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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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● 表示価格は税抜きです。 

現代の起点 第一次世界大戦 

書名 著編者名 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 世界戦争 

山室 信一 
岡田 暁生 
小関 隆 

藤原 辰史 

2014 9784000287111  ¥10,230 ¥30,690 1028391673 

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

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

 第4巻 遺産 2014 9784000287142  ¥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 

人類初の世界戦争、現代はここから始まった・・・ 
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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。 

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 

第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  

3 

2019年3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 

冊子版ISBN 9784000803014  

商品コード 1028391699 

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  

日本オリエント学会 編  2004年発行 

新物理学選書 
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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  
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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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● 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 

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 

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。 

現代数学の基礎 
※本商品は目次のみが検索対象となっております。 

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  
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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。 

※本商品は目次のみが検索対象となっております。 

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 

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 

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。 

現代数学の展開 
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  
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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。 

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。 

  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 

＜商品コード：1025649036＞ 

創刊号～300号バックナンバー※分売不可 

『思 想』 創刊号～300号 

中井正一 
豊島与志雄 
矢内原忠雄 
柳宗悦 
中谷宇吉郎 
アインシュタイン 
アラン 
 ： 
ほか 
 
 

 【執筆者（抜粋）】 

※本商品は目次のみが検索対象となっております。 
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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。 

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。 

[編集委員 大津透・桜井英治・藤井讓治・吉田裕・李成市] 

 書名 発行年 冊子版ISBN 商品コード 

 第1巻 原始・古代 1 2013 9784000113212  1025355495 

 第2巻 古代 2 2014 9784000113229  1025355496 

 第3巻 古代 3 2014 9784000113236  1025355497 

 第4巻 古代 4 2015 9784000113243  1025355498 

 第5巻 古代 5 2015 9784000113250  1025355499 

 第6巻 中世 1 2013 9784000113267  1025355500 

 第7巻 中世 2 2014 9784000113274  1025355501 

 第8巻 中世 3 2014 9784000113281  1025355502 

 第9巻 中世 4 2015 9784000113298  1025355503 

 第10巻 近世 1 2014 9784000113304  1025355504 

 第11巻 近世 2 2014 9784000113311  1025355505 

 第12巻 近世 3 2014 9784000113328  1025355506 

 第13巻 近世 4 2015 9784000113335  1025355507 

 第14巻 近世 5 2015 9784000113342  1025355508 

 第15巻 近現代 1 2014 9784000113359  1025355509 

 第16巻 近現代 2 2014 9784000113366  1025355510 

 第17巻 近現代 3 2014 9784000113373  1025355511 

 第18巻 近現代 4 2015 9784000113380  1025355512 

 第19巻 近現代 5 2015 9784000113397  1025355513 

 第20巻 地域論 2014 9784000113403  1025355514 

 第21巻 史料論 2015 9784000113410  1025355515 

 第22巻 歴史学の現在 2016 9784000113427  1025355516 

岩波講座 日本歴史 全22巻 

同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

¥242,000 ¥726,000 

各巻 ¥11,000 各巻 ¥33,000 

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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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。 

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。 

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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

¥1,120,900 ¥3,362,700 

加藤周一・丸山眞男ほか編 

日本近代思想大系 全23巻・別冊1 
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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。 

統計科学・機械学習・データマイニングなど、
データ解析の手法が、今注目されています。
各巻ごとに「特集」を組み、読んで必ず役立
つ情報を提供。 

Vol 特集 発行年 冊子版ISBN 商品コード 

1 ベイズ推論とMCMCのフリーソフト 2015 9784000298513 1025355541 

2 統計的自然言語処理 －ことばを扱う機械 2016 9784000298520 1025355542 

3 因果推論－実世界のデータから因果を読む 2016 9784000298537 1025355543 

4 地理空間情報処理 2016 9784000298544 1025355544 

5 スパースモデリングと多変量データ解析 2017 9784000298551 1025355545 

6 
時系列解析－状態空間モデル・因果解析・ビジネス
応用 

2017 9784000298568 1025355546 

岩波データサイエンス 全6巻 
伊庭幸人（統計数理研究所）ほか編 

同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

¥26,400 ¥79,200 

各巻 ¥4,400 各巻 ¥13,200 
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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。 

本書は大学教養課程において力学をはじ
めとする学習する人のための入門書あるい
は参考書であって、のちに物理学科または
物理を基礎とする理工系諸学科を専攻しよ
うとする学生のために書かれたものである。 

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 

力学 戸田 盛和 2017 9784000298612 ¥7,150 ¥21,450 1025649038 

解析力学 小出 昭一郎 2017 9784000298629 ¥5,280 ¥15,840 1025649039 

電磁気学1 長岡 洋介 2017 9784000298636 ¥6,380 ¥19,140 1025649040 

電磁気学II 長岡 洋介 2017 9784000298643 ¥4,070 ¥12,210 1025649041 

量子力学I 中嶋 貞雄 2017 9784000298650 ¥6,270 ¥18,810 1025649042 

量子力学II 中嶋 貞雄 2017 9784000298667 ¥6,600 ¥19,800 1025649043 

熱・統計力学 戸田 盛和 2017 9784000298674 ¥6,490 ¥19,470 1025649044 

弾性体と流体 恒藤 敏彦 2017 9784000298681 ¥7,480 ¥22,440 1025649045 

相対性理論 中野 董夫 2017 9784000298698 ¥6,490 ¥19,470 1025649046 

物理のための数学 和達 三樹 2017 9784000298704 ¥7,920 ¥23,760 1025649047 

同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

¥64,130 ¥192,390 

物理入門コース（新装版） 全10巻 
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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。 

斎藤秀三郎 著 豊田 実 増補 八木克正 校注 

熟語を重視した圧倒的に多くの用
例と懇切な解説、様々な文体を駆
使した訳文で定評ある英和辞典の
金字塔、『斎藤英和』。 
その刊行百年を機に、古典としての
内容はそのままに、漢字・かな遣い
を改め、校注とルビを施し、学習者、
研究者からビジネスで利用する人ま
で、今日の読者に使いやすい新版
としておくる。 

不朽の名著『斎藤英和』、待望の新版登場 

同時1アクセス（本体）：￥35,200 同時3アクセス（本体）：￥105,600 

冊子版ISBN：9784000803199 商品コード：1024989250 

岩波書店百年 

同時1アクセス（本体） 
￥110,000 

同時3アクセス（本体） 
￥330,000 

冊子版ISBN：9784000612296 商品コード：1025649037 

1913年創業以来百年間に岩波書店が発行した全書目を発行順に並べ、これに対応す
る頁に小社の主要記事・出版界の出来事・国内外事情の三欄を掲げる。単なる社史とし
てだけでなく、一つの文化史として編纂した。 

熟語本位 英和中辞典 新版 
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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。 

岩波 数学辞典 第4版 

数学全分野を透徹した一つの体系のもとに収めた数学の
エンサイクロペディア。基礎概念から数理科学の最先端ま
でを一望できる辞典として、数学者および関係諸分野の
研究者必携。 

