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沖繩文化の遺宝
全3冊 （分売不可）

戦前に著者自ら撮影した写真から

541点を精選し，今はなき沖縄の

文化財の全容を再現した写真集．

写真撮影当時の厖大な記録ノート

に基づき，沖縄の歴史と文化の

本質を洞察した解説をも併載する．

全3冊揃価格 （分売不可）

同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体)

¥330,000 ¥990,000 
＜冊子版ISBN：9784000080125＞ ＜商品コード：1032472574＞

鎌倉 芳太郎 著 1982年発行
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沖繩文化の遺宝
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冊 3冊構成内容

1 写真篇 上

2 写真篇 下

3 本文篇
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西田幾多郎全集
全25巻

＜第1巻～第24巻＞
竹田 篤司 クラウス・リーゼンフーバー 小坂 国継 藤田 正勝 編

＜別巻＞
石川県西田幾多郎記念哲学館 編

2020年 新規配信タイトル

全25巻 （第24巻＋別巻） 揃価格 （分売不可）

同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体)

¥385,000 ¥1,155,000 
＜商品コード：1032472580＞

近代日本哲学の生起点であり，同時に今日の哲学の問いと可能性に多くの示唆
を与え続ける「思索の人」西田幾多郎．その全貌を開示する，新編集による新版
全集．綿密な本文校訂を施し，詳細な校異表，注解，索引を付した．

巻 書名 発行年 冊子版ISBN

第1巻 善の研究 思索と体験 2003 9784000925211

第2巻 自覚に於ける直観と反省 2004 9784000925228

第3巻 芸術と道徳 働くものから見るものへ 2003 9784000925235

第4巻 一般者の自覚的体系 2003 9784000925242

第5巻 無の自覚的限定 2002 9784000925259

第6巻 哲学の根本問題 正・続 2003 9784000925266

第7巻 哲学論文集第一ほか 2003 9784000925273

第8巻 哲学論文集第二 第三 2003 9784000925280

第9巻 日本文化の問題・哲学論文集 第四・第五 2004 9784000925297

第10巻 哲学論文集第六・第七ほか 2004 9784000925303

第11巻 小篇 追憶・弔辞 序跋 推薦文 初期文章 未定稿 詩歌 2005 9784000925310

第12巻 講演I 2004 9784000925327

第13巻 講演II 2005 9784000925334

第14巻 講義記録 2004 9784000925341

第15巻 講義ノート 2006 9784000925358

第16巻 断章 研究ノート 2008 9784000925365

第17巻 日記 2005 9784000925372

第18巻 日記II 2005 9784000925389

第19巻 書簡I 2006 9784000925396

第20巻 書簡II 2006 9784000925402

第21巻 書簡III 2007 9784000925419

第22巻 書簡IV 2007 9784000925426

第23巻 書簡V 2007 9784000925433

第24巻 対談・座談・談話 人名・書名索引 事項索引 年譜 著作年表 総目次 2009 9784000925440

別巻 倫理学講義ノート 宗教学講義ノート 2020 9784000925457

（第24巻＋別巻）
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新装版数学読本
全6巻

中学・高校の全範囲をあつかいながら，大学数学の入り口まで独習できるように構成．深く豊か
な内容を，自由にのびのびと，一貫した流れで解説する．多数の例や例題，問いを入れ，問い
にはていねいな解答をつけて，「自分で解いてみる」という実践によって数学の概念が心に定
着することをめざす．定評あるロングセラーの新装版．

全6巻揃価格 （分売不可）

同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体)

¥47,520 ¥142,560 
＜商品コード：1032472576＞

巻 内容 冊子版ISBN

第1巻
第1巻は自然数・整数・有理数や無理数・実数などの諸性質、式の計算、方程式の解き方など、
初等数学における基本的なことがらを取り上げる。

9784000298773

第2巻
第2巻は1次関数、2次関数、分数関数など関数の初歩から始め、座標を用いた基本的図形を調
べたあと、指数関数・対数関数・三角関数に入る。

9784000298780

第3巻
第3巻はベクトル、複素数を学んでから、空間図形の性質、放物線・だ円などの2次式で表される
図形へと進み、数列に入る。

9784000298797

第4巻
第4巻は数列、級数の諸性質など中等数学の足固めをしたのち、順列と組合せ、確率の初歩、微
分法へと進み、数学のおもしろさが出てくる。

9784000298803

第5巻
第5巻は前巻にひきつづき微積分法の計算と理論の初歩を解説するが、学校の教科書には見ら
れない豊富な内容をあつかう。最後に行列と行列式に入る。

9784000298810

第6巻
第6巻は行列と1次変換など、線形代数の初歩をあつかい、さらに数論の初歩、集合・論理などの
現代数学の基礎になる諸概念についてふれていく。

9784000298827

松坂 和夫 著

2020年 新規配信タイトル
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2020年 新規配信タイトル

