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みすず書房は終戦の年、1945年の冬にその第一歩を踏み出しました。 

「みすず・刈る」は、信濃の荒野に生い茂る篠竹の 

すがたを見て、まだ文字もなかった頃の上代人が、 

思わず感動の歌ごえを唇にのぼせたもので、 

『万葉集』という歌の宝庫におさめられ、 

一千年ののちの私たちに、ふるくそして新しい響きを 

つたえております。この荒野に立つ人間の形姿は、 

「物」を「文」に化そうとする出版事業のシンボルとして、 

ふさわしく思われたのです。 

みすず書房から毎月の新刊に加え、 

『21世紀の資本』など人気タイトルや『ロマン・ロラン全集』、 

『現代史資料』全45巻などの大型タイトルも配信中でございます。 

人文科学・社会科学・自然科学・文学・芸術など、 

文化の全領域にわたり、好評書が多数ございますのでぜひご覧下さい！ 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160
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2019年新規配信タイトル  

中国はここにある ―貧しき人々のむれ― 

梁 鴻 著 

都市の繁栄と農村の荒廃。近代化の矛盾
に苦しむ農村に、現代中国の姿を浮かび上
がらせ、大きな感情のうねりを呼んだノンフィク
ション。人民文学賞ほか受賞。 

発行年 2018 

冊子版ISBN 9784622087212  

同時1アクセス(本体) ¥11,880 

同時3アクセス(本体) ¥17,820 

商品コード 1029502778 

生存する意識 ―植物状態の患者と対話する― 

エイドリアン・オーウェン 著 

そこは、意識がある/ないの二分法では捉え
きれない「グレイ・ゾーン」。「植物状態」と診
断された患者の脳が、問いかけにYesとNoで
答えた。緊迫の研究報告。 

発行年 2018 

冊子版ISBN 9784622087359  

同時1アクセス(本体) ¥9,240 

同時3アクセス(本体) ¥13,860 

商品コード 1029502777 

法に触れた少年の未来のために 

内田 博文 著 

少年法が改正され、厳罰化が進んでいる。
悪い子、弱い子、すべての子にセカンドチャン
スのある社会への道と連携のあり方とは。「人
間の尊厳」に基づく刑法学。 

発行年 2018 

冊子版ISBN 9784622087243  

同時1アクセス(本体) ¥13,200 

同時3アクセス(本体) ¥19,800 

商品コード 1029502776 
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ブルジョワ ―歴史と文学のあいだ― 

フランコ・モレッティ 著 

『遠読』の著者が、奔放かつ緻密な精読を
通して展開する、エンターテインメントとしての
歴史記述。人文学の破壊と再生を敢行す
る、新たな文学研究の試み。 

発行年 2018 

冊子版ISBN 9784622087236  

同時1アクセス(本体) ¥15,840 

同時3アクセス(本体) ¥23,760 

商品コード 1029502775 

Haruki Murakamiを読んでいるときに我々が
読んでいる者たち 

辛島 デイヴィッド 著 

村上春樹と英米出版界のスペシャリストたち
の冒険。A・バーンバウム、E・ルーク、L・アッ
シャー、J・ルービン、G・フィスケットジョン、チッ
プ・キッド…、そして村上春樹。Haruki 
Murakamiの世界への飛翔までの道のりを、
30余名へのインタビューをもとにたどる、異色
の文芸ドキュメント。 

発行年 2018 

冊子版ISBN 9784622087007  

同時1アクセス(本体) ¥9,599 

同時3アクセス(本体) ¥14,399 

商品コード 1029502774 

ヒトラーのモデルはアメリカだった 
 ―法システムによる「純血の追求」― 

ジェイムズ・Q.ウィットマン 著 

ナチスのニュルンベルク法を生み出したのは、
人種主義のリーダー、アメリカの法制度だった。
アメリカがヒトラーのジェノサイド政策に与えた
影響を、広範な史料から丹念に掘り起した
画期的業績。 

発行年 2018 

冊子版ISBN 9784622087250 

同時1アクセス(本体) ¥12,540 

同時3アクセス(本体) ¥18,810 

商品コード 1029502773 

2019年新規配信タイトル  
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心理療法の実践 

C.G.ユング 著 

他者の心に近づきたいと切実に願い、叶えた
とき、“近づいた者”の心には何が起きるのだ
ろうか。遺された臨床論から追体験する、心
理療法家・ユングが見た世界。 

発行年 2018 

冊子版ISBN 9784622087045  

同時1アクセス(本体) ¥10,199 

同時3アクセス(本体) ¥15,299 

商品コード 1029342076 

世界不平等レポート 2018 

ファクンド・アルヴァレド 著 

ベストセラー『21世紀の資本』を生み出したデータべース
を基に、不平等の最新動向を、全世界の100人以上
の研究者ネットワークを駆使して、隔年で報告する新た
な年鑑プロジェクトがスタートする。世界の所得と資産の
状況を、革新的な手法で網羅的に分析し、民主的な
議論に貢献する本シリーズは、研究者のみならず、政治、
社会に関心を寄せるあらゆる人々に必携の書となるだろ
う。図表多数。 

発行年 2018 

冊子版ISBN 9784622087151  

同時1アクセス(本体) ¥24,750 

同時3アクセス(本体) ¥37,125 

商品コード 1029342075 

羞恥 

チョン スチャン 著 

オリンピックの選手村建設予定地で、朝鮮戦
争にさかのぼる大量の人骨が出土した…。
経済至上主義のなかで、脱北者たちのささ
やかな倫理感が崩れ落ちていく。北朝鮮出
身の両親をもつ作家が韓国社会を凝視し、
衝撃を放った小説。 