日本数学会 編 

同時1アクセス（本体）：￥55,000 同時3アクセス（本体）：￥165,000 

冊子版ISBN：9784000803090 商品コード：1025741200 

※CD-ROMはついておりません。 
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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。 

新日本古典文学大系 全105巻

日本中世時代から、近世に至るまでに世に送り出されてきた数多くの名作古典。 
今でも尚愛され、学生が学び、研究者たちが研究を進め続ける、日本古典文学を網羅した新日本古典
文学大系（2005年完結）が、電子書籍で完結！ 
万葉集や、源氏物語のような、後世に受け継がれていくべき作品という基準のみならず、詩文や仏典の
注釈書である抄物や、当時の庶民教育の為の基本書までその収録文献は多岐に渡る。 
また、文学作品として読むことを第一に心がけ、作品の抄録はできる限り行わず完本を収めることを原
則とし、その上で読みやすくなるよう、段落を区切り、句読点を打ち、会話や引用文には「」を入れて文
体を整え、加えて仮名に漢字をあて、読みにくい感じには読み仮名を施すなど、読みやすさを意識した
工夫が隅々まで施されている。 
勿論、各語句も、ただ解釈を入れるだけでなく、原文への理解をより深めるために適切な注釈も付け加
えている。また、和歌など、意味のとりにくいものは大意と鑑賞的な解説が加えられ、本文との兼ね合い
で注釈が施されている。更に、各作品の前に、作者、成立、概略、時代背景などの簡単な解説もされて
おり、自然に読めるようになっている。加えて各巻の巻末に収録作品の、付図・系図・用語一覧や、豊富
な関連資料が付属している。電子書籍の為、全100巻＋5巻の索引一覧での一括検索も簡単に可能。
今後の日本古典文学研究のみならず、学生に日本古典文学を読んで貰う為にも必携の資料です。 

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 

分売可能です。詳細はリストページを参照ください。 
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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。 

NO 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 

新日本古典文学大系 萬葉集 全5巻セット       ¥202,400 ¥607,200 1016411866 

1 萬葉集 1 （1） 佐竹 昭広 1999 9784002400013 ¥41,800 ¥125,400 1016411867 

2 萬葉集 2 （2） 佐竹 昭広 2000 9784002400020 ¥42,900 ¥128,700 1016411868 

3 萬葉集 3 （3） 佐竹 昭広 2002 9784002400037 ¥36,850 ¥110,550 1016411869 

4 萬葉集 4 （4） 佐竹 昭広 2003 9784002400044 ¥41,250 ¥123,750 1016411870 

5 萬葉集索引 （別巻） 佐竹 昭広 2004 9784002401058 ¥39,600 ¥118,800 1016411871 

新日本古典文学大系 八代集 全8巻セット       ¥308,550 ¥925,650 1016411872 

6 古今和歌集 （5） 紀 友則 1989 9784002400051 ¥36,850 ¥110,550 1016411873 

7 後撰和歌集 （6） 片桐 洋一 1990 9784002400068 ¥39,050 ¥117,150 1016411874 

8 拾遺和歌集 （7） 小町谷 照彦 1990 9784002400075 ¥39,600 ¥118,800 1016411875 

9 後拾遺和歌集 （8） 藤原 通俊 1994 9784002400082 ¥36,850 ¥110,550 1016411876 

10 金葉和歌集 . 詞花和歌集 （9） 源 俊頼 1989 9784002400099 ¥36,850 ¥110,550 1016411877 

11 千載和歌集 （10） 藤原 俊成 1993 9784002400105 ¥36,300 ¥108,900 1016411878 

12 新古今和歌集 （11） 源 通具 1992 9784002400112 ¥46,750 ¥140,250 1016411879 

13 八代集総索引 （別巻） 久保田 淳 1995 9784002401010 ¥36,300 ¥108,900 1016411880 

新日本古典文学大系 続日本紀 全6巻セット       ¥273,900 ¥821,700 1016411881 

14 続日本紀 1 （12） 藤原 継縄 1989 9784002400129 ¥42,900 ¥128,700 1016411882 

15 続日本紀 2 （13） 藤原 継縄 1990 9784002400136 ¥49,500 ¥148,500 1016411883 

16 続日本紀 3 （14） 藤原 継縄 1992 9784002400143 ¥46,750 ¥140,250 1016411884 

17 続日本紀 4 （15） 藤原 継縄 1995 9784002400150 ¥47,300 ¥141,900 1016411885 

18 続日本紀 5 （16） 藤原 継縄 1998 9784002400167 ¥47,300 ¥141,900 1016411886 

19 続日本紀索引年表 （別巻） 笹山 晴生 2000 9784002401034 ¥40,150 ¥120,450 1016411887 

20 竹取物語 ; 伊勢物語 （17） 堀内 秀晃 1997 9784002400174 ¥26,950 ¥80,850 1018710987 

21 落窪物語 . 住吉物語 （18） 藤井 貞和 1989 9784002400181 ¥35,750 ¥107,250 1018710988 

新日本古典文学大系 源氏物語 全６巻セット       ¥227,700 ¥683,100 1014015181 

22 源氏物語 1 （19） 紫式部 1993 9784002400198 ¥34,100 ¥102,300 1014015175 

23 源氏物語 2 （20） 紫式部 1994 9784002400204 ¥38,500 ¥115,500 1014015176 

24 源氏物語 3 （21） 紫式部 1995 9784002400211 ¥35,200 ¥105,600 1014015177 

25 源氏物語 4 （22） 紫式部 1996 9784002400228 ¥38,500 ¥115,500 1014015178 

26 源氏物語 5 （23） 紫式部 1997 9784002400235 ¥35,200 ¥105,600 1014015179 

27 源氏物語索引 （別巻） 柳井 滋 1999 9784002401027 ¥46,200 ¥138,600 1014015180 

28 土佐日記 . 蜻蛉日記 . 紫式部日記 . 更級日記 （24） 紀 貫之 1989 9784002400242 ¥41,800 ¥125,400 1018710989 

