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● 表示価格は税抜きです。 

ぶどうマークの由来 

ぶどうはギリシア神話のバッカス神のシンボルです。バッカス神は酒の神ですが、 

同時に演劇にもゆかりがあり、小社創業当初、演劇書のマークとして使用したものが 

やがて全刊行物につけられるようになりました。ぶどうの一房一房はどれほどのもの

でもありませんが、結集して豊かな房になると、美酒のもとにもなります。それは知識

の源泉をも示しています。書物の一点一点、著者の一人ひとり、読者の一人ひとりが

房のように結集して優れた文化を産み出したいという願いがこめられています。 

No.2018-616 

2018年1月 

全点カタログ 
2018-2019年 

No. 特 集 No. 特 集 

1 日本の民話 シリーズ 9 定本野口雨情  

2 「新版」日本の民話 シリーズ 10 菅江真澄全集 

3 宮本常一著作集 11 ポイエーシス叢書 

4 日本民衆史 シリーズ  12 ブレヒト戯曲全集 

5 宮本常一 著書 13 芸術関連 

6 堀一郎著作集  14 哲学・思想関連 

7 有賀喜左衞門著作集  15 出版のためのテキスト実践技法  

8 埴谷雄高評論集  16 政治・社会関連 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160


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。 2018年1月 

日本の民話 シリーズ 
全79巻  

日本の民話 
全79冊揃価格 

同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 商品コード 

¥764,280  ¥1,146,420  1014004821 

日本全国、各地方に古くから伝わる民話を収録しているほか、 
土地によって歌い継がれてきた、わらべうたも掲載しています。 

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 信濃の民話 （1） 「信濃の民話」編集委員会 2006 9784624991012 ¥10,560  ¥15,840  1014004763 

