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好評配信中タイトル 

現代史資料 + 続・現代史資料シリーズ 

現代史資料 + 続・現代史資料  
全58巻セット価格  

同時1アクセス 
（本体） 

同時3アクセス 
（本体） 

商品コード 

¥902,000 ¥1,353,000 1015945642 

続・現代史資料 （全12巻） （分売可） 

同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 商品コード 

¥178,200 ¥267,300 1015945641 

日本の現代における権力と自由の問題への再考をうながす、最上のドキュメント集成。 
『現代史資料』は、戦前から戦中にかけての日本現代史を知る上での基礎となる資料を、系統的に収録・
編纂したものです。その主要部分は、国家の「極秘」とされ、それまで研究者にも一般にも知られていなかっ
たものから成っています。コピー機の普及も、情報公開の制度もいまだない時期に、旧体制崩壊の後に生
まれた空隙に散逸の運命にさらされ、あるいは秘匿されようとしていた極秘の記録や文書類を追い、また占
領下において連合国軍に没収され海外に持ち去られた資料を探り、その収集に十年の歳月を重ねました。 
『現代史資料』全45巻・別巻1（1962‐85）の完結後、新集の未公開資料により、現代史のさらに新
たな領域を照射する『続・現代史資料』全12巻を企画・編集し、1982年より刊行を開始し1996年に完
結しました。 

現代史資料 （全45巻＋別巻1）  （分売可） 

同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 商品コード 

¥723,800 ¥1,085,700 1015945582 

各巻の詳細に関しましてはお問い合わせください。 

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

反ユダヤ主義 新版（1） 9784622086253 ¥14,850 ¥22,275 1026634642 

帝国主義 新版（2） 9784622086260 ¥15,840 ¥23,760 1026634643 

全体主義 新版（3） 9784622086277 ¥15,840 ¥23,760 1026634644 

2018年 新規配信タイトル 

2017年発行 

全体主義の起源 全3冊揃価格（分売可） 
同時1アクセス（本体） ¥46,530 
同時3アクセス（本体） ¥69,795 

ハンナ・アーレント著作タイトル 

エルサレムのアイヒマン  
―悪の陳腐さについての報告―新版  

発行年 2017 

同時1アクセス 
（本体） 

¥14,520 冊子版ISBN 9784622086284  

同時3アクセス 
（本体） 

¥21,780 商品コード 1026634645 

アイヒマン裁判に著者が見、
考え、判断したことは？ 
現代史・政治学・アーレン
ト研究の現在から、邦訳旧
版に大幅に手を加えた新版。 

大人気ベストセラー 

大脱出 ―健康、お金、格差の起原― 

著編者名 アンガス・ディートン 発行年 2014 
同時1アクセス（本体） ¥12,540 冊子版ISBN 9784622078708  
同時3アクセス（本体） ¥18,810 商品コード 1016669584 

30年以上にわたって開発経済学の最前線を走り続けてきた著者が、ウィットにあふれる文
章で人間の健康と経済成長の様々な関係を解き明かす〈保健と富の経済学〉。 

著編者名 トマ・ピケティ 発行年 2014 
同時1アクセス（本体） ¥18,150 冊子版ISBN 9784622078760  
同時3アクセス（本体） ¥27,225 商品コード 1017162581 

21世紀の資本 

格差は長期的にはどのように変化してきたのか？ 資本の蓄積と分配は何によって決定づけられているのか？ 
所得格差と経済成長は、今後どうなるのか？ 決定的に重要なこれらの問題を、18世紀にまでさかのぼる詳
細なデータと、明晰な理論によって解き明かす。格差をめぐる議論に大変革をもたらしつつある、世界的ベスト
セラー。「本書は……この十年で、最も重要な経済学書になるといっても過言ではない」ポール・クルーグマン。
   

全体主義の起源 全3巻 
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2018年 新規配信タイトル 

老年という海をゆく ―看取り医の回想とこれから― 

著編者名 大井 玄 発行年 2018 

同時1アクセス（本体） ¥8,099 冊子版ISBN 9784622086680  

同時3アクセス（本体） ¥12,149 商品コード 1028301455 
認知症は病気ではなく、老耄の現われ。老耄はおだやかに死ぬための自然の恵み。人間の
生老病死を見つめてきた看取り医による、超高齢社会へ向けての人生賛歌。 

公共図書館の冒険 ―未来につながるヒストリー― 

著編者名 柳 与志夫 発行年 2018 

同時1アクセス（本体） ¥10,499 冊子版ISBN 9784622086826  

同時3アクセス（本体） ¥15,749 商品コード 1028301456 
公共図書館は何をしてきたか、何ができるのか。装備、図書館員、貸出カウンター、出版業界
など、多様なテーマから歴史を見直し、「もうひとつの」可能性を考える。 