29 枕草子 （25） 清少納言 1991 9784002400259 ¥28,600 ¥85,800 1018710990 

30 堤中納言物語 . とりかへばや物語 （26） 大槻 脩 1992 9784002400266 ¥30,250 ¥90,750 1018710991 

31 本朝文粋 （27） 藤原 明衡 1992 9784002400273 ¥34,650 ¥103,950 1018710992 

32 平安私家集 （28） 犬養 廉 1994 9784002400280 ¥44,000 ¥132,000 1018710993 

33 袋草紙 （29） 藤原 清輔 1995 9784002400297 ¥41,250 ¥123,750 1018710994 

34 日本霊異記 （30） 景戒 1996 9784002400303 ¥24,750 ¥74,250 1018710995 

35 三宝絵 . 注好選 （31） 源 為憲 1997 9784002400310 ¥40,150 ¥120,450 1018710996 

36 江談抄 . 中外抄 . 富家語 （32） 大江 匡房 1997 9784002400327 ¥48,950 ¥146,850 1018710997 

新日本古典文学大系 今昔物語 全6巻セット       ¥248,050 ¥744,150 1016411888 

37 今昔物語集 1 （33） 今野 達 1999 9784002400334 ¥41,250 ¥123,750 1016411889 

38 今昔物語集 2 （34） 今野 達 1999 9784002400341 ¥31,350 ¥94,050 1016411890 

39 今昔物語集 3 （35） 今野 達 1993 9784002400358 ¥46,200 ¥138,600 1016411891 

40 今昔物語集 4 （36） 今野 達 1994 9784002400365 ¥43,450 ¥130,350 1016411892 

41 今昔物語集 5 （37） 今野 達 1996 9784002400372 ¥41,250 ¥123,750 1016411893 

42 今昔物語集索引 （別巻） 小峯 和明 2001 9784002401041 ¥44,550 ¥133,650 1016411894 

43 六百番歌合 （38） 久保田 淳 1998 9784002400389 ¥39,600 ¥118,800 1018710998 

44 方丈記 . 徒然草 （39） 鴨 長明 1989 9784002400396 ¥29,700 ¥89,100 1018710999 

45 宝物集 . 閑居友 . 比良山古人霊託 （40） 平 康頼 1993 9784002400402 ¥44,000 ¥132,000 1018711000 

46 古事談 ; 続古事談 （41） 川端 善明 2005 9784002400419 ¥67,100 ¥201,300 1018711001 

47 宇治拾遺物語 . 古本説話集 （42） 三木 紀人 1990 9784002400426 ¥41,800 ¥125,400 1018711002 

48 保元物語 . 平治物語 . 承久記 （43） 栃木 孝惟 1992 9784002400433 ¥44,550 ¥133,650 1018711003 

49 平家物語 上 （44） 梶原 正昭 1991 9784002400440 ¥32,450 ¥97,350 1018711005 

50 平家物語 下 （45） 梶原 正昭 1993 9784002400457 ¥34,650 ¥103,950 1018711006 

51 中世和歌集 鎌倉篇 （46） 伊藤 敬 1990 9784002400464 ¥36,300 ¥108,900 1018711007 

52 中世和歌集 室町篇 （47） 伊藤 敬 1991 9784002400471 ¥40,700 ¥122,100 1018711008 

53 五山文学集 （48） 入矢 義高 1990 9784002400488  ¥24,750 ¥74,250 1018711009 

54 竹林抄 （49） 宗祇 1991 9784002400495  ¥38,500 ¥115,500 1018711010 
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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 
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NO 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 

55 とはずがたり . たまきはる （50） 後深草院二条 1994 9784002400501  ¥31,350 ¥94,050 1018711011 

56 中世日記紀行集 （51） 福田 秀一 1990 9784002400518  ¥40,700 ¥122,100 1018711012 

57 庭訓往来 ; 句双紙 （52） 山田 俊雄 1996 9784002400525  ¥45,100 ¥135,300 1018711013 

58 中華若木詩抄 . 湯山聯句鈔 （53） 如月 寿印 1995 9784002400532  ¥42,900 ¥128,700 1018711014 

59 室町物語集 上 （54） 市古 貞次 1989 9784002400549  ¥34,650 ¥103,950 1018711016 

60 室町物語集 下 （55） 市古 貞次 1992 9784002400556  ¥33,000 ¥99,000 1018711017 

61 梁塵秘抄 ; 閑吟集 ; 狂言歌謡 （56） 小林 芳規 1993 9784002400563  ¥43,450 ¥130,350 1018711018 

62 謡曲百番 （57） 西野 春雄 1998 9784002400570  ¥50,600 ¥151,800 1018711019 

63 狂言記 （58） 橋本 朝生 1996 9784002400587  ¥46,750 ¥140,250 1018711020 

64 舞の本 （59） 麻原 美子 1994 9784002400594  ¥45,650 ¥136,950 1018711021 

65 太閤記 （60） 小瀬 甫庵 1996 9784002400600  ¥49,500 ¥148,500 1018711022 

66 七十一番職人歌合 . 新撰狂歌集 . 古今夷曲集 （61） 岩崎 佳枝 1993 9784002400617  ¥44,000 ¥132,000 1018711023 

67 田植草紙 . 山家鳥虫歌 . 鄙廼一曲 . 琉歌百控 （62） 友久 武文 1997 9784002400624  ¥48,950 ¥146,850 1018711024 

68 本朝一人一首 （63） 林 鵞峰 1994 9784002400631  ¥37,400 ¥112,200 1018711025 

69 蘐園録稿 ; 梅墩詩鈔 ; 如亭山人遺藁 （64） 日野 龍夫 1997 9784002400648  ¥38,500 ¥115,500 1018711026 

70 日本詩史 ; 五山堂詩話 （65） 江村 北海 1991 9784002400655  ¥46,750 ¥140,250 1018711027 

71 菅茶山頼山陽詩集 （66） 水田 紀久 1996 9784002400662  ¥29,700 ¥89,100 1018711028 

72 近世歌文集 上 （67） 松野 陽一 1996 9784002400679  ¥43,450 ¥130,350 1018711030 

73 近世歌文集 下 （68） 松野 陽一 1997 9784002400686  ¥45,650 ¥136,950 1018711031 

新日本古典文学大系 俳諧集 全5巻セット       ¥216,700 ¥650,100 1016411895 

74 初期俳諧集 （69） 森川 昭 1991 9784002400693  ¥47,850 ¥143,550 1016411896 

75 芭蕉七部集 （70） 松尾 芭蕉 1990 9784002400709  ¥46,750 ¥140,250 1016411897 

76 元禄俳諧集 （71） 大内 初夫 1994 9784002400716  ¥46,200 ¥138,600 1016411898 

77 江戸座点取俳諧集 （72） 鈴木 勝忠 1993 9784002400723  ¥39,600 ¥118,800 1016411899 

78 天明俳諧集 （73） 山下 一海 1998 9784002400730  ¥36,300 ¥108,900 1016411900 

79 仮名草子集 （74） 渡辺 守邦 1991 9784002400747  ¥35,750 ¥107,250 1018711032 

80 伽婢子 （75） 浅井 了意 2001 9784002400754  ¥37,950 ¥113,850 1018711033 

81 好色二代男 ; 西鶴諸国ばなし ; 本朝二十不孝 （76） 井原 西鶴 1991 9784002400761  ¥40,700 ¥122,100 1018711034 

82 武道伝来記 ; 西鶴置土産 ; 万の文反古 ; 西鶴名残の友 （77） 井原 西鶴 1989 9784002400778  ¥45,650 ¥136,950 1018711035 

83 けいせい色三味線 ; けいせい伝受紙子 ; 世間娘気質 （78） 江島 其磧 1989 9784002400785  ¥39,050 ¥117,150 1018711036 

84 本朝水滸伝 ; 紀行 ; 三野日記 ; 折々草 （79） 建部 綾足 1992 9784002400792  ¥46,750 ¥140,250 1018711037 