発行年 2018 

冊子版ISBN 9784622087168  

同時1アクセス(本体) ¥9,900 

同時3アクセス(本体) ¥14,850 

商品コード 1029342074 

時の余白に 続 

芥川 喜好 著 

読売新聞に好評連載中の同名コラムの書籍化第
二弾。本書には、東日本大震災の秋から2017年
12月までの6年分を収載した。世相の片隅に息づい
ている美を手がかりに、廉直さを失った現代に鋭く警
世を発し、本当の豊かさとは何かを深沈と問いかける
70余篇。装画・丹阿弥丹羽子。 

発行年 2018 

冊子版ISBN 9784622087083  

同時1アクセス(本体) ¥8,399 

同時3アクセス(本体) ¥12,599 

商品コード 1029342073 

2019年新規配信タイトル  

5 

2019年2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。 

日本の精神鑑定 
 ―重要事件25の鑑定書と解説 : 1936-
1994―増補新版 

同時1アクセス(本体) ¥44,999 

同時3アクセス(本体) ¥67,499 

冊子版ISBN 9784622087663  

著編者名 福島 章 発行年 2018 商品コード 1029161044 

『日本の精神鑑定』（みすず書房、1973年）と『現代の精神鑑定』（金子書房、1999年）を併せて編集し一書とする。
阿部定事件から「連続射殺魔」少年事件、深川の通り魔事件まで25編。法曹界・精神医学関係・警察その他、必須の
資料集。 

中枢神経系 中世・近代篇 
 ―構造と機能 : 理論と学説の批判的歴史― 

同時1アクセス(本体) ¥49,999 

同時3アクセス(本体) ¥74,999 

冊子版ISBN 9784622087441  

著編者名 ジュール・スーリィ 発行年 2018 商品コード 1029161043 

いつから人間は「脳」や「神経」に注目するようになったのか。古代から19 世紀末までの膨大な学説を纏め上げた、フランス
の神経学者による世紀を越える金字塔的大著を公刊。「中世・近代篇」では、11世紀コンスタンティヌス・アフリカヌスからデ
カルト、カント、サルペトリエール学派をへてブロカの《大脳の機能局在の原理》、フリッチュ、ヒッツィヒまで。比類なき医学・科
学・哲学史の大古典、完結。 

人体の冒険者たち 
 ―解剖図に描ききれないからだの話― 

同時1アクセス(本体) ¥10,560 

同時3アクセス(本体) ¥15,840 

冊子版ISBN 9784622087175  

著編者名 ギャヴィン・フランシス 発行年 2018 商品コード 1029161042 

スコットランドの家庭医ギャヴィン・フランシスは、ときに救急医や従軍医として、さまざまな患者に出会ってきた。顔半分だけが麻痺した女性、
手のひらを釘で打ち抜いた大工さん、直腸にケチャップの瓶が入った男性…。本書はそんな患者たちとフランシス、そして人体の解明に挑んだ
偉人たちの冒険の物語だ。小説のようなケースヒストリーに古今東西の人体をめぐる逸話を交えた、読む人体図鑑とも呼べる医療エッセイ。
さあ、人体をめぐる旅に出よう。英5紙誌のブック・オブ・ザ・イヤー受賞。 

アフリカ眠り病とドイツ植民地主義 
 ―熱帯医学による感染症制圧の夢と現実― 

同時1アクセス(本体) ¥16,199 

同時3アクセス(本体) ¥24,299 

冊子版ISBN 9784622085997  

著編者名 磯部 裕幸 発行年 2018 商品コード 1029161041 

本書は、ドイツ連邦文書館に収蔵されている一次史料から、植民地統治において医学が果たした役割と、第一次世界大
戦後のいわゆる「ヴェルサイユ修正主義」との関係を論じる。いまだ眠り病が撲滅されていないという状況を鑑みるとき、そこで
描かれる「植民地の過去」は、この問題が単にドイツ史における逸話としては片づけられない広がりをもつことを示している。 

免疫の科学論 
 ―偶然性と複雑性のゲーム― 

同時1アクセス(本体) ¥15,840 

同時3アクセス(本体) ¥23,760 

冊子版ISBN 9784622086932  

著編者名 フィリップ・クリルスキー 発行年 2018 商品コード 1028700570 

仕組みの解説を超え複雑な全体像を描く。先端科学を説くコレージュ・ド・フランス分子免疫学講座から生まれた、全く新し
い免疫の学。 

2 0 1 8年新規配信タイトル  
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金持ち課税 
 ―税の公正をめぐる経済史― 

同時1アクセス(本体) ¥12,210 

同時3アクセス(本体) ¥18,315 

冊子版ISBN 9784622087014  

著編者名 ケネス・シーヴ 発行年 2018 商品コード 1028700569 

富裕層課税の歴史をたどり、国はいつ、なぜ富裕層に課税するのかを明らかにする。不平等拡大を踏まえた税制議論ため
の基本研究。 

ビットコインはチグリス川を漂う 
 ―マネーテクノロジーの未来史― 

同時1アクセス(本体) ¥11,220 

同時3アクセス(本体) ¥16,830 

冊子版ISBN 9784622086949  

著編者名 デイヴィッド・バーチ 発行年 2018 商品コード 1028506617 

人が理解するマネーから、人を理解するマネーへ。マネーの誕生から現在までをたどり、ビットコイン後のマネー像を描きだす。 

「蓋然性」の探求 
 ―古代の推論術から確率論の誕生まで― 

同時1アクセス(本体) ¥20,790 

同時3アクセス(本体) ¥31,185 

冊子版ISBN 9784622086871  

著編者名 ジェームズ・フランクリン 発行年 2018 商品コード 1028506616 

古代の法典からパスカルの書簡まで、「蓋然性（probability)」の歴史絵巻を紐解き、確率論の前史のイメージを刷新す
る。 

憲法9条へのカタバシス 

同時1アクセス(本体) ¥13,799 

同時3アクセス(本体) ¥20,699 

冊子版ISBN 9784622086734  

著編者名 木庭 顕 発行年 2018 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。 

公共図書館の冒険 
 ―未来につながるヒストリー― 

同時1アクセス(本体) ¥10,499 

同時3アクセス(本体) ¥15,749 

冊子版ISBN 9784622086826  

著編者名 柳 与志夫 発行年 2018 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。 

2 0 1 8年新規配信タイトル  
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老年という海をゆく 
 ―看取り医の回想とこれから― 