理工系の数学入門コース 新装版
全8巻

学生・教員から長年支持されてきた教科書シリーズの新装版．理工系のどの分野
に進む人にとっても必要な数学の基礎を徹底的にかみくだいて記述．詳しい解答
のついた例題・問題に取り組むことで，理解が深まり，計算力・応用力が身につく．
定評のある内容はそのままに，ソフトカバーとなって持ち運びやすく生まれ変わる．

戸田 盛和 広田 良吾 和達 三樹 編

全8巻揃価格 （分売不可）

同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体)

¥68,970 ¥206,910 
＜商品コード：1032472582＞

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN

微分積分 和達 三樹 2019 9784000298834

線形代数 戸田 盛和 浅野 功義 2019 9784000298841

ベクトル解析 戸田 盛和 2019 9784000298858

常微分方程式 矢嶋 信男 2019 9784000298865

複素関数 表 実 2019 9784000298872

フーリエ解析 大石 進一 2019 9784000298889

確率・統計 薩摩 順吉 2019 9784000298896

数値計算 川上 一郎 2019 9784000298902
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新装版物理入門コース/演習
全5巻

演習によって基礎的計算力を養うとともに，物理の基本概念を的確に把握し，
理解を深めることを目的とするシリーズ．難問や特殊な問題をさけ，実力をつけ
るのに役立つ新鮮な問題を精選し，全問に詳しい解答を付した．

戸田 盛和 中嶋 貞雄 編

2020年 新規配信タイトル

全5巻揃価格 （分売不可）

同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体)

¥47,850 ¥143,550 
＜商品コード：1032472578＞

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN

例解 力学演習 戸田 盛和 渡辺 慎介 2020 9784000298919

例解 電磁気学演習 長岡 洋介 丹慶 勝市 2020 9784000298926

例解 量子力学演習 中嶋 貞雄 吉岡 大二郎 2020 9784000298933

例解 熱・統計力学演習 戸田 盛和 市村 純 2020 9784000298940

例解 物理数学演習 和達 三樹 2020 9784000298957
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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

ローマ帝国の東西分裂 南雲 泰輔 2016 9784000026024 ¥23,100 ¥69,300 1032472544

アフガン・対テロ戦争の研究
―タリバンはなぜ復活したのか―

多谷 千香子 2016 9784000220903 ¥19,800 ¥59,400 1032472548

史料から考える世界史20講 歴史学研究会 2014 9784000259965 ¥7,590 ¥22,770 1032472567

現代(いま)を生きる日本史 （岩波テキストブックスα） 須田 努 2014 9784000289146 ¥7,590 ¥22,770 1032472570

日本中世のムラと神々 大山 喬平 2012 9784000242912 ¥39,600 ¥118,800 1032472554

徒然草の十七世紀 ―近世文芸思潮の形成― 川平 敏文 2015 9784000239011 ¥42,240 ¥126,720 1032472552

古代文学の世界像 多田 一臣 2013 9784000229265 ¥36,300 ¥108,900 1032472550

イタリア・ファシズムを生きた思想家たち
―クローチェと批判的継承者―

倉科 岳志 2017 9784000611817 ¥12,540 ¥37,620 1032472571

プラトンの認識論とコスモロジー
―人間の世界解釈史を省みて―

藤澤 令夫 2014 9784000247009 ¥27,390 ¥82,170 1032472557

資本主義の限界とオルタナティブ 伊藤 誠 2017 9784000611848 ¥19,140 ¥57,420 1032472572

2020年 新規配信タイトル
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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

南原繁の思想世界 ―原理・時代・遺産― 加藤 節 2016 9784000241748 ¥15,840 ¥47,520 1032472553

保守の比較政治学
―欧州・日本の保守政党とポピュリズム―

水島 治郎 2016 9784000247931 ¥15,840 ¥47,520 1032472558

リカード貿易問題の最終解決 ―国際価値論の復権― 塩沢 由典 2014 9784000255691 ¥34,650 ¥103,950 1032472562

トマス・アクィナスの政治思想 柴田 平三郎 2014 9784000259477 ¥33,000 ¥99,000 1032472565

日本の国家主義 ―「国体」思想の形成― 尾藤 正英 2014 9784000259811 ¥24,420 ¥73,260 1032472566

国際平和論 （岩波テキストブックス） 福富 満久 2014 9784000289122 ¥7,920 ¥23,760 1032472569

二院制議会の比較政治学 ―上院の役割を中心に― 岩崎 美紀子 2013 9784000242974 ¥15,510 ¥46,530 1032472555

冷戦構造の変容と日本の対中外交
―二つの秩序観1960-1972―

神田 豊隆 2012 9784000256599 ¥29,700 ¥89,100 1032472563

社会学原論 （岩波テキストブックス） 宮島 喬 2012 9784000289092 ¥7,920 ¥23,760 1032472568

中東・北アフリカの体制崩壊と民主化
―MENA市民革命のゆくえ―

福富 満久 2011 9784000238717 ¥21,780 ¥65,340 1032472551

2020年 新規配信タイトル
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2020年 新規配信タイトル

