般コホモロジー 
 河野 明、 
 玉木 大 

9784000050579 2008 ¥9,900 ¥29,700 1028391654 

 確率解析  重川 一郎 9784000052023 2008 ¥8,800 ¥26,400 1028391655 

 散乱理論  井川 満 9784000054102 2008 ¥9,900 ¥29,700 1028391656 

指数定理  古田 幹雄 9784000054607 2008 ¥15,950 ¥47,850 1028391657 

 双有理幾何学 
 Janos Kollar、 
 森 重文 

9784000056137 2008 ¥11,000 ¥33,000 1028391658 

 代数解析概論  柏原 正樹 9784000056519 2008 ¥9,900 ¥29,700 1028391659 

 多変数複素解析  大沢 健夫 9784000056526 2008 ¥5,940 ¥17,820 1028391660 

 場の理論とトポロジー  河野 俊丈 9784000058353 2008 ¥7,260 ¥21,780 1028391661 

 非線形問題と複素幾何学  中島 啓 9784000058803 2008 ¥9,350 ¥28,050 1028391662 

 非平衡ダイナミクスの数理  西浦 廉政 9784000058810 2009 ¥10,450 ¥31,350 1028391663 

 複素構造の変形と周期  
              共形場理論への応用 

 上野 健爾、 
 清水 勇二 

9784000059565 2008 ¥11,000 ¥33,000 1028391664 

 フェルマー予想  斎藤 毅 9784000059589 2009 ¥13,750 ¥41,250 1028391665 

 変分問題入門 
     非線形楕円型方程式とハミルトン系 

 田中 和永 9784000059787 2008 ¥10,230 ¥30,690 1028391666 

 無限次元リー環  脇本 実 9784000060486 2008 ¥11,550 ¥34,650 1028391667 

 モジュライ理論 I  向井 茂 9784000060578 2008 ¥9,900 ¥29,700 1028391668 

 モジュライ理論 II  向井 茂 9784000060585 2008 ¥11,000 ¥33,000 1028391669 

 離散群  大鹿 健一 9784000061483 2008 ¥9,350 ¥28,050 1028391670 

 特異摂動の代数解析学 
 河合 隆裕、 
 竹井 義次 

9784000062916 2008 ¥6,490 ¥19,470 1028391671 

 特性類と幾何学  森田 茂之 9784000062923 2008 ¥9,350 ¥28,050 1028391672 

現代数学の展開 

必要最小限の知識で高度の発達した現代数学の成果と考え方が理解できるように解説し、現代数学の課題、
今後の展開について語る。『岩波講座 現代数学の展開』（1998-2008年刊）からの単行本化。 

2018年10月 
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『思 想』 

本誌は1921年（大正10）年の創刊以来、哲学・歴史学・社会諸科学の最新の成果を
読者に広く提供し、揺るぎない評価を得て来ました。和辻哲郎・林達夫らによって、学
問的であると同時にアクチュアルであることという本誌のバックボーンは形成されまし
たが、それは今日に至るまで脈々と生き続けています。分野を超えて問題を根源的に
考え抜こうとする人々にとって、最良の知のフォーラムです。 
今回は、創刊号（1921年発行）から300号（1949年発行）まで。 
以降も、順次電子化予定。 

商品コード：1025649036 

好評配信中! 

  安倍能成          
  茅野蕭々                  
  岸田劉生 
  九鬼周造 
  高村光太郎 
  佐藤春夫 
  三木清 
  室生犀星 
  小宮豊隆 
  西田幾多郎 
  石原純 
  倉田百三 
  大西克礼 
  中勘助 
  斎藤茂吉 
  寺田寅彦 
  田辺元 
 

同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

¥1,320,000 ¥2,200,000 
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新日本古典文学大系(全105巻)
全105巻 揃価格 

同時1アクセス（本体）：     ¥4,233,900  
同時3アクセス（本体）：  ¥12,701,700 

編 集 委 員 ： 中 野 三 敏 ・ 十 川 信 介 ・ 延 広 真 治 ・ 日 野 龍 夫  

精致な脚注と詳細な解説を付した、明治文学の決定版全集。 

本シリーズは明治30年代前半までの文学作品を扱う。この時代は、やがて現在につらなる
文化や制度が生み出されていく過程として、様々な試行錯誤がなされていた時代でもある。
この変転著しい時代の文学的現象を十分に味わいまた理解するためには、文学研究の成
果に裏打ちされた精確な“読み”が必要ではないだろうか。明治の文学をもういちど私たち
に引き寄せるために「新しい古典」として位置づけ対象化するゆえんである。 

同時１アクセス(本体) ¥1,199,000  同時３アクセス(本体) ¥3,597,000 

分売可能です。詳細はお問い合わせください。 

商品コード：1021865282 

分売可能です。詳細はお問い合わせください。 
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岩波講座 日本歴史 全22巻 