同時1アクセス(本体) ¥8,099 

同時3アクセス(本体) ¥12,149 

冊子版ISBN 9784622086680  

著編者名 大井 玄 発行年 2018 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。 

憎しみに抗って 
 ―不純なものへの賛歌― 

同時1アクセス(本体) ¥11,880 

同時3アクセス(本体) ¥17,820 

冊子版ISBN 9784622086703  

著編者名 カロリン・エムケ 発行年 2018 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。 

戦争文化と愛国心 
 ―非戦を考える― 

同時1アクセス(本体) ¥11,399 

同時3アクセス(本体) ¥17,099 

冊子版ISBN 9784622085188  

著編者名 海老坂 武 発行年 2018 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。 

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― 

同時1アクセス(本体) ¥12,540 

同時3アクセス(本体) ¥18,810 

冊子版ISBN 9784622086802  

著編者名 ブルック・ハリントン 発行年 2018 商品コード 1027882413 

2年をかけてウェルス・マネジャー世界標準資格を取得した社会学者が、8年間で世界18か国の当事者65人を詳細に取
材。知られざる実態を初分析。 

「電気ショック」の時代 
 ―ニューロモデュレーションの系譜― 

同時1アクセス(本体) ¥19,140 

同時3アクセス(本体) ¥28,710 

冊子版ISBN 9784622086789  

著編者名 エドワード・ショーター 発行年 2018 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。 

2 0 1 8年新規配信タイトル  
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ハリウッド映画と聖書 

同時1アクセス(本体) ¥15,840 

同時3アクセス(本体) ¥23,760 

冊子版ISBN 9784622086772  

著編者名 アデル・ラインハルツ 発行年 2018 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。 

石を聴く 
 ―イサム・ノグチの芸術と生涯― 

同時1アクセス(本体) ¥22,440 

同時3アクセス(本体) ¥33,660 

冊子版ISBN 9784622086758  

著編者名 ヘイデン・ヘレーラ 発行年 2018 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。 

コリアン・シネマ 
 ―北朝鮮・韓国・トランスナショナル― 

同時1アクセス(本体) ¥19,800 

同時3アクセス(本体) ¥29,700 

冊子版ISBN 9784622086642  

著編者名 イ  ヒャンジン 発行年 2018 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。 

沖縄憲法なき戦後 
 ―講和条約三条と日本の安全保障― 

同時1アクセス(本体) ¥10,199 

同時3アクセス(本体) ¥15,299 

冊子版ISBN 9784622086765  

著編者名 古関 彰一 発行年 2018 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。 

知性改善論 ; 神、人間とその 
さいわいについての短論文 

同時1アクセス(本体) ¥23,399 

同時3アクセス(本体) ¥35,099 

冊子版ISBN 9784622083481  

著編者名 スピノザ 発行年 2018 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。 
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廣松渉の思想  
―内在のダイナミズム― 

同時1アクセス(本体) ¥17,399 

同時3アクセス(本体) ¥26,099 

冊子版ISBN 9784622086819  

著編者名 渡辺 恭彦 発行年 2018 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。 

外地巡礼 
 ―「越境的」日本語文学論― 

同時1アクセス(本体) ¥12,599 

同時3アクセス(本体) ¥18,899 

冊子版ISBN 9784622086321  

著編者名 西 成彦 発行年 2018 商品コード 1027659359 

森鷗外、佐藤春夫から津島佑子、リービ英雄、温又柔へ。旧植民地・占領地のみならず北海道・沖縄、海外移住地を舞
台に織りなされた「東アジア」移動文学論。 

ハッパノミクス 
 ―麻薬カルテルの経済学― 

同時1アクセス(本体) ¥9,240 

同時3アクセス(本体) ¥13,860 

冊子版ISBN 9784622086635  

著編者名 トム・ウェインライト 発行年 2017 商品コード 1027659358 

『エコノミスト』エディターが、アンデスのコカ畑から、中米の監獄まで、麻薬の「聖地」をくまなく取材。M&A、CSR、サプライ
チェーン管理、オフショアリング…巨大カルテルの多国籍企業顔負けの経営戦略を解き明かす! 