85 

繁野話 . 曲亭伝竒花釵児 . 催馬楽竒談 . 鳥辺山調綫 
（80） 

都賀 庭鐘 1992 9784002400808  ¥39,600 ¥118,800 1018711038 

86 田舎荘子 . 当世下手談義 . 当世穴さがし 81） 丹羽 樗山 1990 9784002400815  ¥30,250 ¥90,750 1018711039 

87 異素六帖 ; 古今俄選 ; 粋宇瑠璃 ; 田舍芝居 （82） 浜田 啓介 1998 9784002400822  ¥35,200 ¥105,600 1018711040 

88 草双紙集 （83） 木村 八重子 1997 9784002400839  ¥45,650 ¥136,950 1018711041 

89 寝惚先生文集 ; 狂歌才蔵集 ; 四方のあか （84） 大田 南畝 1993 9784002400846  ¥40,700 ¥122,100 1018711042 

90 米饅頭始 ; 仕懸文庫 ; 昔話稲妻表紙 （85） 山東 京傳 1990 9784002400853  ¥28,050 ¥84,150 1018711043 

91 浮世風呂 ; 戯場粋言幕の外 ; 大千世界楽屋探 （86） 式亭 三馬 1989 9784002400860  ¥34,650 ¥103,950 1018711044 

92 開巻驚奇俠客伝 （87） 曲亭 馬琴 1998 9784002400877  ¥53,900 ¥161,700 1018711045 

93 偐紫田舎源氏 上 （88） 柳亭 種彦 1995 9784002400884  ¥49,500 ¥148,500 1018711047 

94 偐紫田舎源氏 下 （89） 柳亭 種彦 1995 9784002400891  ¥52,800 ¥158,400 1018711048 

新日本古典文学大系 浄瑠璃・歌舞伎 全7巻セット       ¥279,950 ¥839,850 1016411901 

95 古浄瑠璃 ; 説経集 （90） 信多 純一 1999 9784002400907  ¥41,800 ¥125,400 1016411902 

96 近松浄瑠璃集 上 （91） 近松 門左衛門 1993 9784002400914  ¥39,600 ¥118,800 1016411903 

97 近松浄瑠璃集 下 （92） 近松 門左衛門 1995 9784002400921  ¥38,500 ¥115,500 1016411904 

98 竹田出雲並木宗輔浄瑠璃集 （93） 竹田 出雲 1991 9784002400938  ¥44,000 ¥132,000 1016411905 

99 近松半二江戸作者浄瑠璃集 （94） 近松 半二 1996 9784002400945  ¥41,800 ¥125,400 1016411906 

100 上方歌舞伎集 （95） 土田 衞 1998 9784002400952  ¥36,850 ¥110,550 1016411907 

101 江戸歌舞伎集 （96） 古井戸 秀夫 1997 9784002400969  ¥37,400 ¥112,200 1016411908 

102 当代江戸百化物 ; 在津紀事 ; 仮名世説 （97） 多治比 郁夫 2000 9784002400976  ¥35,200 ¥105,600 1018711049 

103 東路記 . 己巳紀行 . 西遊記 （98） 貝原 益軒 1991 9784002400983  ¥34,650 ¥103,950 1018711050 

104 仁齋日札 . たはれ草 . 不盡言 . 無可有郷 （99） 伊藤 仁斎 2000 9784002400990  ¥37,400 ¥112,200 1018711051 

105 江戸繁昌記 . 柳橋新誌 （100） 寺門 静軒 1989 9784002401003  ¥44,000 ¥132,000 1018711052 
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巻 書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

(本体) 
同時3アクセス 

(本体) 
商品コード 

1 開化風俗誌集 日野 龍夫  2004 9784002402017 ¥32,010 ¥96,030 1021865284 

2 漢詩文集 揖斐 高  2004 9784002402024 ¥37,730 ¥113,190 1021865285 

3 漢文小説集 池澤 一郎  2005 9784002402031 ¥41,030 ¥123,090 1021865286 

4 和歌・俳句・歌謡・音曲集 久保田 啓一  2003 9784002402048 ¥36,410 ¥109,230 1021865287 

5 海外見聞集 松田 清  2009 9784002402055 ¥47,300 ¥141,900 1021865288 

6 落語・怪談咄集 延広 真治  2006 9784002402062 ¥34,870 ¥104,610 1021865289 

7 講談・人情咄集 延広 真治  2008 9784002402079 ¥37,180 ¥111,540 1021865290 

8 河竹黙阿弥集 原 道生  2001 9784002402086 ¥39,050 ¥117,150 1021865291 

9 明治戯作集 須田 千里  2010 9784002402093 ¥49,720 ¥149,160 1021865292 

10 福沢諭吉集 松沢 弘陽  2011 9784002402109 ¥37,180 ¥111,540 1021865293 

11 教科書・啓蒙文集 斉藤 利彦  2006 9784002402116 ¥45,650 ¥136,950 1021865294 

12 新体詩・聖書・讃美歌集 阿毛 久芳  2001 9784002402123 ¥42,680 ¥128,040 1021865295 

13 明治実録集 須田 千里  2007 9784002402130 ¥44,440 ¥133,320 1021865296 

14 翻訳小説集１ 中川 久定  2013 9784002402147 ¥38,390 ¥115,170 1021865297 

15 翻訳小説集２ 岡 照雄  2002 9784002402154 ¥40,260 ¥120,780 1021865298 

16 政治小説集１ 山田 俊治  2003 9784002402161 ¥40,590 ¥121,770 1021865299 

17 政治小説集２ 大沼 敏男  2006 9784002402178 ¥47,080 ¥141,240 1021865300 

18 坪内逍遙・二葉亭四迷集 青木 稔弥  2002 9784002402185 ¥37,070 ¥111,210 1021865301 

19 尾崎紅葉集 須田 千里  2003 9784002402192 ¥36,740 ¥110,220 1021865302 

20 泉鏡花集 東郷 克美  2002 9784002402192 ¥35,530 ¥106,590 1021865303 

21 硯友社文学集 山田 有策  2005 9784002402215 ¥41,690 ¥125,070 1021865304 

22 幸田露伴集 関谷 博  2002 9784002402222 ¥39,930 ¥119,790 1021865305 

23 女性作家集 高田 知波  2002 9784002402239 ¥41,690 ¥125,070 1021865306 

24 樋口一葉集 菅 聡子  2001 9784002402246 ¥41,030 ¥123,090 1021865307 

25 森鴎外集 小泉 浩一郎  2004 9784002402246 ¥41,690 ¥125,070 1021865308 

26 キリスト者評論集 藪 禎子  2002 9784002402260 ¥42,680 ¥128,040 1021865309 

27 正岡子規集 金井 景子  2003 9784002402277 ¥36,520 ¥109,560 1021865310 

28 国木田独歩・宮崎湖処子集 藤井 淑禎  2006 9784002402284 ¥40,040 ¥120,120 1021865311 

29 風刺文学集 中野 三敏  2005 9784002402291 ¥37,400 ¥112,200 1021865312 

30 明治名作集 谷川 恵一  2009 9784002402307 ¥35,420 ¥106,260 1021865313 

中野三敏 編集委員／十川信介 編集委員／延広真治 編集委員／日野龍夫 編集委員 

文学が最も輝いていた時代の沃野へ 
本シリーズは、つまり明治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。 