2 岩手の民話 （2） 深澤 紅子 2006 9784624991029 ¥8,360  ¥12,540  1014004743 

3 越後の民話 第1集 （3） 水沢 謙一 2006 9784624991036 ¥10,560  ¥15,840  1014004764 

4 伊豆の民話 （4） 岸 なみ 2006 9784624991043 ¥9,350  ¥14,025  1014004762 

5 讃岐の民話 （5） 武田 明 2006 9784624991050 ¥10,120  ¥15,180  1014004798 

6 出羽の民話 （6） 沢渡 吉彦 2006 9784624991067 ¥8,800  ¥13,200  1014004744 

7 津軽の民話 （7） 斎藤 正 2006 9784624991074 ¥7,920  ¥11,880  1014004742 

8 阿波の民話 第1集 （8） 湯浅 良幸 2006 9784624991081 ¥10,120  ¥15,180  1014004799 

9 伊豫の民話 （9） 武田 明 2006 9784624991098 ¥10,560  ¥15,840  1014004797 

10 秋田の民話 （10） 瀬川 拓男 2006 9784624991104 ¥9,240  ¥13,860  1014004745 

11 沖縄の民話 （11） 伊波 南哲 2006 9784624991111 ¥9,350  ¥14,025  1014004819 

12 出雲の民話 （12） 石塚 尊俊 2006 9784624991128 ¥10,120  ¥15,180  1014004794 

13 福島の民話 第1集 （13） 片平 幸三 2006 9784624991135 ¥7,920  ¥11,880  1014004746 

14 日向の民話 第1集 （14） 比江島 重孝 2006 9784624991142 ¥10,120  ¥15,180  1014004811 

15 飛騨の民話 （15） 江馬 三枝子 2006 9784624991159 ¥10,560  ¥15,840  1014004772 

2 



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。 2018年1月 

日本の民話 シリーズ 
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 

16 大阪の民話 （16） 二反長 半 2006 9784624991166 ¥10,120  ¥15,180  1014004786 

17 甲斐の民話 （17） 土橋 里木 2006 9784624991173 ¥10,560  ¥15,840  1014004768 

18 佐渡の民話 第1集 （18） 浜口 一夫 2006 9784624991180 ¥10,120  ¥15,180  1014004766 

19 神奈川の民話 （19） 安池 正雄 2006 9784624991197 ¥9,680  ¥14,520  1014004761 

20 上州の民話 第1集 （20） 小野 忠孝 2006 9784624991203 ¥9,680  ¥14,520  1014004758 

21 加賀・能登の民話 第1集 （21） 清酒 時男 2006 9784624991210 ¥10,560  ¥15,840  1014004776 

22 安芸・備後の民話 第1集 （22） 垣内 稔 2006 9784624991227 ¥10,560  ¥15,840  1014004789 

23 安芸・備後の民話 第2集 （23） 垣内 稔 2006 9784624991234 ¥10,120  ¥15,180  1014004790 

24 宮城の民話 （24） 山田 野理夫 2006 9784624991241 ¥9,240  ¥13,860  1014004748 

25 兵庫の民話 （25） 宮崎 修二朗 2006 9784624991258 ¥10,120  ¥15,180  1014004787 

26 房総の民話 （26） 高橋 在久 2006 9784624991265 ¥9,680  ¥14,520  1014004753 

27 肥後の民話 （27） 荒木 精之 2006 9784624991272 ¥10,120  ¥15,180  1014004813 

28 薩摩・大隅の民話 （28） 村田 熈 2006 9784624991289 ¥10,120  ¥15,180  1014004814 

29 周防・長門の民話 第1集 （29） 松岡 利夫 2006 9784624991296 ¥10,560  ¥15,840  1014004795 

30 福岡の民話 第1集 （30） 加来 宣幸 2006 9784624991302 ¥10,120  ¥15,180  1014004803 

31 伊勢・志摩の民話 （31） 倉田 正邦 2006 9784624991319 ¥9,020  ¥13,530  1014004775 

32 栃木の民話 第1集 （32） 日向野 徳久 2006 9784624991326 ¥10,120  ¥15,180  1014004756 

33 種子島の民話 第1集 （33） 下野 敏見 2006 9784624991333 ¥9,680  ¥14,520  1014004815 

34 種子島の民話 第2集 （34） 下野 敏見 2006 9784624991340 ¥9,680  ¥14,520  1014004816 

35 越中の民話 第1集 （35） 伊藤 曙覧 2006 9784624991357 ¥10,560  ¥15,840  1014004778 

36 岡山の民話 （36） 稲田 浩二 2006 9784624991364 ¥10,560  ¥15,840  1014004788 

37 屋久島の民話 第1集 （37） 下野 敏見 2006 9784624991371 ¥9,680  ¥14,520  1014004817 

38 屋久島の民話 第2集 （38） 下野 敏見 2006 9784624991388 ¥9,680  ¥14,520  1014004818 

39 栃木の民話 第2集 （39） 日向野 徳久 2006 9784624991395 ¥10,120  ¥15,180  1014004757 

40 八丈島の民話 （40） 浅沼 良次 2006 9784624991401 ¥9,020  ¥13,530  1014004820 

41 京都の民話 （41） 二反長 半 2006 9784624991418 ¥10,120  ¥15,180  1014004785 

42 福島の民話 第2集 （42） 片平 幸三 2006 9784624991425 ¥7,920  ¥11,880  1014004747 

43 日向の民話 第2集 （43） 比江島 重孝 2006 9784624991432 ¥10,120  ¥15,180  1014004812 

44 若狭・越前の民話 第1集 （44） 杉原 丈夫 2006 9784624991449 ¥10,560  ¥15,840  1014004780 

45 阿波の民話 第2集 （45） 湯浅 良幸 2006 9784624991456 ¥9,350  ¥14,025  1014004800 

46 周防・長門の民話 第2集 （46） 松岡 利夫 2006 9784624991463 ¥10,560  ¥15,840  1014004796 

47 天草の民話 （47） 浜名 志松 2006 9784624991470 ¥10,120  ¥15,180  1014004809 

48 長崎の民話 （48） 吉松 祐一 2006 9784624991487 ¥10,120  ¥15,180  1014004810 

49 大分の民話 第1集 （49） 土屋 北彦 2006 9784624991494 ¥9,680  ¥14,520  1014004805 

50 遠江・駿河の民話 （50） 菅沼 五十一 2006 9784624991500 ¥9,020  ¥13,530  1014004769 

51 美濃の民話 第1集 （51） 赤座 憲久 2006 9784624991517 ¥8,580  ¥12,870  1014004773 

52 福岡の民話 第2集 （52） 加来 宣幸 2006 9784624991524 ¥10,560  ¥15,840  1014004804 

53 土佐の民話 第1集 （53） 市原 麟一郎 2006 9784624991531 ¥10,560  ¥15,840  1014004801 

54 土佐の民話 第2集 （54） 市原 麟一郎 2006 9784624991548 ¥10,560  ¥15,840  1014004802 

55 越中の民話 第2集 （55） 石崎 直義 2006 9784624991555 ¥9,350  ¥14,025  1014004779 

56 紀州の民話 （56） 徳山 静子 2006 9784624991562 ¥9,680  ¥14,520  1014004784 

57 埼玉の民話 （57） 根津 富夫 2006 9784624991579 ¥9,350  ¥14,025  1014004760 

58 加賀・能登の民話 第2集 （58） 清酒 時男 2006 9784624991586 ¥10,560  ¥15,840  1014004777 

59 大分の民話 第2集 （59） 土屋 北彦 2006 9784624991593 ¥9,020  ¥13,530  1014004806 

60 佐賀の民話 第1集 （60） 宮地 武彦 2006 9784624991609 ¥9,680  ¥14,520  1014004807 

61 鳥取の民話 （61） 稲田 和子 2006 9784624991616 ¥10,120  ¥15,180  1014004791 

62 茨城の民話 第1集 （62） 日向野 徳久 2006 9784624991623 ¥10,120  ¥15,180  1014004754 

63 美濃の民話 第2集 （63） 赤座 憲久 2006 9784624991630 ¥8,580  ¥12,870  1014004774 

64 上州の民話 第2集 （64） 酒井 正保 2006 9784624991647 ¥9,680  ¥14,520  1014004759 

65 三河の民話 （65） 寺沢 正美 2006 9784624991654 ¥10,560  ¥15,840  1014004770 

66 尾張の民話 （66） 小島 勝彦 2006 9784624991661 ¥10,560  ¥15,840  1014004771 

67 石見の民話 第1集 （67） 大庭 良美 2006 9784624991678 ¥9,680  ¥14,520  1014004792 

68 石見の民話 第2集 （68） 大庭 良美 2006 9784624991685 ¥9,680  ¥14,520  1014004793 

69 佐渡の民話 第2集 （69） 浜口 一夫 2006 9784624991692 ¥9,020  ¥13,530  1014004767 

70 越後の民話 第2集 （70） 水沢 謙一 2006 9784624991708 ¥9,020  ¥13,530  1014004765 

71 佐賀の民話 第2集 （71） 宮地 武彦 2006 9784624991715 ¥9,680  ¥14,520  1014004808 

72 茨城の民話 第2集 （72） 日向野 徳久 2006 9784624991722 ¥8,580  ¥12,870  1014004755 

73 若狭・越前の民話 第2集 （73） 杉原 丈夫 2006 9784624991739 ¥9,350  ¥14,025  1014004781 

74 近江の民話 （74） 中島 千恵子 2006 9784624991746 ¥10,560  ¥15,840  1014004782 

75 奈良の民話 （75） 松本 俊吉 2006 9784624991753 ¥10,120  ¥15,180  1014004783 

76 みちのくの民話 （別巻1） 東北農山漁村文化協会 2006 9784624991760 ¥8,360  ¥12,540  1014004749 

77 みちのくの長者たち （別巻2） 及川 儀右衞門 2006 9784624991777 ¥7,040  ¥10,560  1014004750 

78 みちのくの和尚たち （別巻3） 及川 儀右衞門 2006 9784624991784 ¥7,040  ¥10,560  1014004751 

79 みちのくの百姓たち （別巻4） 及川 儀右衞門 2006 9784624991791 ¥7,920  ¥11,880  1014004752 
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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 

