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研究社

英語青年復刻版刊行会
福原 麟太郎・喜安 貞雄・植田 虎雄

全54集（全100巻）

『英語青年』は1898年に創刊した、主に英語・英米文学の
研究者向けの月刊誌。英語独学の専門誌としてスタートし、
主に英語や英米文学の研究者を対象とした論説・随想、海
外学界の動向報告、英訳・和訳の指導、洋書・和書の書評、
国内学界のニュースなどの記事が主であった。

全100巻 セット特価 （総索引付き）

同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体)

¥1,000,000 ¥1,500,000 

商品コード：1031496571

本商品は目次検索のみとなりますので、ご了承ください。総索引はテキストデータが入っていますので、全文検索が可能です。
電子版は年単位の100巻で構成されており、しおりは月単位の号に付いています。
（※但し、第1巻の3、8、10、11、12号は欠本です。）

セット 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期 明治編 ¥300,000 ¥450,000 1031496572

第2期 大正編 ¥300,000 ¥450,000 1031496573

第3期 昭和編Ⅰ ¥300,000 ¥450,000 1031496574

第4期 昭和編Ⅱ ¥300,000 ¥450,000 1031496575

総索引 ¥50,000 ¥75,000 1031496576



● 表示価格は税抜きです。

（第1期）

明治編
全13集

（別冊1集）
明治31年4月15日

～大正元年9月15日

●第1巻～第27巻

1集（1巻）
3集（4・5巻）
5集（8 ・9巻）
7集（12・13巻）
9集（16・17巻）
11集（20・21巻）
13集（24・25巻）

2集（2・3巻）
4集（6・7巻）
6集（10・11巻）
8集（14・15巻）
10集（18・19巻）
12集（22・23巻）
14集（26・27巻）

（第2期）

大正編
全14集

大正元年10月1日
～大正15年9月15日

●第28巻～第56巻

15集（28・29巻）
17集（32・33巻）
19集（36・37巻）
21集（40・41巻）
23集（44・45巻）
25集（48・49巻）
27集（52・53巻）

16集（30・31巻）
18集（34・35巻）
20集（38・39巻）
22集（42・43巻）
24集（46・47巻）
26集（50・51巻）
28集（54・55巻）

（第3期）

昭和編
Ⅰ

全13集
大正15年10月1日

～昭和14年9月15日

●第56巻～第81巻

29集（56・57巻）
31集（60・61巻）
33集（64・65巻）
35集（68・69巻）
37集（72・73巻）
39集（76・77巻）
41集（80・81巻）

30集（58・59巻）
32集（62・63巻）
34集（66・67巻）
36集（70・71巻）
38集（74・75巻）
40集（78・79巻）

（第4期）

昭和編
Ⅱ

全13集
昭和14年10月1日

～昭和29年12月1日

●第82巻～第100巻

42集（82・83巻）
44集（86・87巻）
46集（90・91巻）
48集（94巻）
50集（96巻）
52集（98巻）
54集（100巻）

43集（84・85巻）
45集（88・89巻）
47集（92・93巻）
49集（95巻）
51集（97巻）
53集（99巻）

（別巻） 総索引

2

2021年2月イースト株式会社「電子復刻」によるデジタル化です。
詳細は https://www.fukkoku.net/

https://www.fukkoku.net/


● 表示価格は税抜きです。 2021年2月

福原麟太郎著作集
全12巻

福原麟太郎博士を一つの形容詞、一片の
肩書で言い尽くすことはできない。ただ一人
の傑出した人間が厳然と存在するだけであ
る。本著作集12巻に結集された博士の精髄
を示す文章の中から、その偉大な面貌は自
ずから明らかになるであろう。

全12巻 セット特価
同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体)

¥240,000 ¥360,000 

商品コード：お問合せください。
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巻 書名 編集 同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体) 商品コード