分売可能です。詳細はお問い合わせください。 

同時１アクセス(本体) ： ¥1,199,000      

同時３アクセス(本体) ： ¥3,597,000 
＜商品コード：1021865282＞ 
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揃価格 

同時１アクセス(本体) ： ¥584,100       

同時３アクセス(本体) ： ¥1,752,300 

＜商品コード：1014015174＞ 

漱石全集 全29冊 28巻＋別冊 

巻 書名 刊行年 ISBN 
同時１アクセス 

(本体) 
同時3アクセス 

(本体) 
商品コード 

1 吾輩は猫である 1993 9784000918015 ¥22,000 ¥66,000 1014015145 

2 倫敦塔ほか・坊っちやん 1994 9784000918022 ¥27,500 ¥82,500 1014015146 

3 草枕・二百十日・野分 1994 9784000918039 ¥17,600 ¥52,800 1014015147 

4 虞美人草 1994 9784000918046 ¥16,500 ¥49,500 1014015148 

5 坑夫・三四郎 1994 9784000918053 ¥22,000 ¥66,000 1014015149 

6 それから・門 1994 9784000918060 ¥23,100 ¥69,300 1014015150 

7 彼岸過迄 1994 9784000918077 ¥13,200 ¥39,600 1014015151 

8 行人 1994 9784000918084 ¥17,600 ¥52,800 1014015152 

9 心 1994 9784000918091 ¥12,100 ¥36,300 1014015153 

10 道草 1994 9784000918107 ¥12,100 ¥36,300 1014015154 

11 明暗 1994 9784000918114 ¥24,200 ¥72,600 1014015155 

12 小品 1994 9784000918121 ¥27,500 ¥82,500 1014015156 

13 英文学研究 1995 9784000918138 ¥20,900 ¥62,700 1014015157 

14 文学論 1995 9784000918145 ¥22,000 ¥66,000 1014015158 

15 文学評論 1995 9784000918152 ¥17,600 ¥52,800 1014015159 

16 評論ほか 1995 9784000918169 ¥24,200 ¥72,600 1014015160 

17 俳句・詩歌 1996 9784000918176 ¥18,700 ¥56,100 1014015161 

18 漢詩文 1995 9784000918183  ¥17,600 ¥52,800 1014015162  

19 日記・断片／上 1995 9784000918190  ¥15,400 ¥46,200 1014015163  

20 日記・断片／下 1996 9784000918206  ¥15,400 ¥46,200 1014015164  

21 ノート 1997 9784000918213  ¥22,000 ¥66,000 1014015165  

22 書簡／上 1996 9784000918220  ¥22,000 ¥66,000 1014015166  

23 書簡／中 1996 9784000918237  ¥18,700 ¥56,100 1014015167  

24 書簡／下 1997 9784000918244  ¥22,000 ¥66,000 1014015168  

25 別冊／上 1996 9784000918251  ¥18,700 ¥56,100 1014015169  

26 別冊／中 1996 9784000918268  ¥17,600 ¥52,800 1014015170  

27 別冊／下 1997 9784000918275  ¥24,200 ¥72,600 1014015171  

28 総索引 1999 9784000918282  ¥24,200 ¥72,600 1014015172  

29(別巻) 漱石言行録 1996 9784000918299  ¥27,500 ¥82,500 1014015173  

近代日本人の精神的支柱でありつづけた漱石の文業は，今も強く人々に影響を与える力を持っている。 
先の見えない閉塞感にとらわれがちな今、漱石から学ぶべきものは決して少なくない。 
1993年に刊行を開始した新しい『漱石全集』をより充実させた日本文学の金字塔。 

著：夏目 漱石 
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2012年に生誕150年を迎えた森鷗外の，同時代を舞台とした小説・戯曲を収めた選集。
収録作品はドイツ三部作のほか明治末から大正の始めにかけて執筆されたもので、現在
の100年前に当たります。国家と個人，文明観についての議論を含む作品，自身が題材と
なった家庭小説等。多様な作品から，約百年前の日本を鷗外という希有な知性がどう捉
えていたかを浮かび上がらせる．『鷗外歴史文学集』と同様，見開きに新注を施す。 

100年前の日本は、鴎外の眼にどのように映ったのか 

古代から近代まで，日本における思想の豊かな蓄積とその転変を，今日的な視点から精緻に問い直す．各巻
は主題別の構成とし，さまざまな思想の根底に流れる水脈に迫ることで，総合的な視座の構築を試みる．歴史，
民俗，文学，美術など隣接する諸分野をふくめ，第一線の研究者による最新の成果を結集する． 

巻  書名 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

(本体)  
同時3アクセス 

(本体)  
商品コード 

1 「日本」と日本思想 9784000113113 ¥10,450 ¥31,350 1016411850 

2 場と器 思想の記録と伝達 9784000113120 ¥10,450 ¥31,350 1016411851 

3 内と外 対外観と自己像の形成 9784000113137 ¥10,450 ¥31,350 1016411852 

4 自然と人為 「自然」観の変容 9784000113144 ¥10,450 ¥31,350 1016411853 

5 身と心 人間像の転変 9784000113151 ¥10,450 ¥31,350 1016411854 

6 秩序と規範 「国家」のなりたち 9784000113168 ¥10,450 ¥31,350 1016411855 

7 儀礼と創造 美と芸術の原初 9784000113175 ¥10,450 ¥31,350 1016411856 

8 聖なるものへ 躍動するカミとホトケ 9784000113182 ¥10,450 ¥31,350 1016411857 

苅部 直 編集委員／黒住 真 編集委員／佐藤 弘夫 編集委員／末木 文美士 編集委員 

過去の蓄積を問うことから、未来の思考がはじまる 

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 

1 舞姫 ; ヰタ・セクスアリスほか 2013 9784000927314 ¥11,000 ¥33,000 1016411843 

2 普請中 ; 鶏ほか 2012 9784000927321 ¥11,000 ¥33,000 1016411844 

3 仮面灰燼ほか 2013 9784000927338 ¥11,000 ¥33,000 1016411845 

4 青年 2012 9784000927345 ¥11,000 ¥33,000 1016411846 

5 蛇 ; カズイスチカほか 2013 9784000927352 ¥11,000 ¥33,000 1016411847 

6 かのやうに ; 雁ほか 2012 9784000927369 ¥11,000 ¥33,000 1016411848 

鷗外近代小説集 全6巻 著：森 鴎外 

揃価格 

同時１アクセス(本体) ：¥66,000    同時３アクセス(本体) ：¥198,000  

＜商品コード：1016411842＞ 

岩波講座 日本の思想 全8巻 

揃価格 
同時１アクセス(本体) ：¥83,600    同時３アクセス(本体) ：¥250,800  

＜商品コード：1016411849＞ 
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 哲 学 全15巻 