1 信濃の民話 新版（「1） 瀬川 拓男 2015 9784624935016 ¥4,950  ¥7,425  1018717353 

2 岩手の民話 新版（「2） 深澤 紅子 2015 9784624935023 ¥4,400  ¥6,600  1018717354 

3 越後の民話 新版（「3） 水沢 謙一 2015 9784624935030 ¥4,950  ¥7,425  1018717355 

4 伊豆の民話 新版（「4） 岸 なみ 2015 9784624935047 ¥4,400  ¥6,600  1018717356 

5 讃岐の民話 新版（「5） 武田 明 2015 9784624935054 ¥4,400  ¥6,600  1018717357 

6 出羽の民話 新版（「6） 沢渡 吉彦 2015 9784624935061 ¥4,400  ¥6,600  1018717358 

7 津軽の民話 新版（「7） 斎藤 正 2015 9784624935078 ¥4,400  ¥6,600  1018717359 

8 阿波の民話 新版（「8） 湯浅 良幸 2015 9784624935085 ¥4,400  ¥6,600  1018717360 

9 伊豫の民話 新版（「9） 武田 明 2015 9784624935092 ¥4,950  ¥7,425  1025020413 

10 秋田の民話 新版（「10） 瀬川 拓男 2015 9784624935108 ¥4,950  ¥7,425  1019255296 

11 沖縄の民話 新版（「11） 伊波 南哲 2015 9784624935115 ¥4,400  ¥6,600  1019255297 

12 出雲の民話 新版（「12） 石塚 尊俊 2015 9784624935122 ¥4,400  ¥6,600  1019255298 

13 福島の民話 第1集 新版（「13） 片平 幸三 2015 9784624935139 ¥4,400  ¥6,600  1019255299 

14 日向の民話 第1集 新版（「14） 比江島 重孝 2015 9784624935146 ¥4,400  ¥6,600  1019255300 

15 飛騨の民話 新版（「15） 江馬 三枝子 2015 9784624935153 ¥4,950  ¥7,425  1019255301 

2018年1月 

「新版」日本の民話 シリーズ 
全 7 9巻  

「新版」日本の民話 
全79冊揃価格 

同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 

¥358,600 ¥537,900 

「日本の民話」シリーズ全巻（７５巻・別巻４巻）、 
装いを改めた新版として全巻を再刊。 

4 



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。 2018年1月 

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 

16 大阪の民話 新版（「16） 二反長 半 2015 9784624935160 ¥4,400  ¥6,600  1019255302 

17 甲斐の民話 新版（「17） 土橋 里木 2015 9784624935177 ¥4,400  ¥6,600  1019255303 

18 佐渡の民話 第1集 新版（「18） 浜口 一夫 2015 9784624935184 ¥4,400  ¥6,600  1019255304 

19 神奈川の民話 新版（「19） 安池 正雄 2015 9784624935191 ¥4,400  ¥6,600  1019255305 

20 上州の民話 第1集 新版（「20） 小野 忠孝 2015 9784624935207 ¥4,400  ¥6,600  1019255306 

21 加賀・能登の民話 第1集 新版（「21） 清酒 時男 2015 9784624935214 ¥4,950  ¥7,425  1019255307 

22 安芸・備後の民話 第1集 新版（「22） 垣内 稔 2015 9784624935221 ¥4,950  ¥7,425  1020416673 

23 安芸・備後の民話 第2集 新版（「23） 垣内 稔 2015 9784624935238 ¥4,400  ¥6,600  1020416674 

24 宮城の民話 新版（「24） 山田 野理夫 2015 9784624935245 ¥4,950  ¥7,425  1020416675 

25 兵庫の民話 新版（「25） 宮崎 修二朗 2015 9784624935252 ¥4,400  ¥6,600  1020416676 

26 房総の民話 新版（「26） 高橋 在久 2015 9784624935269 ¥4,400  ¥6,600  1020416677 

27 肥後の民話 新版（「27） 荒木 精之 2015 9784624935276 ¥4,400  ¥6,600  1020416678 

28 薩摩・大隅の民話 新版（「28） 村田 熈 2016 9784624935283 ¥4,400  ¥6,600  1024338713 

29 周防・長門の民話 第1集 新版（「29） 松岡 利夫 2016 9784624935290 ¥4,950  ¥7,425  1024338714 

30 福岡の民話 第1集 新版（「30） 加来 宣幸 2016 9784624935306 ¥4,400  ¥6,600  1024338715 

31 伊勢・志摩の民話 新版（「31） 倉田 正邦 2016 9784624935313 ¥4,400  ¥6,600  1024338716 

32 栃木の民話 第1集 新版（「32） 日向野 徳久 2016 9784624935320 ¥4,400  ¥6,600  1024338717 

33 種子島の民話 第1集 新版（「33） 下野 敏見 2016 9784624935337 ¥4,400  ¥6,600  1024338718 

34 種子島の民話 第2集 新版（「34） 下野 敏見 2016 9784624935344 ¥4,400  ¥6,600  1024338719 

35 越中の民話 第1集 新版（「35） 伊藤 曙覧 2016 9784624935351 ¥4,950  ¥7,425  1024338720 

36 岡山の民話 新版（「36） 稲田 浩二 2016 9784624935368 ¥4,400  ¥6,600  1024338721 

37 屋久島の民話 第1集 新版（「37） 下野 敏見 2016 9784624935375 ¥4,400  ¥6,600  1024338722 

38 屋久島の民話 第2集 新版（「38） 下野 敏見 2016 9784624935382 ¥4,400  ¥6,600  1024338723 

39 栃木の民話 第2集 新版（「39） 日向野 徳久 2016 9784624935399 ¥4,950  ¥7,425  1024338724 

40 八丈島の民話 新版（「40） 浅沼 良次 2016 9784624935405 ¥4,400  ¥6,600  1024338725 

41 京都の民話 新版（「41） 二反長 半 2016 9784624935412 ¥4,400  ¥6,600  1024338726 

42 福島の民話 第2集 新版（「42） 片平 幸三 2016 9784624935429 ¥4,400  ¥6,600  1024338727 

43 日向の民話 第2集 新版（「43） 比江島 重孝 2016 9784624935436 ¥4,400  ¥6,600  1024338728 

44 若狭・越前の民話 第1集 新版（「44） 杉原 丈夫 2016 9784624935443 ¥4,950  ¥7,425  1024338729 

45 阿波の民話 第2集 新版（「45） 武田 明 2016 9784624935450 ¥4,400  ¥6,600  1024338730 

46 周防・長門の民話 第2集 新版（「46） 松岡 利夫 2016 9784624935467 ¥4,950  ¥7,425  1024338731 

47 天草の民話 新版（「47） 浜名 志松 2016 9784624935474 ¥4,400  ¥6,600  1024338732 

48 長崎の民話 新版（「48） 吉松 祐一 2016 9784624935481 ¥4,400  ¥6,600  1024338733 

49 大分の民話 第1集 新版（「49） 土屋 北彦 2016 9784624935498 ¥4,400  ¥6,600  1024338734 

50 遠江・駿河の民話 新版（「50） 菅沼 五十一 2016 9784624935504 ¥4,400  ¥6,600  1024338735 

51 美濃の民話 第1集 新版（「51） 赤座 憲久 2016 9784624935511 ¥4,400  ¥6,600  1025020414 

52 福岡の民話 第2集 新版（「52） 加来 宣幸 2016 9784624935528 ¥4,950  ¥7,425  1025020415 

53 土佐の民話 第1集 新版（「53） 市原 麟一郎 2016 9784624935535 ¥4,950  ¥7,425  1025020416 

54 土佐の民話 第2集 新版（「54） 市原 麟一郎 2016 9784624935542 ¥4,950  ¥7,425  1025020417 

55 越中の民話 第2集 新版（「55） 石崎 直義 2016 9784624935559 ¥4,400  ¥6,600  1025020418 

56 紀州の民話 新版（「56） 徳山 静子 2016 9784624935566 ¥4,400  ¥6,600  1025020419 

57 埼玉の民話 新版（「57） 根津 富夫 2016 9784624935573 ¥4,400  ¥6,600  1025020420 

58 加賀・能登の民話 第2集 新版（「58） 清酒 時男 2016 9784624935580 ¥4,950  ¥7,425  1025020421 

59 大分の民話 第2集 新版（「59） 土屋 北彦 2016 9784624935597 ¥4,400  ¥6,600  1025020422 

60 佐賀の民話 第1集 新版（「60） 宮地 武彦 2016 9784624935603 ¥4,400  ¥6,600  1025020423 

61 鳥取の民話 新版（「61） 稲田 和子 2016 9784624935610 ¥4,400  ¥6,600  1025020424 

62 茨城の民話 第1集 新版（「62） 日向野 徳久 2016 9784624935627 ¥4,950  ¥7,425  1025020425 

63 美濃の民話 第2集 新版（「63） 赤座 憲久 2016 9784624935634 ¥4,400  ¥6,600  1025020426 

64 上州の民話 第2集 新版（「64） 酒井 正保 2017 9784624935641 ¥4,400  ¥6,600  1025020427 

65 三河の民話 新版（「65） 寺沢 正美 2017 9784624935658 ¥4,950  ¥7,425  1025020428 

66 尾張の民話 新版（「66） 小島 勝彦 2017 9784624935665 ¥4,950  ¥7,425  1025020429 

67 石見の民話 第1集 新版（「67） 大庭 良美 2017 9784624935672 ¥4,400  ¥6,600  1025020430 

68 石見の民話 第2集 新版（「68） 大庭 良美 2017 9784624935689 ¥4,400  ¥6,600  1025020431 

69 佐渡の民話 第2集 新版（「69） 浜口 一夫 2017 9784624935696 ¥4,400  ¥6,600  1025020432 

70 越後の民話 第2集 新版（「70） 水沢 謙一 2017 9784624935702 ¥4,400  ¥6,600  1025020433 

71 佐賀の民話 第2集 新版（「71） 宮地 武彦 2017 9784624935719 ¥4,400  ¥6,600  1025020434 

72 茨城の民話 第2集 新版（「72） 日向野 徳久 2017 9784624935726 ¥4,400  ¥6,600  1025020436 

73 若狭・越前の民話 第2集 新版（「73） 杉原 丈夫 2017 9784624935733 ¥4,400  ¥6,600  1025020437 

74 近江の民話 新版（「74） 中島 千恵子 2017 9784624935740 ¥4,400  ¥6,600  1025020438 

75 奈良の民話 新版（「75） 松本 俊吉 2017 9784624935757 ¥4,400  ¥6,600  1025020439 

76 みちのくの民話 新版（「別巻1） 東北農山漁村文化協会 2017 9784624935764 ¥4,400  ¥6,600  1025020440 

77 みちのくの長者たち 新版（「別巻2） 及川 儀右衞門 2017 9784624935771 ¥4,400  ¥6,600  1025020441 

78 みちのくの和尚たち 新版（「別巻3） 及川 儀右衞門 2017 9784624935788 ¥4,400  ¥6,600  1025020442 

79 みちのくの百姓たち 新版（「別巻4） 及川 儀右衞門 2017 9784624935795 ¥4,400  ¥6,600  1025020435 

「新版」日本の民話 シリーズ 
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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。 