いま日本はどこにいるのか、またこれからどうあるべきなのか、今こそ歴史に問い直すときである。アジアさらには世界と
の新たな関係を意識しながら、原始・古代から現代まで、政治体制を中心に、それを支えた経済・社会構造、宗教・文
化等の大きな流れを描き出す。第一線で活躍する研究者二百余名の総力を結集。 

商品コード  書名 冊子版ISBN 発行年 
1025355495  第1巻 原始・古代 1 9784000113212  2013 

1025355496  第2巻 古代 2 9784000113229  2014 

1025355497  第3巻 古代 3 9784000113236  2014 

1025355498  第4巻 古代 4 9784000113243  2015 

1025355499  第5巻 古代 5 9784000113250  2015 

1025355500  第6巻 中世 1 9784000113267  2013 

1025355501  第7巻 中世 2 9784000113274  2014 

1025355502  第8巻 中世 3 9784000113281  2014 

1025355503  第9巻 中世 4 9784000113298  2015 

1025355504  第10巻 近世 1 9784000113304  2014 

1025355505  第11巻 近世 2 9784000113311  2014 

同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

¥242,000 
各巻¥11,000 

¥726,000 
各巻¥33,000 

日本近代思想大系 全23巻・別冊1 

開国から帝国憲法発布にいたる約40年間、近代日本の揺籃期は、新しい国家と社会の枠組みをつくりだすため
必死の模索がなされていた熱い時代だった。膨大な資料を厳選してテーマ別に編成し、註と解説を付した、本
格的資料集成。 

商品コード 書名 冊子版ISBN  発行年 
同時1 アクセス

（本体） 
同時3アクセス

（本体） 

1025355517  1 開国 9784002300016  1991 ¥45,100  ¥135,300  

1025355518  2 天皇と華族 9784002300023  1988 ¥49,500  ¥148,500  

1025355519  3 官僚制 警察 9784002300030  1990 ¥45,100  ¥135,300  

1025355520  4 軍隊 兵士 9784002300047  1989 ¥45,100  ¥135,300  

1025355521  5 宗教と国家 9784002300054  1988 ¥53,900  ¥161,700  

1025355522  6 教育の体系 9784002300061  1990 ¥47,300  ¥141,900  

1025355523  7 法と秩序 9784002300078  1992 ¥52,800  ¥158,400  

1025355524  8 経済構想 9784002300085  1988 ¥47,300  ¥141,900  

1025355525  9 憲法構想 9784002300092  1989 ¥45,100  ¥135,300  

1025355526  10 学問と知識人 9784002300108  1988 ¥45,100  ¥135,300  

1025355527  11 言論とメディア 9784002300115  1990 ¥49,500  ¥148,500  

1025355528  12 対外観 9784002300122  1988 ¥48,400  ¥145,200  

1025355529  13 歴史認識 9784002300139  1991 ¥49,500  ¥148,500  

1025355530  14 科学と技術 9784002300146  1989 ¥45,100  ¥135,300  

1025355531  15 翻訳の思想 9784002300153  1991 ¥42,900  ¥128,700  

1025355532  16 文体 9784002300160  1989 ¥42,900  ¥128,700  

1025355533  17 美術 9784002300177  1989 ¥48,400  ¥145,200  

1025355534  18 芸能 9784002300184  1988 ¥42,900  ¥128,700  

1025355535  19 都市 建築 9784002300191  1990 ¥45,100  ¥135,300  

1025355536  20 家と村 9784002300207  1989 ¥47,300  ¥141,900  

1025355537  21 民衆運動 9784002300214  1989 ¥45,100  ¥135,300  

1025355538  22 差別の諸相 9784002300221  1990 ¥47,300  ¥141,900  

1025355539  23 風俗 性 9784002300238  1990 ¥49,500  ¥148,500  

1025355540  24 近代史料解説・総目次・索引 9784002300245  1992 ¥40,700  ¥122,100  

同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

¥1,120,900 
各巻¥40,700～¥53,900 

¥3,362,700 
各巻¥122,100～¥161,700 

加藤周一・丸山眞男ほか編 

商品コード  書名 冊子版ISBN 発行年 
1025355506  第12巻 近世 3 9784000113328  2014 

1025355507  第13巻 近世 4 9784000113335  2015 

1025355508  第14巻 近世 5 9784000113342  2015 

1025355509  第15巻 近現代 1 9784000113359  2014 

1025355510  第16巻 近現代 2 9784000113366  2014 

1025355511  第17巻 近現代 3 9784000113373  2014 

1025355512  第18巻 近現代 4 9784000113380  2015 

1025355513  第19巻 近現代 5 9784000113397  2015 

1025355514  第20巻 地域論 9784000113403  2014 

1025355515  第21巻 史料論 9784000113410  2015 

1025355516  第22巻 歴史学の現在 9784000113427  2016 

[編集委員 大津透・桜井英治・藤井讓治・吉田裕・李成市] 
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