No 書名 冊子版ISBN 
同時  

１アクセス 
(本体) 

同時  
3アクセス 

(本体) 
商品コード 

1  いま〈哲学する〉ことへ 9784000112611 ¥8,800 ¥26,400 1012309014 

2  形而上学の現在 9784000112628 ¥8,800 ¥26,400 1012309015 

3  言語／思考の哲学 9784000112635 ¥8,800 ¥26,400 1012309016 

4  知識／情報の哲学 9784000112642 ¥8,800 ¥26,400 1012309017 

5  心／脳の哲学 9784000112659 ¥8,800 ¥26,400 1012309018 

6  モラル／行為の哲学 9784000112666 ¥8,800 ¥26,400 1012309019 

7  芸術／創造性の哲学 9784000112673 ¥8,800 ¥26,400 1012309020 

8  生命／環境の哲学 9784000112680 ¥8,800 ¥26,400 1012309021 

9  科学／技術の哲学 9784000112697 ¥8,800 ¥26,400 1012309022 

10  社会／公共性の哲学 9784000112703 ¥8,800 ¥26,400 1012309023 

11  歴史／物語の哲学 9784000112710 ¥8,800 ¥26,400 1012309024 

12  性／愛の哲学 9784000112727 ¥8,800 ¥26,400 1012309025 

13  宗教／超越の哲学 9784000112734 ¥8,800 ¥26,400 1012309026 

14  哲学史の哲学 9784000112741 ¥8,800 ¥26,400 1012309027 

15  変貌する哲学 9784000112758 ¥8,800 ¥26,400 1012309028 

思考を元気にする探検と総合の試み―「考えること」の原点と現在と 

揃価格 
同時１アクセス(本体) ：    ¥132,000 

同時３アクセス(本体) ：  ¥396,000 

No 書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時 

１アクセス 
(本体) 

同時 
３アクセス 

(本体) 
商品コード 

1 偶然の宇宙 伊藤 邦武 2002 9784000265874 ¥7,700 ¥23,100 1012309034 

2 色彩の哲学 村田 純一 2002 9784000265904 ¥8,030 ¥24,090 1012309035 

3 現代の貧困 井上 達夫 2001 9784000265836 ¥8,800 ¥26,400 1012309037 

4 臨床的理性批判 中岡 成文 2001 9784000265867 ¥7,700 ¥23,100 1012309038 

5 パウロの言語哲学 清水 哲郎 2001 9784000265812 ¥8,800 ¥26,400 1012309039 

6 意識の哲学 ―クオリア序説―） 信原 幸弘 2002 9784000265881 ¥7,700 ¥23,100 1012309040 

7 対話という思想 ―プラトンの方法叙説― 内山 勝利 2004 9784000265898 ¥8,250 ¥24,750 1012309046 

8 天使の記号学 山内 志朗 2001 9784000265829 ¥8,800 ¥26,400 1012309047 

哲学が21世紀に向けて発信する．高度情報化によって変
わるリアリティ，関係を支える規範の揺らぎ，パラドックスの挑
戦を受ける理性の立場－同時代の課題への応答を試み，
現代日本の哲学の新たな出発を告げるオリジナルな思考の
作品を集める。 

双書現代の哲学シリーズ 

揃価格 
同時１アクセス(本体) ： ¥65,780      

同時３アクセス(本体) ： ¥197,340 
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新編原典中国近代思想史 全7巻  

巻 書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時 

１アクセス 
(本体) 

同時 
３アクセス 

(本体) 
商品コード 

1 開国と社会変容 ―清朝体制・太平天国・反キリスト教― 並木 頼寿 2010 9784000282215 ¥15,400 ¥46,200 1012550331 

2 万国公法の時代 ―洋務・変法運動― 村田 雄二郎 2010 9784000282222 ¥14,300 ¥42,900 1012550332 

3 民族と国家 ―辛亥革命― 村田 雄二郎 2010 9784000282239 ¥14,300 ¥42,900 1012550333 

4 世界大戦と国民形成 ―五四新文化運動― 坂元 ひろ子 2010 9784000282246 ¥15,400 ¥46,200 1012550334 

5 
国家建設と民族自救 
 ―国民革命・国共分裂から一致抗日へ― 

村田 雄二郎 2010 9784000282253 ¥15,400 ¥46,200 1012550335 

6 救国と民主 ―抗日戦争から第二次世界大戦へ― 野村 浩一 2011 9784000282260 ¥15,400 ¥46,200 1012550336 

7 世界冷戦のなかの選択 ―内戦から社会主義建設へ― 砂山 幸雄 2011 9784000282277 ¥15,400 ¥46,200 1012550337 

岩波講座 東アジア近現代通史  全10巻+別巻1 

巻 書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時 

１アクセス 
(本体) 

同時 
３アクセス 

(本体) 
商品コード 

1 東アジア世界の近代 ―19世紀― 和田 春樹 2010 9784000112819 ¥11,000 ¥33,000 1012550319 

2 日露戦争と韓国併合 ―19世紀末-1900年代― 和田 春樹 2010 9784000112826 ¥11,000 ¥33,000 1012550320 

3 世界戦争と改造 ―1910年代― 和田 春樹 2010 9784000112833 ¥11,000 ¥33,000 1012550321 

4 社会主義とナショナリズム ―1920年代― 和田 春樹 2011 9784000112840 ¥11,000 ¥33,000 1012550322 

5 新秩序の模索 ―1930年代― 和田 春樹 2011 9784000112857 ¥11,000 ¥33,000 1012550323 

6 アジア太平洋戦争と「大東亜共栄圏」 ―1935-1945年― 和田 春樹 2011 9784000112864 ¥11,000 ¥33,000 1012550324 

7 アジア諸戦争の時代 ―1945-1960年― 和田 春樹 2011 9784000112871 ¥11,000 ¥33,000 1012550325 

8 ベトナム戦争の時代 ―1960-1975年― 和田 春樹 2011 9784000112888 ¥11,000 ¥33,000 1012550326 

9 経済発展と民主革命 ―1975-1990年― 和田 春樹 2011 9784000112895 ¥11,000 ¥33,000 1012550327 

10 和解と協力の未来へ ―1990年以降― 和田 春樹 2011 9784000112901 ¥11,000 ¥33,000 1012550328 

別巻 アジア研究の来歴と展望 和田 春樹 2011 9784000112918 ¥11,000 ¥33,000 1012550329 

 各巻とも，通史／通空間論題／個別史・地域史の３部だての16論文と，10のトピックコラム，人物コラ
ムから構成する．別巻にはアジア研究の泰斗10人へのインタビュー「私のアジア研究」と，10のテーマ
からアジアを通時的に捉える「アジア研究のフロンティア」を収録する． 

さまざまな歴史経験の連鎖を通し、東アジア像を描く 

揃価格 
同時１アクセス(本体) ：   ¥105,600 

同時３アクセス(本体) ：  ¥316,800 

揃価格 

同時１アクセス(本体) ：¥121,000    同時３アクセス(本体) ：¥363,000  
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No 書名 著編者 発行年 ISBN 
同時 