宮本常一著作集  
全 5 0巻  

2018年1月 

宮本常一著作集 全50巻 揃価格 

同時１アクセス(本体) ¥266,860  

同時３アクセス(本体) ¥400,290  
＜商品コード 1014001148＞ 

「もし宮本君の足跡を日本の白地図に赤インクで印し
たら、全体真っ赤になる程であろう」── 

渋沢敬三  

時間にして半世紀、 
約三千以上の村をあるいてきた彷徨の民俗学者、
宮本常一（1907-81年）。 
日本各地を訪ね、土地に息づく民衆の生活を掬い
あげたその仕事は『宮本常一著作集』としていまも残
され、読むものにその旅を追体験させ続けている
── 

（未來社HPより） 
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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。 2018年1月 

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 

民俗学への道 （1） 1968 9784624924010 ¥4,950  ¥7,425  1014001098 

日本の中央と地方 （2） 1967 9784624924027 ¥4,950  ¥7,425  1014001099 

風土と文化 （3） 1967 9784624924034 ¥4,180  ¥6,270  1014001100 

日本の離島 第1集 （4） 1969 9784624924041 ¥4,950  ¥7,425  1014001101 

日本の離島 第2集 （5） 1970 9784624924058 ¥5,500  ¥8,250  1014001102 

家郷の訓 ; 愛情は子供と共に （6） 1967 9784624924065 ¥4,620  ¥6,930  1014001103 

ふるさとの生活 ; 日本の村 （7） 1968 9784624924072 ¥4,180  ¥6,270  1014001104 

日本の子供たち ; 海をひらいた人びと （8） 1969 9784624924089 ¥4,180  ¥6,270  1014001105 

民間暦 （9） 1970 9784624924096 ¥4,180  ¥6,270  1014001106 

忘れられた日本人 （10） 1971 9784624924102 ¥4,950  ¥7,425  1014001107 

中世社会の残存 （11） 1972 9784624924119 ¥4,950  ¥7,425  1014001108 

村の崩壊 （12） 1972 9784624924126 ¥4,950  ¥7,425  1014001109 

民衆の文化 （13） 1973 9784624924133 ¥5,500  ¥8,250  1014001110 

山村と国有林 （14） 1973 9784624924140 ¥4,950  ¥7,425  1014001111 

日本を思う （15） 1973 9784624924157 ¥5,500  ¥8,250  1014001112 

屋久島民俗誌 （16） 1974 9784624924164 ¥4,950  ¥7,425  1014001113 

宝島民俗誌 ; 見島の漁村 （17） 1974 9784624924171 ¥4,950  ¥7,425  1014001114 

旅と観光 （18） 1975 9784624924188 ¥4,950  ¥7,425  1014001115 

農業技術と経営の史的側面 （19） 1975 9784624924195 ¥4,950  ¥7,425  1014001116 

海の民 （20） 1975 9784624924201 ¥4,180  ¥6,270  1014001117 

庶民の発見 （21） 1976 9784624924218 ¥4,950  ¥7,425  1014001118 

産業史三篇 （22） 1976 9784624924225 ¥4,950  ¥7,425  1014001119 

中国山地民俗採訪録 （23） 1976 9784624924232 ¥6,050  ¥9,075  1014001120 

食生活雑考 （24） 1977 9784624924249 ¥4,950  ¥7,425  1014001121 

村里を行く （25） 1977 9784624924256 ¥6,050  ¥9,075  1014001122 

民衆の知恵を訪ねて （26） 1981 9784624924263 ¥6,050  ¥9,075  1014001123 

都市の祭と民俗 （27） 1982 9784624924270 ¥5,720  ¥8,580  1014001124 

対馬漁業史 （28） 1983 9784624924287 ¥5,500  ¥8,250  1014001125 

中国風土記 （29） 1984 9784624924294 ¥4,950  ¥7,425  1014001126 

民俗のふるさと （30） 1984 9784624924300 ¥5,500  ¥8,250  1014001127 

旅にまなぶ （31） 1986 9784624924317 ¥5,500  ¥8,250  1014001128 

村の旧家と村落組織 1 （32） 1986 9784624924324 ¥6,050  ¥9,075  1014001129 

村の旧家と村落組織 2 （33） 1986 9784624924331 ¥6,050  ¥9,075  1014001130 

吉野西奥民俗採訪録 （34） 1989 9784624924348 ¥8,250  ¥12,375  1014001131 

離島の旅 （35） 1986 9784624924355 ¥4,950  ¥7,425  1014001132 

越前石徹白民俗誌・その他 （36） 1992 9784624924362 ¥5,500  ¥8,250  1014001133 

河内国瀧畑左近熊太翁旧事談 （37） 1993 9784624924379 ¥6,050  ¥9,075  1014001134 

周防大島を中心としたる海の生活誌 （38） 1994 9784624924386 ¥6,050  ¥9,075  1014001135 

大隅半島民俗採訪録 ; 出雲八束郡片句浦民俗聞書 （39） 1995 9784624924393 ¥5,500  ¥8,250  1014001136 

周防大島民俗誌 （40） 1997 9784624924409 ¥5,500  ¥8,250  1014001137 

郷土の歴史 （41） 1997 9784624924416 ¥5,500  ¥8,250  1014001138 

父母の記 ; 自伝抄 （42） 2002 9784624924423 ¥4,180  ¥6,270  1014001139 

自然と日本人 （43） 2003 9784624924430 ¥4,180  ¥6,270  1014001140 

民衆文化と造形 （44） 2003 9784624924447 ¥4,180  ¥6,270  1014001141 

民具学試論 （45） 2005 9784624924454 ¥5,500  ¥8,250  1014001142 

新農村への提言 1 （46） 2006 9784624924461 ¥5,500  ¥8,250  1014001143 

新農村への提言 2 （47） 2006 9784624924478 ¥5,500  ¥8,250  1014001144 

林道と山村社会 （48） 2006 9784624924485 ¥5,500  ¥8,250  1014001145 

塩の民俗と生活 （49） 2007 9784624924492 ¥6,600  ¥9,900  1014001146 

渋沢敬三 （50） 2008 9784624924508 ¥9,680  ¥14,520  1014001147 

宮 本 常 一 著 作 集  
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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。 2018年1月 

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 

生業の歴史  1993 9784624221072 ¥4,180  ¥6,270  1014021712 

山に生きる人びと  第2版 1968 9784624221027 ¥4,180  ¥6,270  1014021708 

町のなりたち  1968 9784624221058 ¥4,180  ¥6,270  1014021711 

村のなりたち  1966 9784624221041 ¥4,180  ¥6,270  1014021710 

海に生きる人びと  1964 9784624221034 ¥4,180  ¥6,270  1014021709 

開拓の歴史  1963 9784624221010 ¥4,180  ¥6,270  1014021707 

甘藷の歴史  1962 9784624221065 ¥4,180  ¥6,270  1014021713 

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 

瀬戸内海の研究 ―島嶼の開発とその社会形成 : 海人の定住を
中心に― 復刊 

2001 9784624200640 ¥47,300  ¥70,950  1014021701 

民具学の提唱 （新装） 1989 9784624200244 ¥6,160  ¥9,240  1014021703 

古川古松軒 ―イサベラ・バード―（旅人たちの歴史） 1984 9784624110772 ¥7,040  ¥10,560  1014021706 

野田泉光院 （旅人たちの歴史） 1980 9784624110529 ¥6,160  ¥9,240  1014021704 

菅江真澄 （旅人たちの歴史） 1980 9784624111601 ¥5,720  ¥8,580  1014021705 

日本の海洋民 1974 9784624200428 ¥6,160  ¥9,240  1014021702 

日本民衆史  シリーズ  全 7巻  

宮本常一  著書  

日本民衆史 シリーズ 
全7巻セット 

同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 商品コード 

¥29,260 ¥43,890 1014021714 

宮本  常一  著  
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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。 