ジェネリック 
 ―それは新薬と同じなのか― 

同時1アクセス(本体) ¥15,180 

同時3アクセス(本体) ¥22,770 

冊子版ISBN 9784622086512  

著編者名 ジェレミー・A.グリーン 発行年 2017 商品コード 1027659357 

ジェネリック薬は先発薬とどのように「同じ」なのか。同等性をめぐる激しい論争、製薬会社の攻防、医療政策など、ジェネリッ
クの歴史を初めて明らかにする。 

日米地位協定 
 ―その歴史と現在 (いま)― 

同時1アクセス(本体) ¥10,799 

同時3アクセス(本体) ¥16,199 

冊子版ISBN 9784622086475  

著編者名 明田川 融 発行年 2017 商品コード 1027659356 

日本は主権国家と言えるのか。沖縄への構造的差別はどう絡んでくるのか。占領期から現在まで、日本全域に影響力をも
つ「不平等協定」の全貌を知る第一の書。 

2 0 1 8年新規配信タイトル  
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2 0 1 8年配信タイトル  

完訳天球回転論  
―コペルニクス天文学集成― 

冊子版ISBN 9784622086314 

同時1アクセス(本体) ¥47,999 

同時3アクセス(本体) ¥71,999 

商品コード 1027116471 

コペルニクス 著  高橋憲一 訳・解説 2017年刊行 

1543年、ニコラウス・コペルニクスが地球中心説（天動説）から太陽中心説（地動
説）へと理論を革新させた、科学史第一級の古典全6巻をここに完訳。さらにコペルニ
クスが太陽中心説の構想を初めて著した未刊の論考『コメンタリオルス』、ヨハン・ヴェル
ナーの著作を批判した書簡を収録し、コペルニクス天文学のすべてを凝集する。 
コペルニクスの生きたルネサンス期、天文学は依然としてアリストテレス的な自然哲学に
支配されていた。『天球回転論』の出版は、折しも古代の天文学者にして天動説の泰
斗・プトレマイオスの理論が復興された時代においてであった。 
コペルニクスはいかにして、そしてなぜ地動説へと辿りついたのか？ 全篇に付した精緻
な訳注、天文学史を古代から〈コペルニクス以後〉まで詳細に綴った訳者解説「コペル
ニクスと革命」によって明かされる、革命の全貌。 

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 著 2017年刊行 

冊子版ISBN 9784622086406 

同時1アクセス(本体) ¥15,180 

同時3アクセス(本体) ¥22,770 

商品コード 1027116470 

1946年3月のある1週間に生まれた《すべての赤ちゃん》の
人生を追跡した世界最長の研究の物語。 

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・クルーン著 2017年刊行 

冊子版ISBN 9784622086482 

同時1アクセス(本体) ¥8,580 

同時3アクセス(本体) ¥12,870 

商品コード 1027116474 

ゲームがくれたセンス・オブ・ワンダー、子どもとゲームの内なる
関係を語る。新感覚のゲームライフ・メモワール。 

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・デケイロス著 2017年刊行 

冊子版ISBN 9784622086499 

同時1アクセス(本体) ¥12,540 

同時3アクセス(本体) ¥18,810 

商品コード 1027296231 

翅をもたない昆虫、飛べない鳥モア
の祖先、植物、カエル、トカゲ、そして
サルも―“海越えができない”はずの
生きものたちの驚くべきルーツ、そして
歴史生物地理学のパラダイムにいま
起きつつある変革の物語。 
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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・ムーヒナ著 2017年刊行 

冊子版ISBN 9784622086413 

同時1アクセス(本体) ¥11,220 

同時3アクセス(本体) ¥16,830 

商品コード 1026888875 

ナチ軍が都市を包囲した飢餓と爆
撃の日々、16歳の少女は食欲と言
葉に全存在をかけて生きのびた。新
発見のロシアの「アンネの日記」。 

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・ユルチャク著 2017年刊行 

冊子版ISBN 9784622086420 

同時1アクセス(本体) ¥20,460 

同時3アクセス(本体) ¥30,690 

商品コード 1027116472 

ソ連崩壊とは一体何だったのだろう
か？ ソ連の人びとの生活を照らし
出し、崩壊の謎に迫る。ソ連社会
を知る必読書。 

幕末的思考 
野口 良平著 2017年刊行 

冊子版ISBN 9784622086529 

同時1アクセス(本体) ¥10,799 

同時3アクセス(本体) ¥16,199 

商品コード 1027296232 

幕末に兆した普遍と道理に拠る立
国の思考は明治の到来とともに隠
蔽された。この思考の画期性を歴史
の行間からあぶりだす透徹の論考。 

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 著 2017年刊行 

冊子版ISBN 9784622086307 

同時1アクセス(本体) ¥16,500 

同時3アクセス(本体) ¥24,750 

商品コード 1026888873 

異文化が交差し、利害集団の交錯する植民地世界を生きると
は。通辞と征服、インカの呪文と女たち…先住民の実存をみご
と掬いあげる。 

アメリカを探る ―自然と作為― 

斎藤 真 著 2017年刊行 

冊子版ISBN 9784622086444 

同時1アクセス(本体) ¥16,500 

同時3アクセス(本体) ¥24,750 

商品コード 1027116473 

建国以来現在までを貫くアメリカを理解するために、高い学術レ
ベルで全体を見据え研究してきた、アメリカ研究第一人者が遺
した論文集。 

2 0 1 8年配信タイトル  
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先駆者ゴッホ ―印象派を超えて現代へ― 
小林 英樹著 2017年刊行 

冊子版ISBN 9784622086451 

同時1アクセス(本体) ¥14,399 

同時3アクセス(本体) ¥21,599 

商品コード 1027296229 

働く人々への崇敬、印象派の色使い、
浮世絵との出会いと新たな平面性、そ
して自然の懐へ。絵画の時代の結節
点に屹立するゴッホを、造形的要素と
内面性表出から論じ尽くす。 
カラー100点収録。 