１アクセス 
(本体) 

同時 
３アクセス 

(本体) 
商品コード 

1 中国民族主義の神話 ―人種・身体・ジェンダー― 坂元 ひろ子 2004 9784000238236 ¥7,920 ¥23,760 1012309012 

2 所有という神話 ―市場経済の倫理学― 大庭 健 2004 9784000233965 ¥9,350 ¥28,050 1012309013 

3 トランスエステティーク ―芸術の交通論― 篠原 資明 1992 9784000015103 ¥6,160 ¥18,480 1012309029 

4 コズミック・マインド = Cosmic mind 西垣 通 2009 9784000228879 ¥6,380 ¥19,140 1012309030 

5 日本思想という問題 ―翻訳と主体―（岩波モダンクラシックス） 酒井 直樹 2007 9784000271516 ¥9,460 ¥28,380 1012309031 

6 他者/死者/私 ―哲学と宗教のレッスン― 末木 文美士 2007 9784000237772 ¥7,700 ¥23,100 1012309032 

7 可能性としての歴史 ―越境する物語り理論― 鹿島 徹 2006 9784000224659 ¥9,350 ¥28,050 1012309033 

8 差異と隔たり ―他なるものへの倫理― 熊野 純彦 2003 9784000230087 ¥8,250 ¥24,750 1012309036 

9 現代哲学の戦略 ―反自然主義のもう一つ別の可能性― 門脇 俊介 2007 9784000227674 ¥7,700 ¥23,100 1012309041 

10 肖像のエニグマ ―新たなイメージ論に向けて― 岡田 温司 2008 9784000234498 ¥10,230 ¥30,690 1012309042 

11 権力の系譜学 ―フーコー以後の政治理論に向けて― 杉田 敦 1998 9784000006521 ¥6,930 ¥20,790 1012309043 

12 政治への想像力 杉田 敦 2009 9784000236799 ¥7,700 ¥23,100 1012309044 

13 政治と複数性 ―民主的な公共性にむけて― 齊藤 純一 2008 9784000236782 ¥9,460 ¥28,380 1012309045 

14 デカルト研究 ―理性の境界と周縁― 谷川 多佳子 1995 9784000027083 ¥17,930 ¥53,790 1012344407 

15 ジェイムズの多元的宇宙論 伊藤 邦武 2009 9784000234603 ¥8,800 ¥26,400 1012344408 

16 パースの宇宙論 伊藤 邦武 2006 9784000244343 ¥7,700 ¥23,100 1012344409 

17 西田幾多郎の憂鬱 小林 敏明 2003 9784000242202 ¥9,680 ¥29,040 1012344410 

18 デカルトの自然哲学 小林 道夫 1996 9784000027113 ¥6,490 ¥19,470 1012344411 

19 解体する言葉と世界 ―仏教からの挑戦― 末木 文美士 1998 9784000028295 ¥9,900 ¥29,700 1012344412 

20 仏教 ―言葉の思想史― 末木 文美士 1996 9784000028639 ¥17,380 ¥52,140 1012344413 

21 普遍の再生 井上 達夫 2003 9784000246200 ¥9,240 ¥27,720 1012344414 

22 レヴィナス ―移ろいゆくものへの視線― 熊野 純彦 1999 9784000025225 ¥9,900 ¥29,700 1012344415 

23 ヘーゲル精神現象学の生成と構造 上巻 イポリット 1972 9784000020244 ¥22,220 ¥66,660 1012344421 

24 ヘーゲル精神現象学の生成と構造 下巻 イポリット 1973 9784000020251 ¥22,220 ¥66,660 1012344422 

25 道教思想史研究 福永 光司 1987 9784000014953 ¥22,550 ¥67,650 1012344423 

26 言語・知覚・世界 大森 荘蔵 1971 9784000004893 ¥14,850 ¥44,550 1012344419 

27 古典派経済学と近代経済学 根岸 隆 1981 9784000007757 ¥10,780 ¥32,340 1012344420 

28 経済学と歴史認識 平田 清明 1971 9784000004923 ¥26,400 ¥79,200 1012344425 

29 日本陸軍とアジア政策 1 ―陸軍大将宇都宮太郎日記― 宇都宮 太郎 2007 9784000242455 ¥17,600 ¥52,800 1012309048 

30 日本陸軍とアジア政策 2 ―陸軍大将宇都宮太郎日記― 宇都宮 太郎 2007 9784000242462 ¥17,600 ¥52,800 1012309049 

31 日本陸軍とアジア政策 3 ―陸軍大将宇都宮太郎日記― 宇都宮 太郎 2007 9784000242479 ¥17,600 ¥52,800 1012309050 

32 近代日中関係史年表 ―1799-1949― 
近代日中関係史年
表編集委員会 

2006 9784000225373 ¥38,500 ¥115,500 1012309051 

33 現代中国年表 ―1941-2008― 安藤 正士 2010 9784000227780 ¥26,400 ¥79,200 1012309052 

34 境界線の政治学 杉田 敦 2005 9784000225359 ¥6,380 ¥19,140 1012344416 

35 文化とレイシズム ―統一ドイツの知的風土― 三島 憲一 1996 9784000028622 ¥6,490 ¥19,470 1012344417 

36 日本古代官僚制の研究 早川 庄八 1986 9784000016575 ¥21,560 ¥64,680 1012344418 

37 近衛新体制と大政翼賛会 [正] 赤木 須留喜 1984 9784000007887 ¥26,840 ¥80,520 1012344424 

38 昭和初期の天皇と宮中 第1巻 ―侍従次長河井弥八日記― 河井 弥八 1993 9784000037419 ¥11,000 ¥33,000 1012344426 

39 昭和初期の天皇と宮中 第2巻 ―侍従次長河井弥八日記― 河井 弥八 1993 9784000037426 ¥11,000 ¥33,000 1012344427 

40 昭和初期の天皇と宮中 第3巻 ―侍従次長河井弥八日記― 河井 弥八 1993 9784000037433 ¥11,000 ¥33,000 1012344428 

41 昭和初期の天皇と宮中 第4巻 ―侍従次長河井弥八日記― 河井 弥八 1994 9784000037440 ¥11,000 ¥33,000 1012344429 

42 昭和初期の天皇と宮中 第5巻 ―侍従次長河井弥八日記― 河井 弥八 1994 9784000037457 ¥11,000 ¥33,000 1012344430 

43 昭和初期の天皇と宮中 第6巻 ―侍従次長河井弥八日記― 河井 弥八 1994 9784000037464 ¥11,000 ¥33,000 1012344431 

思想・哲学・歴史 単行本リスト 
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統計科学のフロンティア 全12巻  

 統計学を理論の中心とする学問は，進化し続けています．金融，
データマイニング，バイオインフォマティクス，脳の情報理論をは
じめとして，工学，経済学，医学，心理学など分野の応用に新展
開が見られます．このように新しい情報の科学を生み出しつつあ
る領域全体を，「統計科学」とよび，ここにシリーズとして体系化し
ました．1) 統計理論の基本概念の再構成，2) 新しい理論や手法
の解説，3) 応用分野の広がり，4) 計算機の活用，といった4つの
視点からまとめられています．人社理工医、必携のシリーズです。 