憲法9条へのカタバシス 
著編者名 木庭 顕 発行年 2018 

同時1アクセス（本体） ¥13,799 冊子版ISBN 9784622086734  

同時3アクセス（本体） ¥20,699 商品コード 1028301457 
精緻な9条2項論、ソクラテス・メソッドを駆使して説く憲法改正問題、近代市民社会の基底を問う圧巻の
漱石・鴎外論、通説を鮮やかに覆すホッブズ論まで、ローマ法学者が見透す9条の構造。 

戦争文化と愛国心 ―非戦を考える― 

著編者名 海老坂 武 発行年 2018 

同時1アクセス（本体） ¥11,399 冊子版ISBN 9784622085188  

同時3アクセス（本体） ¥17,099 商品コード 1028063209 
戦後の厭戦と反戦の雰囲気から、少しずつ、少しずつ、何がどう変わって、いまの日本になっ
たのか。細部に宿る“戦争文化”とたたかうために、私たちに何ができるのか。 

憎しみに抗って ―不純なものへの賛歌― 

著編者名 カロリン・エムケ 発行年 2018 

同時1アクセス（本体） ¥11,880 冊子版ISBN 9784622086703  

同時3アクセス（本体） ¥17,820 商品コード 1028063210 
なぜ世界中で、他者への集団的な憎しみが高まっているのだろう。そこから自由になるために
は。難民政策に揺れるドイツでベストセラーになった、世界を読むための必読書。 

廣松渉の思想 ―内在のダイナミズム― 

著編者名 渡辺 恭彦 発行年 2018 

同時1アクセス（本体） ¥17,399 冊子版ISBN 9784622086819  

同時3アクセス（本体） ¥26,099 商品コード 1027882406 
1960年代以後、日本の思想・哲学に大きな影響力をもった廣松渉(1933‐94)。この独自な哲学者の人と
思想と時代と影響関係の全体を思想史上に位置づけ、その思考過程を精密に追跡した、気鋭の書。 
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知性改善論 ; 神、人間とそのさいわいについての短論文 

著編者名 スピノザ 発行年 2018 

同時1アクセス（本体） ¥23,399 冊子版ISBN 9784622083481  

同時3アクセス（本体） ¥35,099 商品コード 1027882407 
ユダヤ人社会から追放されたスピノザの出発点となる両著作（ラテン語、オランダ語）が、最新
の研究を踏まえて50年ぶりに新訳・詳注。 

沖縄憲法なき戦後 ―講和条約三条と日本の安全保障― 

著編者名 古関 彰一 発行年 2018 

同時1アクセス（本体） ¥10,199 冊子版ISBN 9784622086765  

同時3アクセス（本体） ¥15,299 商品コード 1027882408 
沖縄が「基地の島」になったのは、日米両国の思惑によって「無憲法の島」に追いやられたか
らだ。その歴史と論理を、憲法と外交史の双方向から解き明かす。 

コリアン・シネマ ―北朝鮮・韓国・トランスナショナル― 

著編者名 イ  ヒャンジン 発行年 2018 

同時1アクセス（本体） ¥19,800 冊子版ISBN 9784622086642  

同時3アクセス（本体） ¥29,700 商品コード 1027882409 
「春香伝」映画から『血の海』『月尾島』『南部軍』『オールド・ボーイ』『下女』『ナヌムの家』『オク
ジャ』まで縦横無尽に論じ、コリアンのアイデンティティを探る。 

石を聴く ―イサム・ノグチの芸術と生涯― 

著編者名 ヘイデン・ヘレーラ 発行年 2018 

同時1アクセス（本体） ¥22,440 冊子版ISBN 9784622086758  

同時3アクセス（本体） ¥33,660 商品コード 1027882410 
20世紀の世界的彫刻家の波瀾万丈の生涯をたどり、庭園から家具・照明まで多ジャンルにわ
たる作品の誕生を解き明かした評伝の決定版。 

ハリウッド映画と聖書 
著編者名 アデル・ラインハルツ 発行年 2018 

同時1アクセス（本体） ¥15,840 冊子版ISBN 9784622086772  

同時3アクセス（本体） ¥23,760 商品コード 1027882411 
ピューリタンが創建した国アメリカで、あまたある映画が聖書を利用してきた。神と人と宇宙の
ドラマが社会を映し出す。聖書学者が映画から読み解く文化の深層。 

「電気ショック」の時代 ―ニューロモデュレーションの系譜― 

著編者名 エドワード・ショーター 発行年 2018 

同時1アクセス（本体） ¥19,140 冊子版ISBN 9784622086789  

同時3アクセス（本体） ¥28,710 商品コード 1027882412 
“電気ショック”は精神疾患を治せるか? 電気けいれん療法をはじめとする身体療法の開拓者
たちの証言と膨大な資料から、「ショック療法」の虚像と実像を峻別する。 