ヴィーコ論集成 
上村 忠男 2017年刊行 

冊子版ISBN 9784622086659 

同時1アクセス(本体) ¥29,999 

同時3アクセス(本体) ¥44,999 

商品コード 1027296234 

ジャンバッティスタ・ヴィーコの現代的意
味とは。17－18世紀のイタリアの哲
学者を長年研究してきた第一人者に
よる論考をここに集成。 

歴史家の展望鏡 
山内 昌之著 2017年刊行 

冊子版ISBN 9784622085607 

同時1アクセス(本体) ¥10,199 

同時3アクセス(本体) ¥15,299 

商品コード 1027441275 

政治のリアリズムと、歴史に対する畏
怖の念。ほんの昨日の出来事も、眺
める位置で違って見える。どう読めば良
いのか? すぐれた歴史家が教える、書
物の遠近法。 

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 彰著 2017年刊行 

冊子版ISBN 9784622086505 

同時1アクセス(本体) ¥8,099 

同時3アクセス(本体) ¥12,149 

商品コード 1027441276 

これからの図書館は、情報リテラシーを
導く機関としての社会的役割を、自覚
的に担う必要がある。日本の教育制
度と図書館の歴史を再考し、今後の
課題を示す。 

2 0 1 8年配信タイトル  
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例外時代 ―高度成長はいかに特殊であったのか― 
マルク・レヴィンソン著 2017年刊行 

冊子版ISBN 9784622086536 

同時1アクセス(本体) ¥12,540 

同時3アクセス(本体) ¥18,810 

商品コード 1027296233 

戦後ブーム期をとらえ直す、これまでに
ない経済史。長期的、世界的潮流か
ら、政治の経済的不能を描きだした
『ワシントンポスト』紙ベスト経済書。 

イングリッシュネス ―英国人のふるまいのルール― 
ケイト・フォックス著 2017年刊行 

冊子版ISBN 9784622086604 

同時1アクセス(本体) ¥10,560 

同時3アクセス(本体) ¥15,840 

商品コード 1027441277 

パブで、街角で、パーティで、はたまた競
馬場で…外国人には、時に奇異に、時
に肩すかしにも感じられるイギリス人の行
動と国民性を、人気人類学者が体当
たりのフィールドワークで解き明かす。 

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・ガワンデ著 2017年刊行 

冊子版ISBN 9784622086390 

同時1アクセス(本体) ¥9,240 

同時3アクセス(本体) ¥13,860 

商品コード 1026888874 

医療にはなぜミスがつきまとい、医師に
も予測のつかないことが多いのか？ 
『死すべき定め』の著者が研修医時代
に著したデビュー作。 

「内なる外国人」 ―A病院症例記録― 
北山 修著 2017年刊行 

冊子版ISBN 9784622086598 

同時1アクセス(本体) ¥8,999 

同時3アクセス(本体) ¥13,499 

商品コード 1027296230 

北山修が英国で精神分析と出会った
折に診た二人の患者の治療記録。母
国語と外国語のはざまで蠢き始めた分
析的思考の原点。解説、症例論文、
英国における精神分析的精神療法の
紹介論文を付す。 

2 0 1 8年配信タイトル  
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ベストセラー  

超ベストセラー・絶賛好評発売中！ 

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。 

21世紀の資本 

◇目次 
第 I 部 所得と資本 ： 第1章 所得と産出,第2章 経済成長──幻想と現実. 
第 II 部: 第3章 資本の変化,第4章 古いヨーロッパから新世界へ,第5章 長期的に見
た資本／所得比率,第6章 21世紀における資本と労働の分配. 
第 III 部 格差の構造: 第7章 格差と集中──予備的な見通し,第8章 二つの世界,第
9章 労働所得の格差,第10章 資本所有の格差,第11章 長期的に見た能力と相続,第
12章 21世紀における世界的な富の格差. 
第 IV 部 21世紀の資本規制 :第13章 21世紀の社会国家,第14章 累進所得税再考,
第15章 世界的な資本税,第16章 公的債務の問題. おわりに 

商品コード: 1017162581 

同時1アクセス(本体)：¥18,150 
同時3アクセス(本体)：¥27,225 

大脱出 ―健康、お金、格差の起原― 

著者名 : アンガス・ディートン 
冊子版ISBN : 9784622078708 

世界は良くなっている反面、貧困という収容所から「大脱出」を
果たせずに取り残された国や人々がいる。彼ら他国や他人との格
差に苦しんでいる。 
経済発展と貧しさの関係について最先端で研究を続けてきた著者
が、250年前から現在までを歴史的にたどりながら、成長と健康
の関係を丹念に分析することで、格差の背後にあるメカニズムを
解き明かす。 

◇目次 
はじめに 
序章 本書で語ること,第1章 世界の幸福 
第 I 部 生と死 : 第2章 有史以前から1945年まで,第3章 熱帯地方における死
からの脱出,第4章 現代世界の健康. 
第 II 部 : 第5章 アメリカの物質的幸福,第6章 グローバル化と最大の脱出. 
第 III 部 助け : 第7章 取り残された者をどうやって助けるか. 
あとがき これからの世界. 原注: 索引 

著者名：トマ・ピケティ 
冊子版ISBN：9784622078760 

商品コード: 1016669584 

同時1アクセス(本体)：¥12,540 
同時3アクセス(本体)：¥18,810 
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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。 

現代史資料  +  続・現代史資料  

『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。 
さらにその精粋を大きく分類・編集して、第1巻「ゾルゲ事件」（1962年）の刊行よりおよそ四半世紀の年月を
投じ、1980年に全45巻・別巻1が完結しました。 

日本の現代における権力と自由の問題への再考を促す、最上のドキュメント集成！ 

現代史資料+続・現代史資料< 全 58 巻 > 
同時1アクセス（本体）：¥902,000 同時3アクセス（本体）：¥1,353,000 

商品コード：1015945642 

収録文献(一部抜粋) 