1 シェイクスピア 富原 芳彰 ¥30,000 ¥45,000

2 ヂョンソン大博士 柴崎 武夫 ¥30,000 ¥45,000

3 トマス・グレイ研究 安井 稔 ¥30,000 ¥45,000

4 評傅チャールズ・ラム 斎藤 美洲 ¥30,000 ¥45,000

5 随筆Ⅰ 旅・人 福田 陸太郎 ¥30,000 ¥45,000

6 随筆Ⅱ 身辺 小川 五郎 ¥30,000 ¥45,000 ※お問合せください。

7 随筆Ⅲ 人生・読書 黒沢 茂 ¥30,000 ¥45,000

8 随筆Ⅳ 日記・芸能 外山 滋比古 ¥30,000 ¥45,000

9 英語教育論 成田 成寿 ¥30,000 ¥45,000

10 英文学評論 高村 勝治 ¥30,000 ¥45,000

11 イギリス人 櫻庭 信之 ¥30,000 ¥45,000

12 英文学の歴史 大山 俊一 ¥30,000 ¥45,000

イースト株式会社「電子復刻」によるデジタル化です。
詳細は https://www.fukkoku.net/

https://www.fukkoku.net/


● 表示価格は税抜きです。 2021年2月

齋藤勇著作集
（全 7巻＋別巻）

日本における、日本人による主体的なイギリス

文学研究を確立したと言っても過言ではない

齋藤勇博士の、半世紀にわたる著作活動を集

大成した。別巻「なつかしき人々」。

全8巻 セット特価
同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体)

¥160,000 ¥240,000 

商品コード：お問合せください。

編集委員：中野 好夫・朱牟田 夏雄・平井 正穂

4

巻 書名 解説 同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体) 商品コード

1 文学の世界 朱牟田 夏雄 ¥30,000 ¥45,000

2 イギリス文学史 平井 正穂 ¥30,000 ¥45,000

3 シェイクスピア 中野 好夫 ¥30,000 ¥45,000

4 イギリス文学論集Ⅰ 大和 資雄 ¥30,000 ¥45,000 ※お問合せください。

5 イギリス文学論集Ⅱ 小川 和夫 ¥30,000 ¥45,000

6 日本・中国文学論集 吉川 幸次郎 ¥30,000 ¥45,000

7 キリスト教思潮 福田 正俊 ¥30,000 ¥45,000

別巻 「なつかしき人々」 - ¥30,000 ¥45,000

イースト株式会社「電子復刻」によるデジタル化です。
詳細は https://www.fukkoku.net/

https://www.fukkoku.net/
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初版の出たのが1937年、第二版が1961年、そしてこの第三版が1985年

に刊行された。版を改めること3回。世界的水準を抜く、わが国英米文学

の金字塔。収録数は約16,000項目に及ぶ。

監修：齋藤 勇 編集：西川 正身（アメリカ文学）・平井 正穂（イギリス文学）

1985年発行

同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体)

¥80,000 ¥120,000 

冊子版ISBN：9784327140015 商品コード：※お問合せください。

英米文学辞典 （第三版）

① 第二版(1961)以来、ことに最近英米で相次いで刊
行された新しい文学辞典、作家辞典、百科事典、
総合文献など、およそ入手可能な各種資料を最大
限に利用して、旧版を各項目にわたり全面的に検
討、必要に応じ訂正・補筆をほどこし、さらに新項
目を加え、収録約16，000項目に及ぶ。

② イギリス、アメリカはもとより、アイルランド、カナダ、
オーストラリア、アフリ力、インドなど全世界にわた
る英語圏地域の文学をカバーするとともに、最近と
くに読者の関心をひく文学理論・批評用語にも十分
配慮した。

③ 古代から1983年に及ぶ英米を中心とする世界文
学年表を新たに作成した。

④ 原色版も含め、作家肖像を中心に、写本や挿絵・
風物など、さらに新資料を加え、約1，500枚の図版
を精選した。

⑤ 特別に作成した色刷りの大小英米文学地図を本
文中および巻末に収録。
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● 表示価格は税抜きです。 2021年2月

英語歳時記 全 6巻
（春・夏・秋・冬・雑・別巻）

わが国の「歳時記」を基準に、英米の動植物、年中行事などを四季に分け、

詩文の引用と図版を添えて解説し、英米人の生活や自然を理解・鑑賞しよ

うとする、英米の風物についての百科事典。

監修：土居 光知・福原 麟太郎・山本 健吉 編集：成田 成寿

AN ENGLISH AND AMERICAN LITERARY CALENDAR

全6巻 セット特価 （分売不可）

同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体)

¥80,000 ¥120,000 

商品コード：お問合せください。
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● 表示価格は税抜きです。 2021年2月

第1巻 春

霧と雨との陰うつな冬に続く、明るい日光と暖かさの春の訪れを喜ぶ気持ちは極まりない。芝生
に青草の匂いが増し、クローカス、ラッパズイセンが咲き出で、コマドリ、ヒバリがさえずり飛び、詩
人は春の喜びを歌い上げる。