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

満洲事変前史 （史料満鉄と満洲事変 : 山崎元幹文書 上）
アジア経済研究所
図書館

2011 9784000248136 ¥39,600 ¥118,800 1032472559

満洲事変勃発後 （史料満鉄と満洲事変 : 山崎元幹文書 下）
アジア経済研究所
図書館

2011 9784000248143 ¥33,000 ¥99,000 1032472560

不規則系の物理
―コヒーレント・ポテンシャル近似とその周辺―

米沢 富美子 2015 9784000059695 ¥15,180 ¥45,540 1032472546

音と波の力学 平尾 雅彦 2013 9784000051293 ¥7,590 ¥22,770 1032472545

ユーラシア乳文化論 平田 昌弘 2013 9784000254175 ¥32,340 ¥97,020 1032472561

上代日本語の音韻 早田 輝洋 2017 9784000611886 ¥27,720 ¥83,160 1032472573

パースの思想 ―記号論と認知言語学―改訂版 有馬 道子 2014 9784000244763 ¥13,200 ¥39,600 1032472556

粒子法 ―基礎と応用― 矢川 元基 2016 9784000061506 ¥13,200 ¥39,600 1032472547

都市空間のデザイン ―歴史のなかの建築と都市― 大谷 幸夫 2012 9784000258265 ¥14,850 ¥44,550 1032472564

演習環境リスクを計算する 中西 準子 2003 9784000224376 ¥11,880 ¥35,640 1032472549
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好評配信中タイトル

新日本古典文学大系 全105巻

同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 

¥1,199,000 ¥3,597,000
＜商品コード：1021865282＞

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。

分売可能です。詳細はお問い合わせください。

分売可能です。詳細はお問い合わせください。

全105巻揃価格

同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 

¥4,233,900 ¥12,701,700

編集委員 ： 中野 三敏 十川 信介 延広 真治 日野 龍夫

10



● 表示価格は税抜きです。 2020年10月

岩波書店

全集アーカイブス（第1期）
1913年創業以来、岩波書店がこれまで刊行してきた

全集・著作集の中から厳選いたしました！

今回は、『露伴全集』（全Ⅳ1巻別巻2）、『紅葉全集』（全12巻別巻1）、
『荷風全集』（全30巻別巻1）、『新装版 啄木全集』（全16巻）、
『魯迅選集〔改訂版〕』（全13巻）、『白鳥庫吉全集』（全10巻）

を収録した全126冊のセットとなります。

タイトル 著編者 構成
同時1アクセス

(本体)
同時3アクセス

(本体)
商品コード

露伴全集（1949年版） 蝸牛会 編
全43巻

（内 別巻2）
¥385,000 ¥962,500 1030913597

紅葉全集
大岡 信、岡 保生、十川 信介、
丸谷 才一 編

全13巻
（内 別巻1）

¥165,000 ¥412,500 1030913599

荷風全集
（1992年版第2次）

稲垣 達郎、竹盛 天雄、中島 国彦 編
全31巻

（内 別巻1）
¥385,000 ¥962,500 1030913600

新装版 啄木全集 石川 啄木 全16巻 ¥110,000 ¥275,000 1030913603

魯迅選集〔改訂版〕
（第4次）

増田 渉、松枝 茂夫、竹内 好 編 全13巻 ¥88,000 ¥220,000 1030913605

白鳥庫吉全集
石田 幹之助、山田 達郎 監修
榎、岡本、神田、栗原、西島、山田 編

全10巻 ¥110,000 ¥275,000 1030913606

岩波書店 全集アーカイブス(第1期) （分売可）

同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体)

¥1,210,000 ¥3,025,000 

＜商品コード：1030913595＞

好評配信中タイトル

11



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）
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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、順次電子化予定です。

創刊号～300号
バックナンバー 揃価格

（分売不可）

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

【執筆者（抜粋）】

安倍 能成 中井 正一

茅野 蕭々 豊島 与志雄

岸田 劉生 矢内原忠雄

九鬼 周造 柳宗悦

高村 光太郎 中谷宇吉郎

佐藤 春夫 アインシュタイン

三木 清 アラン

室生 犀星 ：

小宮 豊隆 ほか多数

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

好評配信中タイトル
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