有賀喜左衞門著作集 全13巻 揃価格 

同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 

¥327,800  ¥491,700  

＜商品コード 1014015371＞ 

2018年1月 

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 

古代文化と仏教 （1） 1977 9784624904012 ¥27,500  ¥41,250  1014015372 

宗教と社会変動 （2） 2007 9784624904029 ¥30,800  ¥46,200  1014015373 

学僧と学僧教育 （3） 1978 9784624904036 ¥30,800  ¥46,200  1014015374 

遊幸思想と神社神道 （4） 1981 9784624904043 ¥28,600  ¥42,900  1014015375 

神と人 （5） 1987 9784624904050 ¥24,200  ¥36,300  1014015376 

生と死 （6） 1990 9784624904067 ¥26,400  ¥39,600  1014015377 

民間信仰の形態と機能 （7） 2002 9784624904074 ¥28,600  ¥42,900  1014015378 

シャマニズムその他 （8） 2007 9784624990084 ¥26,400  ¥39,600  1014015379 

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 

日本家族制度と小作制度 上  第2版（1） 有賀 喜左衛門 2000 9784624902216 ¥24,200  ¥36,300  1014015358 

日本家族制度と小作制度 下  第2版（2） 有賀 喜左衛門 2000 9784624902223 ¥24,200  ¥36,300  1014015359 

大家族制度と名子制度 ―南部二戸郡石神村における― 第2版（3） 有賀 喜左衛門 2000 9784624902230 ¥28,600  ¥42,900  1014015360 

封建遺制と近代化  第2版（4） 有賀 喜左衛門 2000 9784624902247 ¥24,200  ¥36,300  1014015361 

村の生活組織  第2版（5） 有賀 喜左衛門 2000 9784624902254 ¥24,200  ¥36,300  1014015362 

婚姻・労働・若者  第2版（6） 有賀 喜左衛門 2000 9784624902261 ¥24,200  ¥36,300  1014015363 

社会史の諸問題  第2版（7） 有賀 喜左衛門 2000 9784624902278 ¥24,200  ¥36,300  1014015364 

民俗学・社会学方法論  第2版（8） 有賀 喜左衛門 2001 9784624902285 ¥24,200  ¥36,300  1014015365 

家と親分子分  第2版（9） 有賀 喜左衛門 2001 9784624902292 ¥24,200  ¥36,300  1014015366 

同族と村落  第2版（10） 有賀 喜左衛門 2001 9784624902308 ¥28,600  ¥42,900  1014015367 

家の歴史・その他  第2版（11） 有賀 喜左衛門 2001 9784624902315 ¥24,200  ¥36,300  1014015368 

文明・文化・文学  第2版（12） 有賀 喜左衛門 2001 9784624902322 ¥28,600  ¥42,900  1014015369 

有賀喜左衞門研究  第2版（別巻） 中野 卓 2012 9784624902339 ¥24,200  ¥36,300  1014015370 

堀一郎著作集  全 8巻   
堀 一郎 著 

有賀喜左衞門著作集  全 1 3巻  

堀一郎著作集  
全8巻 揃価格 

同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 商品コード 

¥223,300  ¥334,950  1014015380 
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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。 2018年1月 

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 

螺旋と蒼穹  1995 9784624918309 ¥5,720  ¥8,580  1014015414 

虹と睡蓮  1995 9784624918293 ¥5,720  ¥8,580  1014015413 

滑車と風洞  1991 9784624918279 ¥5,280  ¥7,920  1014015412 

雁と胡椒  1990 9784624918255 ¥5,280  ¥7,920  1014015411 

暈と極冠  1984 9784624918231 ¥5,720  ¥8,580  1014015410 

天頂と潮汐  1980 9784624918156 ¥6,600  ¥9,900  1014015409 

蓮と海嘯  1977 9784624918149 ¥5,720  ¥8,580  1014015408 

石棺と年輪 ―影絵の世界― 1976 9784624918132 ¥5,720  ¥8,580  1014015407 

鐘と遊星  1975 9784624918125 ¥6,600  ¥9,900  1014015406 

橄欖と塋窟  1972 9784624918118 ¥6,600  ¥9,900  1014015405 

兜と冥府  1970 9784624918101 ¥6,600  ¥9,900  1014015404 

渦動と天秤  1968 9784624918095 ¥6,600  ¥9,900  1014015403 

彌撒と鷹  1966 9784624918088 ¥6,600  ¥9,900  1014015402 

振子と坩堝  1964 9784624918071 ¥6,600  ¥9,900  1014015401 

甕と蜉蝣  1964 9784624918064 ¥6,600  ¥9,900  1014015400 

垂鉛と弾機  1962 9784624918057 ¥6,600  ¥9,900  1014015399 

罠と拍車  1962 9784624918040 ¥6,600  ¥9,900  1014015398 

墓銘と影絵  1961 9784624918033 ¥5,280  ¥7,920  1014015397 

鞭と獨楽  1957 9784624918026 ¥6,600  ¥9,900  1014015396 

濠渠と風車  1957 9784624918019 ¥6,600  ¥9,900  1014015395 

埴谷雄高評論集  全 2 0巻  
埴谷  雄高  著  

埴谷雄高評論集  
全20巻 揃価格 

同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 商品コード 

¥123,640  ¥185,460  1014015415 

幻視のなかの政治 （転換期を読む） 

著編者名 埴谷 雄高 発行年 2001 

同時1アクセス(本体) ¥5,280 同時3アクセス(本体) ¥7,920 

冊子版ISBN 9784624934279  商品コード 1014015416 

階級闘争と革命の彼方を幻視した全１０章に、共感と批判を交えた懇切な解説を付す。戦争と集団殺戮という、２０世紀の政治の深奥に
横たわる死を見すえ、「政治の季節」に大きな影響を与えた昭和３８年刊の再刊。 
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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 

詩と民謡 1 （第1巻） 1985 9784624929015 ¥7,700  ¥11,550  1014015417 

詩と民謡 2 （第2巻） 1986 9784624929022 ¥7,700  ¥11,550  1014015418 

童謡 1 （第3巻） 1986 9784624929039 ¥7,700  ¥11,550  1014015419 

童謡 2 （第4巻） 1986 9784624929046 ¥7,700  ¥11,550  1014015420 

地方民謡 （第5巻） 1986 9784624929053 ¥9,350  ¥14,025  1014015421 

童話・随筆・エッセイ・小品 （第6巻） 1986 9784624929060 ¥9,350  ¥14,025  1014015422 

童謡論・民謡論 1 （第7巻） 1986 9784624929077 ¥9,350  ¥14,025  1014015423 

童謡論・民謡論 2 （第8巻） 1987 9784624929084 ¥9,350  ¥14,025  1014015424 

補遺・書簡 （補巻） 1996 9784624929091 ¥7,700  ¥11,550  1014015425 

定本野口雨情  全 9巻  
野口 雨情 著 

定本野口雨情 全9巻 揃価格 

同時１アクセス(本体) ：  ¥75,900  

同時３アクセス(本体) ： ¥113,850  

＜商品コード 1014015426＞ 

詩と民謡 1 （第1巻） 

収録作品＝『枯草』／『都会と田園』／『別後』／『沙上の夢』／『極楽とんぼ』
／『雨情民謡百篇』／『のきばすずめ』／『おさんだいしよさま』／他。解説･伊
藤信吉／解題･槍田良枝。 

詩と民謡 2 （第2巻） 

生前最後の作品集『草の花』および、問題作「自由の使命者」｢惰眠の国の貧
民よ」等の初期作品を含む未刊の詩･民謡作品を年代順に収録する。解説･
秋山清／解題･槍田良枝。 

童謡 1 （第3巻） 

生前に刊行された四冊の童謡集『十五夜お月さん』『青い眼の人形』『螢の灯
台』『朝おき雀』を収録する。代表的な童謡作品が数多く含まれた決定版。解
説･大岡信／解題･野口存彌。 