第2巻 夏

しのぎにくいほどは暑くならない、むしろ快適な気温のもとで、自然は生気に溢れ、色彩に富み、
人々はこぞって観光旅行に出る。この季節の終り近く、急に訪れる寒さの中に穀物の刈入れが
取り急ぎなされる。

第3巻 秋

収穫と落葉の時期であり、名物の濃霧がかかる。霜が降りると、紅葉・黄葉は短日で落葉してしま
う。湿度が多いためか空には薄いもやがかかり、日の光も柔かく、わが国の秋晴れのような清澄さ
はない。

第4巻 冬

雨がちのこの季の天候はときには洪水をひき起こし、名物の霧も前半に多く厳寒はスノーシャ
ワーをよぶ。クリスマスは最大の行事であり、元旦を静かに迎え、耕作始めの儀式をやる頃から
人々は春への夢をじっと秘める。

第5巻 雑

英米人的生活、自然を理解するうえで、「春」「夏」「秋」「冬」の各巻に収めたもの以外、つまり無
季のもの、の重要な項目を出来るだけ収録し、風物への理解を更に深めた。

別巻 総索引

〈全5巻〉 の1,864項目を載せ、たとえばnightingaleをみたいときこの別巻の「項目索引」が役立ち
ます。四季のエッセイとして、土居光知、福原麟太郎、湯川秀樹、野上弥生子、吉川幸次郎、
成田成寿、山本健吉の諸先生方の各論文を収めた。
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詳細はお問合せください。



● 表示価格は税抜きです。

英語基本 3点セット

全3点 セット特価 （分売可）

同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体)

¥200,000 ¥300,000 

商品コード：1031496577

（小西 友七 編）

本辞典の構想の軸をなす「語彙文法」は、単語一つ一つについて、その

文法特性に関するきめ細かな情報を提供し、単語の活用を方式化して記

述することを目的としています。（英語基本動詞辞典パンフレットより）

詳細はお問合せください。
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● 表示価格は税抜きです。
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英語基本 動詞辞典
小西 友七 編 1980年発行

英語のバックボーンとも言うべき基本動詞およそ400項目に関して、必要な
知識を細大もらさず盛り込んだ本邦初の本格的「語彙文法」辞典。

同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体)

¥80,000 ¥120,000 

冊子版ISBN：9784327236014 商品コード：1031496578

英語基本 形容詞・副詞辞典
小西 友七 編 1989年発行

「英語語彙文法」の第2巻として編まれ、現代英語の基本形容詞・副詞およ
そ310項目を取り上げ、その活用を方式化して、語彙の文法を概説、構文、
関連事項より記述する。

同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体)

¥80,000 ¥120,000 

冊子版ISBN：9784327236021 商品コード：1031496579

英語基本 名詞辞典
小西 友七 編 2001年発行

「英語語彙文法」の第3巻として編まれ、現代英語の基本名詞233項目
（363語）について、その活用を方式化して、語彙の文法を記述した。

同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体)

¥80,000 ¥120,000 

冊子版ISBN：9784327461164 商品コード：1031496580

英語基本 3点セット
禁帯出の書籍を
研究室のパソコンで!

詳細はお問合せください。

2021年2月

イースト株式会社「電子復刻」によるデジタル化です。
詳細は https://www.fukkoku.net/
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英語文化と日本人を結ぶ

全33点 セット特価 （分売可）

同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体)

¥60,000 ¥90,000

商品コード：お問合せください。

本シリーズは、気鋭の執筆陣を動員し、英語文化圏と我々が切り結ぶ諸々

のテーマを、現代的視角から今いちど掘り起こさんとするものである。

＊『中世英国の聖書劇』の巻末に全作の内容が簡単に紹介されています。

研究社選書 新装 全33巻
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詳細はお問合せください。



● 表示価格は税抜きです。 2021年2月

詳細はお問合せください。

研究社選書

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 鏡のマニエリスム ―ルネッサンス想像力の側面― 川崎 寿彦 1978 9784327342012 ¥2,000 ¥3,500 1032413867