このシリーズの特色 
■報告書、調書、上申書、転向声明書、出所不明の怪文書等々、遺された膨大な資料そのものを印刷に付す 
■編集解説者（五十音順） 伊藤隆・岡田芳政・加藤敬事・小松隆二・佐藤秀夫・高橋正衛・多田井喜生・照沼康孝・
松尾尊兊、ほか 
■『現代史資料』は第１3回「菊池寛賞」、第31回「毎日出版文化賞特別賞」受賞 

※価格と主な内訳は次項をご参照ください。 

  

ゾルゲ事件 1 （1） 
同時1アクセス（本体） ¥13,200 

同時3アクセス（本体） ¥19,800 

冊子版ISBN 9784622026013  

著編者名 小尾 俊人 発行年 1962 商品コード 1015945583 

第二次世界大戦前夜の最大のスパイ組織の諜報内容、方法を示す基本資料。 
ゾルゲの手記、検事・予審判事訊問調書、判決文等を収録。 

  

関東大震災と朝鮮人 （6） 
同時1アクセス（本体） ¥15,400 

同時3アクセス（本体） ¥23,100 

冊子版ISBN 9784622026068  

著編者名 姜 徳相 発行年 1963 商品コード 1015945588 

1923年の震災時の流言と虐殺、強制収容と調査、反響と論評、政府の処置と対策等の資料に「警備軍の所見」を併せ収録。 

現代史資料< 全 46巻 （45巻＋別巻1） > 
同時1アクセス（本体）：¥723,800 同時3アクセス（本体）：¥1,085,700  

商品コード：1015945582 

近現代重要文献のご紹介 
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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 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 ゾルゲ事件 1－現代史資料  1962 9784622026013 ¥13,200 ¥19,800 1015945583 