2018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 

ウェルス・マネジャー富裕層の金庫番 ―世界トップ1%の資産防衛― ブルック・ハリントン 2018 9784622086802 ¥12,540 ¥18,810 1027882413 

外地巡礼 ―「越境的」日本語文学論― 西 成彦 2018 9784622086321 ¥12,599 ¥18,899 1027659359 

日米地位協定 ―その歴史と現在 (いま)― 明田川 融 2017 9784622086475 ¥10,799 ¥16,199 1027659356 

ジェネリック ―それは新薬と同じなのか― ジェレミー・A.グリーン 2017 9784622086512 ¥15,180 ¥22,770 1027659357 

ハッパノミクス ―麻薬カルテルの経済学― トム・ウェインライト 2017 9784622086635 ¥9,240 ¥13,860 1027659358 

歴史家の展望鏡 山内 昌之 2017 9784622085607 ¥10,199 ¥15,299 1027441275 

情報リテラシーのための図書館 ―日本の教育制度と図書館の改革― 根本 彰 2017 9784622086505 ¥8,099 ¥12,149 1027441276 

イングリッシュネス ―英国人のふるまいのルール― ケイト・フォックス 2017 9784622086604 ¥10,560 ¥15,840 1027441277 

先駆者ゴッホ ―印象派を超えて現代へ― 小林 英樹 2017 9784622086451 ¥14,399 ¥21,599 1027296229 

「内なる外国人」 ―A病院症例記録― 北山 修 2017 9784622086598 ¥8,999 ¥13,499 1027296230 

サルは大西洋を渡った ―奇跡的な航海が生んだ進化史― アラン・デケイロス 2017 9784622086499 ¥12,540 ¥18,810 1027296231 

幕末的思考 野口 良平 2017 9784622086529 ¥10,799 ¥16,199 1027296232 

例外時代 ―高度成長はいかに特殊であったのか― マルク・レヴィンソン 2017 9784622086536 ¥12,540 ¥18,810 1027296233 

ヴィーコ論集成 上村 忠男 2017 9784622086659 ¥29,999 ¥44,999 1027296234 

ライフ・プロジェクト ―7万人の一生からわかったこと― ヘレン・ピアソン 2017 9784622086406 ¥15,180 ¥22,770 1027116470 

完訳天球回転論 ―コペルニクス天文学集成― コペルニクス 2017 9784622086314 ¥47,999 ¥71,999 1027116471 

最後のソ連世代 ―ブレジネフからペレストロイカまで― アレクセイ・ユルチャク 2017 9784622086420 ¥20,460 ¥30,690 1027116472 

アメリカを探る ―自然と作為― 斎藤 真 2017 9784622086444 ¥16,500 ¥24,750 1027116473 

ゲームライフ ―ぼくは黎明期のゲームに大事なことを教わった― マイケル・W・クルーン 2017 9784622086482 ¥8,580 ¥12,870 1027116474 

インディオ社会史 ―アンデス植民地時代を生きた人々― 網野 徹哉 2017 9784622086307 ¥16,500 ¥24,750 1026888873 

予期せぬ瞬間 ―医療の不完全さは乗り越えられるか― アトゥール・ガワンデ 2017 9784622086390 ¥9,240 ¥13,860 1026888874 

レーナの日記 ―レニングラード包囲戦を生きた少女― エレーナ・ムーヒナ 2017 9784622086413 ¥11,220 ¥16,830 1026888875 

映画とキリスト 岡田 温司 2017 9784622086246 ¥11,999 ¥17,999 1026634641 

精神の革命 ―急進的啓蒙と近代民主主義の知的起源― ジョナサン・イスラエル 2017 9784622086147 ¥16,500 ¥24,750 1026405237 

人はなぜ太りやすいのか ―肥満の進化生物学― マイケル・L・パワー 2017 9784622085539 ¥13,860 ¥20,790 1026405238 

日本のルィセンコ論争 新版 中村 禎里 2017 9784622086208 ¥11,399 ¥17,099 1026405239 

日本の長い戦後 ―敗戦の記憶・トラウマはどう語り継がれているか― 橋本 明子 2017 9784622086215 ¥11,880 ¥17,820 1026405240 

交換・権力・文化 ―ひとつの日本中世社会論― 桜井 英治 2017 9784622086116 ¥15,599 ¥23,399 1025881742 

大不平等 ―エレファントカーブが予測する未来― ブランコ・ミラノヴィッチ 2017 9784622086130 ¥10,560 ¥15,840 1025881743 

ピネベルク、明日はどうする!? ハンス・ファラダ 2017 9784622085942 ¥10,799 ¥16,199 1025881744 

2018年 新規配信タイトル 
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