2 今日のアメリカ作家群像 浜野 成生 1978 9784327342029 ¥2,000 ¥3,500 1032413868

3 素顔の新言語学 安井 稔 1978 9784327342036 ¥2,000 ¥3,500 1032413869

4 自由の聖地 ―日本人のアメリカ― 亀井 俊介 1978 9784327342043 ¥2,000 ¥3,500 1032413870

5 ブレイクの世界 土屋 繁子 1978 9784327342050 ¥2,000 ¥3,500 1032413871

6 ジョイスへの道 小田 基 1979 9784327342067 ¥2,000 ¥3,500 1032413872

7 書いた、恋した、生きた ―ヘミングウェイ伝― 佐伯 彰一 1979 9784327342074 ¥2,000 ¥3,500 1032413873

8 イギリス革命と現代 田村 秀夫 1979 9784327342081 ¥2,000 ¥3,500 1032413874

9 モ－ルバラ公爵のこと ―チャ－チル家の先祖― 臼田 昭 1979 9784327342098 ¥2,000 ¥3,500 1032413875

10 アメリカの神話と現実 ―パリントン再考― 大井 浩二 1979 9784327342104 ¥2,000 ¥3,500 1032413876

11 フランクリンとアメリカ文学 渡辺 利雄 1980 9784327342111 ¥2,000 ¥3,500 1032413877

12 スペイン内戦をめぐって ―イギリスの１９３０年代文学― 小野 協一 1980 9784327342128 ¥2,000 ¥3,500 1032413878

13 私説英語教育論 中村 敬 1980 9784327342135 ¥2,000 ¥3,500 1032413879

14 ニュ－ゲイト・ノヴェル ―ある犯罪小説群― 北條 文緒 1981 9784327342142 ¥2,000 ¥3,500 1032413880

15 英語のスタイル 豊田 昌倫 1981 9784327342159 ¥2,000 ¥3,500 1032413881

16 ディケンズとロンドン 松村 昌家 1981 9784327342166 ¥2,000 ¥3,500 1032413882

17 シェイクスピアの女たち 青山 誠子 1981 9784327342173 ¥2,000 ¥3,500 1032413883

18 ロバート・ロウエル ―放浪と叛逆のボストニアン― 徳永 暢三 1981 9784327342180 ¥2,000 ¥3,500 1032413884

19 フィロロジ－への道 小野 茂 1981 9784327342197 ¥2,000 ¥3,500 1032413885

20 イギリス小説の現在 川口 喬一 1982 9784327342203 ¥2,000 ¥3,500 1032413886

21 実存の西部 ―ノ－マン・メイラ－― 野島 秀勝 1982 9784327342210 ¥2,000 ¥3,500 1032413887

22 Ｔ・Ｓ・エリオット ―詩と人生― 星野 美賀子 1982 9784327342227 ¥2,000 ¥3,500 1032413888

23 ミルトンの生涯 才野 重雄 1982 9784327342234 ¥2,000 ¥3,500 1032413889

24 アメリカ文学におけるユ－モア ―マ－ク・トウェインを中心に― 赤尾 憲一 1982 9784327342241 ¥2,000 ¥3,500 1032413890

25 アメリカ文学と祝祭 武藤 脩二 1982 9784327342258 ¥2,000 ¥3,500 1032413891

26 楽園喪失 藤井 治彦 1983 9784327342265 ¥2,000 ¥3,500 1032413892

27 現代の黙示録 ―ウィリアム・ゴ－ルディング― 坂本 公延 1983 9784327342272 ¥2,000 ¥3,500 1032413893

28 コモンウェルスの文学
平野 敬一・
土屋 哲

1983 9784327342289 ¥2,000 ¥3,500 1032413894

29 ディラン・トマス 羽矢 謙一 1983 9784327342296 ¥2,000 ¥3,500 1032413895

30 ビュ－イックの木版画 平田 家就 1983 9784327342302 ¥2,000 ¥3,500 1032413896

31 愛の探究 ―シドニ－からシェイクスピアへ― 大塚 定徳 1983 9784327342319 ¥2,000 ¥3,500 1032413897

32 ア－サ－・ミラ－ ―劇作家への道― 佐多 真徳 1984 9784327342326 ¥2,000 ¥3,500 1032413898

33 中世英国の聖書劇 ―神と人へのスペクタクル― 奥田 宏子 1984 9784327342333 ¥2,000 ¥3,500 1032413899

イースト株式会社「電子復刻」によるデジタル化です。
詳細は https://www.fukkoku.net/

https://www.fukkoku.net/