2 ゾルゲ事件 2－現代史資料 1962 9784622026020 ¥13,200 ¥19,800 1015945584 

3 ゾルゲ事件 3－現代史資料 1962 9784622026037 ¥15,400 ¥23,100 1015945585 

4 国家主義運動 1－現代史資料  1963 9784622026044 ¥15,400 ¥23,100 1015945586 

5 国家主義運動 2－現代史資料 1964 9784622026051 ¥18,700 ¥28,050 1015945587 

6 関東大震災と朝鮮人－現代史資料 1963 9784622026068 ¥15,400 ¥23,100 1015945588 

7 満洲事変－現代史資料  1964 9784622026075 ¥14,300 ¥21,450 1015945589 

8 日中戦争 1－現代史資料  1964 9784622026082 ¥17,600 ¥26,400 1015945590 

9 日中戦争 2－現代史資料 1964 9784622026099 ¥17,600 ¥26,400 1015945591 

10 日中戦争 3－現代史資料 1964 9784622026105 ¥16,500 ¥24,750 1015945592 

11 続・満洲事変－現代史資料  1965 9784622026112 ¥19,800 ¥29,700 1015945593 

12 日中戦争 4－現代史資料  1965 9784622026129 ¥14,300 ¥21,450 1015945594 

13 日中戦争 5－現代史資料  1966 9784622026136 ¥15,400 ¥23,100 1015945595 

14 社会主義運動 1－現代史資料  1964 9784622026143 ¥18,700 ¥28,050 1015945596 

15 社会主義運動 2－現代史資料  1965 9784622026150 ¥19,800 ¥29,700 1015945597 

16 社会主義運動 3－現代史資料  1965 9784622026167 ¥14,300 ¥21,450 1015945598 

17 社会主義運動 4－現代史資料 1966 9784622026174 ¥16,500 ¥24,750 1015945599 

18 社会主義運動 5－現代史資料  1966 9784622026181 ¥13,200 ¥19,800 1015945600 

19 社会主義運動 6－現代史資料  1967 9784622026198 ¥14,300 ¥21,450 1015945601 

20 社会主義運動 7－現代史資料 1968 9784622026204 ¥12,100 ¥18,150 1015945602 

21 台湾 1－現代史資料  1971 9784622026211 ¥13,200 ¥19,800 1015945603 

22 台湾 2－現代史資料  1971 9784622026228 ¥16,500 ¥24,750 1015945604 

23 国家主義運動 3－現代史資料  1974 9784622026235 ¥15,400 ¥23,100 1015945605 

24 ゾルゲ事件 4－現代史資料  1971 9784622026242 ¥14,300 ¥21,450 1015945606 

25 朝鮮 1－現代史資料  1966 9784622026259 ¥14,300 ¥21,450 1015945607 

26 朝鮮 2－現代史資料  1967 9784622026266 ¥15,400 ¥23,100 1015945608 

27 朝鮮 3－現代史資料  1970 9784622026273 ¥14,300 ¥21,450 1015945609 

28 朝鮮 4－現代史資料  1972 9784622026280 ¥16,500 ¥24,750 1015945610 

29 朝鮮 5－現代史資料  1972 9784622026297 ¥15,400 ¥23,100 1015945611 

30 朝鮮 6－現代史資料  1976 9784622026303 ¥16,500 ¥24,750 1015945612 

31 満鉄 1－現代史資料  1966 9784622026310 ¥16,500 ¥24,750 1015945613 

32 満鉄 2－現代史資料  1966 9784622026327 ¥17,600 ¥26,400 1015945614 

33 満鉄 3－現代史資料  1967 9784622026334 ¥17,600 ¥26,400 1015945615 

34 太平洋戦争 1－現代史資料  1968 9784622026341 ¥17,600 ¥26,400 1015945616 

35 太平洋戦争 2－現代史資料  1969 9784622026358 ¥12,100 ¥18,150 1015945617 

36 太平洋戦争 3－現代史資料  1969 9784622026365 ¥12,100 ¥18,150 1015945618 

37 大本営－現代史資料  1967 9784622026372 ¥13,200 ¥19,800 1015945619 

38 太平洋戦争 4－現代史資料  1972 9784622026389 ¥14,300 ¥21,450 1015945620 

39 太平洋戦争 5－現代史資料  1975 9784622026396 ¥17,600 ¥26,400 1015945621 

40 マス・メディア統制 1－現代史資料  1973 9784622026402 ¥15,400 ¥23,100 1015945622 

41 マス・メディア統制 2－現代史資料  1975 9784622026419 ¥14,300 ¥21,450 1015945623 

42 思想統制－現代史資料  1976 9784622026426 ¥22,000 ¥33,000 1015945624 

43 国家総動員 1－現代史資料  1970 9784622026433 ¥17,600 ¥26,400 1015945625 

44 国家総動員 2－現代史資料  1974 9784622026440 ¥14,300 ¥21,450 1015945626 

45 治安維持法－現代史資料  1973 9784622026457 ¥14,300 ¥21,450 1015945627 

46 索引－現代史資料 （別巻） 1980 9784622026464 ¥19,800 ¥29,700 1015945628 
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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。 

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』
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。 

日本の現代における権力と自由の問題への再考を促す、 
最上のドキュメント集成 第2弾！ 

続・現代史資料< 全 12 巻 > 
同時1アクセス（本体）：¥178,200 同時3アクセス（本体）：¥267,300 

商品コード：1015945641 

No. 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 社会主義沿革 1－続・現代史資料 1984 9784622026518 ¥16,500 ¥24,750 1015945629 

2 社会主義沿革 2－続・現代史資料 1986 9784622026525 ¥17,600 ¥26,400 1015945630 

3 アナーキズム－続・現代史資料 1988 9784622026532 ¥14,300 ¥21,450 1015945631 

4 陸軍 畑俊六日誌－続・現代史資料 1983 9784622026549 ¥13,200 ¥19,800 1015945632 

5 海軍 加藤寛治日記－続・現代史資料 1994 9784622026556 ¥14,300 ¥21,450 1015945633 

6 軍事警察－続・現代史資料 1982 9784622026563 ¥15,400 ¥23,100 1015945634 

7 特高と思想検事 －続・現代史資料 1982 9784622026570 ¥16,500 ¥24,750 1015945635 

8 教育 1－続・現代史資料 1994 9784622026587 ¥12,100 ¥18,150 1015945636 

9 教育 2－続・現代史資料 1996 9784622026594 ¥12,100 ¥18,150 1015945637 

10 教育3－続・現代史資料 1996 9784622026600 ¥12,100 ¥18,150 1015945638 

11 占領地通貨工作－続・現代史資料 1983 9784622026617 ¥19,800 ¥29,700 1015945639 

12 阿片問題－続・現代史資料 1986 9784622026624 ¥14,300 ¥21,450 1015945640 

◇続・現代史資料 コンテンツリスト◇ 

「現代史資料」・「続・現代史資料」のセット価格もあります！詳しくは、お問い合わせください。 
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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。 

陸羯南全集  +  陸羯南関連タイトル  

池辺三山、三宅雪嶺、長谷川如是閑といったジャーナリストが集い、正岡子規が俳句を発表した 

明治期に新聞「日本」の主筆として、世論に大きな影響を与えた、陸羯南（くが・かつなん）。 

その彼が、広く国際政治に目を向け、「国民主義」という立場から、日本の政治のあり方を深く鋭く論
じた社説を収録した日本明治期の思考などを知るうえで必備の資料。 

陸羯南全集 10冊セット 
同時1アクセス（本体） : ¥181,500 同時3アクセス（本体） : ¥272,250 

*各巻による分売可能(価格は下記参照) 

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 

陸羯南全集 第1巻 1968 9784622009511 ¥18,700 ¥28,050 1012325378 

陸羯南全集 第2巻 1969 9784622009528 ¥22,000 ¥33,000 1012325384 

陸羯南全集 第3巻 1969 9784622009535 ¥19,800 ¥29,700 1012325385 

陸羯南全集 第4巻 1970 9784622009542 ¥19,800 ¥29,700 1012325386 

陸羯南全集 第5巻 1970 9784622009559 ¥17,600 ¥26,400 1012325388 

陸羯南全集 第6巻 1971 9784622009566 ¥17,600 ¥26,400 1012325390 

陸羯南全集 第7巻 1972 9784622009573 ¥17,600 ¥26,400 1012325391 

陸羯南全集 第8巻 1972 9784622009580 ¥16,500 ¥24,750 1012325392 

陸羯南全集 第9巻 1975 9784622009597 ¥18,700 ¥28,050 1012325393 

陸羯南全集 第10巻 1985 9784622009603 ¥13,200 ¥19,800 1012325399 

◆陸羯南関連文献◆ 

陸羯南 ―「国民」の創出― 

同時1アクセス（本体） ¥5,830 

同時3アクセス（本体） ¥8,745 

冊子版ISBN 9784622033370 

著編者名 小山 文雄 発行年 1990 商品コード 1012325432 

西欧の「国民」という観念を、日本天然の「資」に現実化することを希求した、明治言論人の姿。 
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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。 