童謡 2 （第4巻） 

既刊の童謡集には未収録だが、人口に膾炙した「黄金虫」｢シャボン玉」｢あの
町この町」｢證城寺の狸囃」等の名篇を収めた雨情童謡の真骨頂。解説･長島
和太郎／解題･野口存彌。 

地方民謡 （第5巻） 

民謡集『波浮の港』のほか、雨情が全国をめぐり歩いて作詞した膨大な地方
民謡を都道府県別に収録する。現在も唄いつがれている民謡も数多い。解
説･小島美子／解題･東道人。 

童話・随筆・エッセイ・小品 （第6巻） 

唯一の長篇童話『愛の歌』をはじめ、初期の創作的小品、さらには新聞･雑誌
に書かれ、散逸したままになっていた随筆やエッセイを収集･編集。解説･久
保喬／解題･野口存彌。 

童謡論・民謡論 1 （第7巻） 

絶頂期の童謡論、『童謡作法問答』『童謡十講』『童謡教育論』『童謡と児童の
教育』を収録。雨情童謡の成り立ち、方法を豊富な例をあげて説明。解説･住
井すゑ／解題･槍田良枝。 

童謡論・民謡論 2 （第8巻） 

後期雨情の本格的な童謡論･民謡論、『童謡作法講話』『民謡と童謡の作りや
う』『童謡と童心芸術』『児童文芸の使命』等を収録。年譜･索引付。解説･粟津
則雄／解題･野口存彌。 

補遺・書簡 （補巻） 

雨情没後50年を経て近年発見され、87年に完結した全８巻の定本には未収
録の童謡・民謡、論文、エッセイ、雑誌へのアンケート回答、書簡を残らず収
録する。編・野口存彌 
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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 

応答する呼びかけ 
 ―言葉の文学的次元から他者関係の次元へ― 

湯浅 博雄 2009 9784624932589 ¥6,160  ¥9,240  1014021697 

メタ構想力 ―ヴィーコ・マルクス・アーレント― 木前 利秋 2008 9784624932572 ¥6,160  ¥9,240  1014021734 

無調のアンサンブル  上村 忠男 2007 9784624932565 ¥6,160  ¥9,240  1014021732 

超越と横断 ―言説のヘテロトピアへ― 上村 忠男 2002 9784624932497 ¥6,160  ¥9,240  1014021731 

反復論序説  湯浅 博雄 1996 9784624932350 ¥6,160  ¥9,240  1014021696 

ヘテロトピアの思考  上村 忠男 1996 9784624932336 ¥6,160  ¥9,240  1014021729 

歴史家と母たち ―カルロ・ギンズブルグ論― 上村 忠男 1994 9784624932220 ¥6,160  ¥9,240  1014021730 

他者と共同体  湯浅 博雄 1992 9784624932121 ¥7,480  ¥11,220  1014021695 

巨人の肩の上で ―法の社会理論と現代― 河上 倫逸 1990 9784624932077 ¥6,160  ¥9,240  1014021720 

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 

日記Ｉ （1） 1971 9784624900014 ¥22,000  ¥33,000  1014015381 

日記II （2） 1971 9784624900021 ¥22,000  ¥33,000  1014015382 

日記III （3） 1972 9784624900038 ¥22,000  ¥33,000  1014015383 

日記IV （4） 1973 9784624900045 ¥19,800  ¥29,700  1014015384 

地誌Ｉ （5） 1975 9784624900052 ¥22,000  ¥33,000  1014015385 

地誌II （6） 1976 9784624900069 ¥27,500  ¥41,250  1014015386 

地誌III （7） 1978 9784624900076 ¥24,200  ¥36,300  1014015387 

地誌IV （8） 1979 9784624900083 ¥24,200  ¥36,300  1014015388 

民俗･考古図 （9） 1973 9784624900090 ¥24,200  ¥36,300  1014015389 

随筆 （10） 1974 9784624900106 ¥26,400  ¥39,600  1014015390 

雑纂Ｉ （11） 1980 9784624900113 ¥28,600  ¥42,900  1014015391 

雑纂II （12） 1981 9784624900120 ¥26,400  ¥39,600  1014015392 

菅江真澄研究 （別巻） 1977 -  ¥26,400  ¥39,600  1014015393 

菅江 真澄 著 
菅江真澄全集  
全13巻 揃価格 

同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 商品コード 

¥315,700  ¥473,550  1014015394 

菅江真澄全集  全 1 3巻  

ポイエーシス叢書  
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ブレヒ ト戯曲全集  全 9巻  
ベルトルト・ブレヒト  著 

ブレヒト戯曲全集 （第1巻） 冊子版ISBN 9784624932718  

発行年 1998 商品コード 1014015427 
ブレヒト初期の代表的な三作品「バール」｢夜うつ太鼓」｢都会のジャングル」と
創作時期がほとんど重なっており、｢叙事詩演劇」への出発点ともなった「イン
グランドのエドワード二世の生涯」を収録する。 

ブレヒト戯曲全集 （第2巻） 冊子版ISBN 9784624932725  

発行年 1998 商品コード 1014015428 
「男は男だ」以後の作品で、｢三文オペラ」｢マハゴニー市の興亡」などの音楽
劇を中心に収録する。亡命初期の作品でやはり音楽劇の「小市民七つの大
罪」もここに収める。 

ブレヒト戯曲全集 （第3巻） 冊子版ISBN 9784624932732  

発行年 1998 商品コード 1014015429 
マルクス主義の影響を受けた政治的傾向の強い作品「屠殺場の聖ヨハン」
｢母」｢丸頭ととんがり頭」を収録する。｢丸頭と～」はヒトラーの人種理論をふま
えた寓意劇で、｢異化」という概念が最初に用いられた作品。 

ブレヒト戯曲全集 （第4巻） 冊子版ISBN 9784624932749  

発行年 1998 商品コード 1014015430 
デンマーク亡命中の作品が中心で、ファシズムにたいする武器としての「第三
帝国の恐怖と悲惨」｢カラールのおかみさんの鉄砲」のほか、ブレヒトの代表作
「ガリレイの生涯｣、ラジオドラマ「ルクルスの審問」を収録する。 

ブレヒト戯曲全集 （第5巻） 冊子版ISBN 9784624932756  

発行年 1999 商品コード 1014015431 
デンマークを追われ、スウェーデン、フィンランドと転々とした時代の典型的な
ブレヒト劇ともいえる代表作三点、｢肝っ玉おっ母とその子供たち」｢ゼチュアン
の善人」｢プンティラ旦那と下男のマッティ」を収録する。 

ブレヒト戯曲全集 （第6巻） 冊子版ISBN 9784624932763  

発行年 1999 商品コード 1014015432 
アメリカ亡命中の代表作「アルトゥロ・ウイの興隆」｢シモーヌ・マシャールの幻
覚」｢第二次大戦のシュヴェイク」のほか、デンマーク時代に書かれた教育劇
的作品「ダンゼン 」｢鉄はいくらか」もここに収録する。 

ブレヒト戯曲全集 （第7巻） 冊子版ISBN 9784624932770  

発行年 1998 商品コード 1014015433 
アメリカ亡命中の作品「コーカサスの白墨の輪」のほか、ヨーロッパに戻ってか
らの作品「コミューンの日々」｢トゥランドット 姫一名 三百代言の学者」を収録。
ベルリナー・アンサンブルを結成し、劇場の実際に触れた時期。 

ブレヒト戯曲全集 （第8巻） 冊子版ISBN 9784624932787  

発行年 1999 商品コード 1014015434 
初期の笑劇を含めた一幕物｢〔小市民の〕結婚式」「乞食一名死んだ犬」「悪魔
祓い」「闇の光明」「魚獲り」のほか、ブレヒトが未来形の演劇と呼んだ教育劇
「リンドバークたちの飛行」「イエスマン ノーマン」など計12篇を収録。 