No 書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

(本体)  
同時3アクセス 

(本体) 
商品コード 

1 線形モデルからの出発 ―統計学の基礎 1― 竹村 彰通 2003 9784000068413 ¥9,350 ¥28,050 1012550338 

2 統計学の基礎概念を見直す ―統計学の基礎 2― 竹内 啓 2003 9784000068420 ¥9,900 ¥29,700 1012550339 

3 モデル選択 ―予測・検定・推定の交差点― 下平 英寿 2004 9784000068437 ¥9,350 ¥28,050 1012550340 

4 階層ベイズモデルとその周辺 ―時系列・画像・認知への応用― 石黒 真木夫 2004 9784000068444 ¥10,450 ¥31,350 1012550341 

5 多変量解析の展開 ―隠れた構造と因果を推理する― 甘利 俊一 2002 9784000068451 ¥9,900 ¥29,700 1012550342 

6 パターン認識と学習の統計学 ―新しい概念と手法― 麻生 英樹 2003 9784000068468 ¥10,450 ¥31,350 1012550343 

7 特異モデルの統計学 ―未解決問題への新しい視点― 福水 健次 2004 9784000068475 ¥10,450 ¥31,350 1012550344 

8 経済時系列の統計 ―その数理的基礎― 刈屋 武昭 2003 9784000068482 ¥12,100 ¥36,300 1012550345 

9 生物配列の統計 ―核酸・タンパクから情報を読む― 岸野 洋久 2003 9784000068499 ¥10,450 ¥31,350 1012550346 

10 言語と心理の統計 ―ことばと行動の確率モデルによる分析― 金 明哲 2003 9784000068505 ¥10,450 ¥31,350 1012550347 

11 確率計算の新しい手法 ―計算統計 1― 汪 金芳 2003 9784000068512 ¥9,350 ¥28,050 1012550348 

12 マルコフ連鎖モンテカルロ法とその周辺 ―計算統計 2― 伊庭 幸人 2005 9784000068529 ¥13,200 ¥39,600 1012550349 

現代数学への入門  全16巻   

No 書名 著編者 刊行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

(本体) 
同時3アクセス 

(本体) 
商品コード 

1 初等関数を中心に （微分と積分 1） 青本 和彦 2003 9784000068710 ¥6,600 ¥19,800 1013603970 

2 電磁場とベクトル解析 深谷 賢治 2004 9784000068833 ¥7,150 ¥21,450 1013603971 

3 解析力学と微分形式 深谷 賢治 2004 9784000068840 ¥7,700 ¥23,100 1013603972 

4 現代解析学への誘い 俣野 博 2004 9784000068734 ¥7,150 ¥21,450 1013742160 

5 複素関数入門 神保 道夫 2003 9784000068741 ¥6,600 ¥19,800 1013742161 

6 多変数への広がり （微分と積分 2） 高橋 陽一郎 2003 9784000068727 ¥6,600 ¥19,800 1013890249 

7 行列と行列式 砂田 利一 2003 9784000068796 ¥9,900 ¥29,700 1013890250 

8 数論入門 山本 芳彦 2003 9784000068789 ¥11,000 ¥33,000 1013918623 

9 幾何入門 砂田 利一 2004 9784000068802 ¥11,000 ¥33,000 1013918624 

10 力学と微分方程式 高橋 陽一郎 2004 9784000068758 ¥7,700 ¥23,100 1013998491 

11 熱・波動と微分方程式 俣野 博 2004 9784000068765 ¥7,480 ¥22,440 1013998492 

12 代数入門 上野 健爾 2004 9784000068772 ¥11,000 ¥33,000 1013998493 

13 曲面の幾何 砂田 利一 2004 9784000068819 ¥7,150 ¥21,450 1013998494 

14 双曲幾何 深谷 賢治 2004 9784000068826 ¥7,150 ¥21,450 1013998495 

15 現代数学の流れ （1） 上野 健爾 2004 9784000068857 ¥7,150 ¥21,450 1013998496 

16 現代数学の流れ （2） 上野 健爾 2004 9784000068864 ¥7,150 ¥21,450 1013998497 

揃価格 
同時１アクセス(本体) ：    ¥125,400 

同時３アクセス(本体) ：  ¥376,200 

揃価格 
同時１アクセス(本体) ：    ¥128,480 

同時３アクセス(本体) ：  ¥385,440 
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スーパーコンピュータは基本原理の説明や因果の理解に活躍する．いまや計算は自然現象の
解明において必須の方法であり，実験や理論とならび，科学に一つの哲学を与える概念となっ
た．本講座は，最先端科学での具体例を通して計算科学をはじめて体系的に紹介する．科学の
視点に重点を置き，学生がはじめて学ぶ際に好適である． 

巻 各巻タイトル 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

1  計算の科学 2013 9784000113014 ¥8,800 ¥26,400 1016411859 

2  計算と宇宙 2012 9784000113021 ¥9,900 ¥29,700 1016411860 

3  計算と物質 2012 9784000113038 ¥10,450 ¥31,350 1016411861 

4  計算と生命 2012 9784000113045 ¥9,900 ¥29,700 1016411862 

5  計算と地球環境 2012 9784000113052 ¥9,900 ¥29,700 1016411863 

6  計算と社会 2012 9784000113069 ¥9,900 ¥29,700 1016411864 

別巻  スーパーコンピュータ 2012 9784000113076 ¥8,800 ¥26,400 1016411865 

実験は科学を変える―実験，理論に並ぶ科学の第三の柱を体系的に紹介。 

宇川 彰 編集委員／押山 淳 編集委員／小柳 義夫 編集委員／杉原 正顯  
編集委員／住 明正 編集委員／中村 春木 編集委員 

計算科学 全6巻・別巻1  

揃価格 
同時１アクセス(本体) ：¥67,650    同時３アクセス(本体) ：¥202,950  

＜商品コード：1016411858＞ 

数学史 

同時1アクセス(本体) ¥33,000 

同時3アクセス(本体) ¥99,000 

冊子版ISBN 9784000055338  

著編者名 佐々木 力 発行年 2010 商品コード 1012550330 

数学は、人間の知識の中でも最も普遍的で確実な知識といわれる。そのような特異な知的
営みは、いかに創造され、変容し、飛躍を遂げるのか。超越的存在のように見える数学を
「歴史―内―存在」として位置づけた数学通史の決定版。 

岩波数学入門辞典 

同時1アクセス(本体) ¥20,350 

同時3アクセス(本体) ¥61,050 

冊子版ISBN 9784000802093  

著編者名 青本 和彦 発行年 2005 商品コード 1012309053 

高校から大学で学ぶ数学用語を中心に解説。数学を学ぶために必要な概念のみならず、数
学の歴史や社会的な背景にもふれる。項目の説明は、段階的に厳密な理解ができるように
配慮。拾い読みしても楽しめる便利な辞典。 
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【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