ブレヒト戯曲全集 （別巻） 冊子版ISBN 9784624932794  

発行年 2001 商品コード 1014015435 
昨年末に完結した岩淵達治個人全集訳『ブレヒト戯曲全集』全８巻は、2000年の度湯浅芳
子賞、翻訳文化賞、レッシング賞などを受賞した。本巻は、そのなかに収録されなかった
が、ブレヒトの仕事のうえでも重要な上演用改作劇「ソポクレスのアンティーゴネ」「家庭教
師」「コリオラーヌス」「太鼓とらっぱ（鳴物入り）」の４篇を収録する。 

ブレヒト戯曲全集 （第1巻） 冊子版ISBN 9784624932718  

発行年 1998 商品コード 1014015427 

ブレヒト初期の代表的な三作品「バール」｢夜うつ太鼓」｢都会のジャングル」と
創作時期がほとんど重なっており、｢叙事詩演劇」への出発点ともなった「イン
グランドのエドワード二世の生涯」を収録する。 

ブレヒト戯曲全集 （第2巻） 冊子版ISBN 9784624932725  

発行年 1998 商品コード 1014015428 

「男は男だ」以後の作品で、｢三文オペラ」｢マハゴニー市の興亡」などの音楽
劇を中心に収録する。亡命初期の作品でやはり音楽劇の「小市民七つの大
罪」もここに収める。 

ブレヒト戯曲全集 （第3巻） 冊子版ISBN 9784624932732  

発行年 1998 商品コード 1014015429 

マルクス主義の影響を受けた政治的傾向の強い作品「屠殺場の聖ヨハン」
｢母」｢丸頭ととんがり頭」を収録する。｢丸頭と～」はヒトラーの人種理論をふま
えた寓意劇で、｢異化」という概念が最初に用いられた作品。 

ブレヒト戯曲全集 （第4巻） 冊子版ISBN 9784624932749  

発行年 1998 商品コード 1014015430 

デンマーク亡命中の作品が中心で、ファシズムにたいする武器としての「第三
帝国の恐怖と悲惨」｢カラールのおかみさんの鉄砲」のほか、ブレヒトの代表
作「ガリレイの生涯｣、ラジオドラマ「ルクルスの審問」を収録する。 

ブレヒト戯曲全集 （第5巻） 冊子版ISBN 9784624932756  

発行年 1999 商品コード 1014015431 

デンマークを追われ、スウェーデン、フィンランドと転々とした時代の典型的な
ブレヒト劇ともいえる代表作三点、｢肝っ玉おっ母とその子供たち」｢ゼチュアン
の善人」｢プンティラ旦那と下男のマッティ」を収録する。 

ブレヒト戯曲全集 （第6巻） 冊子版ISBN 9784624932763  

発行年 1999 商品コード 1014015432 

アメリカ亡命中の代表作「アルトゥロ・ウイの興隆」｢シモーヌ・マシャールの幻
覚」｢第二次大戦のシュヴェイク」のほか、デンマーク時代に書かれた教育劇
的作品「ダンゼン 」｢鉄はいくらか」もここに収録する。 

ブレヒト戯曲全集 （第7巻） 冊子版ISBN 9784624932770  

発行年 1998 商品コード 1014015433 

アメリカ亡命中の作品「コーカサスの白墨の輪」のほか、ヨーロッパに戻って
からの作品「コミューンの日々」｢トゥランドット 姫一名 三百代言の学者」を
収録。ベルリナー・アンサンブルを結成し、劇場の実際に触れた時期。 

ブレヒト戯曲全集 （第8巻） 冊子版ISBN 9784624932787  

発行年 1999 商品コード 1014015434 

初期の笑劇を含めた一幕物｢〔小市民の〕結婚式」「乞食一名死んだ犬」「悪魔
祓い」「闇の光明」「魚獲り」のほか、ブレヒトが未来形の演劇と呼んだ教育劇
「リンドバークたちの飛行」「イエスマン ノーマン」など計12篇を収録。 

ブレヒト戯曲全集 （別巻） 冊子版ISBN 9784624932794  

発行年 2001 商品コード 1014015435 

昨年末に完結した岩淵達治個人全集訳『ブレヒト戯曲全集』全８巻は、2000年
の度湯浅芳子賞、翻訳文化賞、レッシング賞などを受賞した。本巻は、そのな
かに収録されなかったが、ブレヒトの仕事のうえでも重要な上演用改作劇「ソ
ポクレスのアンティーゴネ」「家庭教師」「コリオラーヌス」「太鼓とらっぱ（鳴物
入り）」の４篇を収録する。 

ブレヒト戯曲全集 
全9巻 揃価格 

同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 商品コード 

¥77,880  ¥116,820  1014015436 

各巻価格 
(※３・４巻のみ 

同時１アクセス(本体) ：¥8,360 
同時１アクセス(本体) ：¥9,680 

同時３アクセス(本体) ：¥12,540  
  同時３アクセス(本体) ：¥14,520 ) 
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その他民俗学・地域社会関連  

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 

オキナワ、イメージの縁 (エッジ) 仲里 効 2007 9784624111953 ¥3,300  ¥4,950  1014021680 

東エルベ・ドイツにおける農業労働者
の状態 

マックス・ウェー
バー 

2003 9784624321680 ¥6,160  ¥9,240  1014021736 

上総掘りの民俗 ―民俗技術論の課題
―（ニュー・フォークロア双書） 

大島 暁雄 1986 9784624220228 ¥6,160  ¥9,240  1014021758 

日本文化の古層 A.スラヴィク 1984 9784624200459 ¥7,480  ¥11,220  1014021755 

きじや ―轆轤師制度の研究― 杉本 壽 1984 9784624720186 ¥7,480  ¥11,220  1014021762 

樹木風土記 ―木と日本人― 姫田 忠義 1980 9784624220037 ¥6,160  ¥9,240  1014021757 

一つの日本文化論  
―柳田國男に関連して― 

有賀 喜左衛門 1976 9784624220068 ¥4,620  ¥6,930  1014021763 

沖縄池間島民俗誌 野口 武徳 1972 9784624200473 ¥8,250  ¥12,375  1014021761 

2018年1月 
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芸術関連  

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 

ことばと精神 ―粟津則雄講演集― 2009 9784624601027 ¥5,280  ¥7,920  1014021700 

幻視と造形 1991 9784624710583 ¥8,250  ¥12,375  1014021698 

眼とかたち 1988 9784624710514 ¥5,280  ¥7,920  1014021699 

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 

ブリューゲル探訪  
 ―民衆文化のエネルギー― 

2008 9784624710866 ¥10,560  ¥15,840  1014021692 

シャボン玉の図像学 1999 9784624710668 ¥13,200  ¥19,800  1014021691 

ブリューゲルの「子供の遊戯」  
 ―遊びの図像学― 

1989 9784624710521 ¥16,500  ¥24,750  1014021690 

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 

俳優の仕事 3冊 揃価格 ￥31,900 ￥47,850 - 

俳優の仕事 
 ―俳優教育システム―（第1部） 

2008 9784624700904 ¥11,000  ¥16,500  1014021687 

俳優の仕事 
  ―俳優教育システム―（第2部） 

2008 9784624700911 ¥11,000  ¥16,500  1014021688 

俳優の仕事 
 ―俳優の役に対する仕事―（第3部） 

2009 9784624700935 ¥9,900  ¥14,850  1014021689 

◆ 粟津 則雄 著 

◆ 森 洋子 著 

◆ コンスタンチン・スタニスラフスキー 著 

フォトネシア ―眼の回帰線・沖縄― 
同時1アクセス(本体) ¥5,720 

同時3アクセス(本体) ¥8,580 

著編者名 仲里 効 冊子版ISBN 9784624710927  

発行年 2009 商品コード 1014021693 

比嘉康雄、中平卓馬らの南島から、あるいは、南島への熱きまなざしの交叉を通して、激動の戦後沖縄を問いただし、現代日本の写真
シーンに挑む。批評的視点から切り込む、本格的沖縄写真家論。 

美術史の7つの顔 ―Vel?zquez Rembrandt Pablo Picasso Otto 

Dix Alberto Giacometti Francis Bacon Andy Warhol― 

同時1アクセス(本体) ¥3,960 

同時3アクセス(本体) ¥5,940 

著編者名 小林 康夫 冊子版ISBN 9784624710880  

発行年 2005 商品コード 1014021676 

絵画は顔をいかに描きうるのか。ベラスケス、レンブラント、ピカソ、ディックス、ジャコメッティ、ベイコン、ウォーホル。７つの作品の分析
をつうじて、絵画の問いと顔の謎に迫る。表象文化論的アプローチによる絵画批評。 

コメディア・デラルテ 
同時1アクセス(本体) ¥6,160 

同時3アクセス(本体) ¥9,240 

著編者名 コンスタン・ミック 冊子版ISBN 9784624700607  

発行年 1987 商品コード 1014021751 

イタリアに淵源するコメディア・デラルテは道化の身ぶりと仮面使用を特徴とした即興劇である。本書は豊かな民衆演劇の本格的な最初
の論集であり、最重要基本文献の一つである。 
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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 

出版のためのテキスト実践技法 ３冊 揃価格 ￥8,580 ￥12,870 - 

出版のためのテキスト実践技法 （総集篇） 2009 9784624000240 ¥3,960  ¥5,940  1014021694 

出版のためのテキスト実践技法 （編集篇） 2002 9784624000226 ¥2,640  ¥3,960  1014021679 

出版のためのテキスト実践技法 （執筆篇） 2001 9784624000219 ¥1,980  ¥2,970  1014021678 

出版のためのテキスト実践技法  

西谷 能英 著 

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 

哲学と大学 （UTCP叢書） 西山 雄二 2009 9784624011796 ¥5,280  ¥7,920  1014021749 

共生のための技術哲学 
 ―「ユニバーサルデザイン」という思想―（UTCP叢書） 

村田 純一 2006 9784624011734 ¥2,970  ¥4,455  1014021673 

いま、哲学とはなにか （UTCP叢書） 小林 康夫 2006 9784624011710 ¥3,080  ¥4,620  1014021674 

21世紀における芸術の役割 
 ―神奈川県立音楽堂シンポジウムの記録― 

小林 康夫 2006 9784624710903 ¥4,180  ¥6,270  1014021675 

表象の光学 小林 康夫 2003 9784624011642 ¥4,180  ¥6,270  1014021677 

国民革命幻想 
 ―デ・サンクティスからグラムシへ―（転換期を読む） 

上村 忠男 2000 9784624934255 ¥3,300  ¥4,950  1014021733 

◆田中 浩 著 

哲学・思想関連  

思想学の現在と未来 （現代世界 : その思想と歴史） 
同時1アクセス(本体) ¥5,280 

同時3アクセス(本体) ¥7,920 

著編者名 田中 浩 冊子版ISBN 9784624301088  

発行年 2009 商品コード 1014021718 

来たるべき社会の基礎となる社会科学的方法論の課題を、第一線で活躍する１２人が「思想学」の観点から論じる。自
由思想、啓蒙思想から神学、経済学まで多彩な視座より先哲の歩みを分析し、思想研究の未来を探る。 

長谷川如是閑研究序説 
 ―「社会派ジャーナリスト」の誕生― 

同時1アクセス(本体) ¥6,160 

同時3アクセス(本体) ¥9,240 

著編者名 田中 浩 冊子版ISBN 9784624300654  

発行年 1989 商品コード 1014021717 

明治・大正・昭和の三代にわたり代表的知識人・ジャーナリストとして活躍した反骨の思想家の膨大な仕事を整理・分析
した恰好の如是閑入門書。 

出版のための原稿作成から刊行にいたる作業の効率化と、コスト削減に役立つテキスト処理の技法を提
言。原稿執筆にあたって心がけてほしいポイントをわかりやすく解説。（総集篇） 
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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 

討議と人権 ―ハーバーマスの討議理論における正統性の問題― 内村 博信 2009 9784624011802 ￥8,250 ￥12,375 1014021738 

公共善の政治学 ―ウェーバー政治思想の原理論的再構成― 雀部 幸隆 2007 9784624301057 ￥9,680 ￥14,520 1014021739 

現代政治の思想と行動 （新装版） 丸山 真男 2006 9784624301033 ￥5,280 ￥7,920 1014021672 

プロテスタンティズムの倫理と資本主義の《精神》 
マックス・ウェー
バー 

1994 9784624011253 ￥10,560 ￥15,840 1014021735 

マックス・ウェーバー基礎研究序説 折原 浩 1988 9784624400309 ￥8,250 ￥12,375 1014021760 

官僚制 ―現代における論理と倫理― 三戸 公 1973 9784624400033 ￥8,250 ￥12,375 1014021753 

ドラッカー ―自由・社会・管理― 三戸 公 1971 9784624320478 ￥7,480 ￥11,220 1014021752 

危機における人間と学問 ―マージナル・マンの理論とウェーバー
像の変貌― 

折原 浩 1969 9784624010218 ￥7,480 ￥11,220 1014021754 

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 

ヨーロッパ法と普遍法 
 ―諸世界システムの共存― 

2009 9784624301101 ¥5,280  ¥7,920  1014021727 

法史学者の課題 2004 9784624301026 ¥5,500  ¥8,250  1014021722 

社会システム論と法の歴史と現在 1991 9784624011024 ¥8,250  ¥12,375  1014021726 

法制化とコミュニケイション的行為 
 ―ハーバーマス・シンポジウム― 

1987 9784624010850 ¥5,280  ¥7,920  1014021724 

◆河上 倫逸 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 

独裁 ―近代主権論の起源からプロレ
タリア階級闘争まで― 

1991 9784624300708 ￥6,160 ￥9,240 1014021684 

合法性と正当性  
 ―〔付〕中性化と非政治化の時代― 

1983 9784624300395 ￥3,960 ￥5,940 1014021686 

政治的ロマン主義 1982 9784624300371 ￥4,400 ￥6,600 1014021685 

大統領の独裁 
 ―「付」憲法の番人(1929年版)― 

1974 9784624300166 ￥4,400 ￥6,600 1014021683 

政治神学 1971 9784624300135 ￥3,960 ￥5,940 1014021682 

政治的なものの概念 1970 9784624300128 ￥2,860 ￥4,290 1014021681 

◆カール・シュミット 著 

思想学事始め  
 ―戦後社会科学形成史の一断面― 

同時1アクセス(本体) ¥7,480 

同時3アクセス(本体) ¥11,220 

冊子版ISBN 9784624301040  

発行年 2006 商品コード 1014021715 

ホッブズ、カール・シュミット、長谷川如是閑の研究を中心としたみずからの学問形成をつうじて、戦後日本の社会科学
に深く関与した政治学者の自伝的回顧。著者の幅広い知的交友から、知的ネットワークの俯瞰図が浮かび上がる。 

カール・シュミット ―魔性の政治学― 

同時1アクセス(本体) ¥6,160 

同時3アクセス(本体) ¥9,240 

冊子版ISBN 9784624300746  

発行年 1992 商品コード 1014021716 

世界的な政治学者・公法学者であり、ナチのイデオローグでもあったシュミットの主要著作を分析しつつ、その思想の
射程と問題点を鋭く批判的に論究した、シュミット政治学解体の書。危機の思想家の全体像を浮きぼりにする。 

政治・社会関連  
◆田中 浩 著 
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