哲学・倫理・思想関連  

哲学とはなにか 
同時1アクセス（本体） ¥13,200 

同時3アクセス（本体） ¥19,800 

冊子版ISBN 9784622086000  

著編者名 ジョルジョ・アガンベン 発行年 2017 商品コード 1024775729 

つぶやき、うめき声、赤ん坊の訴え。言葉になる以前の場所に、音楽と詩と政治の起源がある。哲学と言語の存在する根拠を示す必読書。 

情報倫理 ―技術・プライバシー・著作権― 

同時1アクセス（本体） ¥16,500 

同時3アクセス（本体） ¥24,750 

冊子版ISBN 9784622085621  

著編者名 大谷 卓史 発行年 2017 商品コード 1025376218 

情報通信社会の倫理問題を分析し、解く手がかりを与える。セキュリティ、プライバシー、知的財産権、表現の自由をめぐる柔軟な思考。 

精神の革命  
―急進的啓蒙と近代民主主義の知的起源― 

同時1アクセス（本体） ¥16,500 

同時3アクセス（本体） ¥24,750 

冊子版ISBN 9784622086147  

著編者名 ジョナサン・イスラエル 発行年 2017 商品コード 1026405237 

フランス革命以前、スピノザの系譜につながる「ラディカルな啓蒙主義者」に初めて焦点をあてた、現代を代表する思想史家の精髄。 

正義の境界 
同時1アクセス（本体） ¥17,160 

同時3アクセス（本体） ¥25,740 

冊子版ISBN 9784622079552  

著編者名 オノラ・オニール 発行年 2016 商品コード 1020782049 

ポスト・ロールズ時代のカント主義哲学は、「正義」に何をもたらすのか。そして、ロールズのなしえなかった義務論にもとづくグローバルな正
義の構想とは-。イギリスを代表するカント主義哲学者オノラ・オニールの思想の全貌。 

不合理性の哲学  
―利己的なわれわれはなぜ協調できるのか― 

同時1アクセス（本体） ¥11,399 

同時3アクセス（本体） ¥17,099 

冊子版ISBN 9784622079620  

著編者名 中村 隆文 発行年 2015 商品コード 1020083461 

「不合理」は本当に悪いことか? ヒュームの理性批判を出発点に、現代の思想家たちが人間の合理性・不合理性をどのように捉えてきたのか
を読み解く。また、日常にひそむ合理性の限界と不合理性の可能性も探求する。 

沈黙の世界 （始まりの本） 

同時1アクセス（本体） ¥12,540 

同時3アクセス（本体） ¥18,810 

冊子版ISBN 9784622083726  

著編者名 マックス・ピカート 発行年 2014 商品コード 1016480030 

『われわれ自身の中のヒトラー』のピカートによる古典的名著。人間が自立的・主体的な存在であるための「沈黙」の意味を探る。 

ジャッキー・デリダの墓 
同時1アクセス（本体） ¥12,210 

同時3アクセス（本体） ¥18,315 

冊子版ISBN 9784622078296  

著編者名 鵜飼 哲 発行年 2014 商品コード 1016480036 

デリダ没後10年、胸を打つ追悼文に始まり、後期デリダの著作を論じ、今も生きる師の思想を緩みない日本語で綴った、初出を含む論集。 
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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。 

哲学・倫理・思想関連  

初期論集 ―哲学修業―（1） 

同時1アクセス（本体） ¥14,399 

同時3アクセス（本体） ¥21,599 

冊子版ISBN 9784622076605  

発行年 2012 商品コード 1025355840 

アランの哲学授業に提出した自由作文に始まり、思考と事物、労働と権利、時間についての論考、文学論など「思考の鍛
冶場」で精錬された24篇。全3巻の選集のトップを飾る、若き日の論文集。 

中期論集 ―労働・革命―（2） 

同時1アクセス（本体） ¥14,399 

同時3アクセス（本体） ¥21,599 

冊子版ISBN 9784622076612  

発行年 2012 商品コード 1025355841 

労働組合関連の未邦訳記事に長文論考「展望」、書評、そして、精緻な工場就労の記録「工場日記」。苛酷な就労から得
たものを独自の労働理論へとフィードバックさせた、中期の仕事を代表する全12篇。 

後期論集 ―霊性・文明論―（3） 

同時1アクセス（本体） ¥16,799 

同時3アクセス（本体） ¥25,199 

冊子版ISBN 9784622076629  

発行年 2013 商品コード 1025355842 

偽りの自由と安寧のうちに精神を眠り込ませたまま死んでゆく知的な人間よりも、狭い独房にいるがごとき人間にこそ、真
理へと至る可能性を見、耐えがたい屈辱、不幸への同意にこそ、神へと向かう新しい霊性を見たヴェイユ。占領下のパリを
逃れ、マルセイユ、カサブランカを経てニューヨークへ。そして、亡命政権“自由フランス”に参加すべく、ロンドンへ―最晩
年の漂泊の日々に綴られた14篇に断章と覚書を付す。選集全三巻の完結。 

◆シモーヌ・ヴェイユ選集  著編者：Weil, Simon 

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 

明治知識人としての内村鑑三 ―その批判精神と普遍主義の展開― 柴田 真希都 2016 9784622085331 ¥22,499 ¥33,749 1023891628 

誕生のインファンティア  
―生まれてきた不思議、死んでゆく不思議、生まれてこなかった不思議― 

西平 直 2015 9784622078784 ¥10,799 ¥16,199 1018194055 

ピダハン ―「言語本能」を超える文化と世界観― 
ダニエル・L・
エヴェレット 

2012 9784622076537 ¥11,220 ¥16,830 1022312439 

フェミニズムの政治学 ―ケアの倫理をグローバル社会へ― 岡野 八代 2012 9784622076391 ¥12,599 ¥18,899 1025355843 

ベルンシュタイン ―亡命と世紀末の思想― 亀嶋 庸一 1995 9784622036500 ¥5,280 ¥7,920 1012325404 

ベンサムとコウルリッジ J. S. ミル 1990 9784622030485 ¥5,280 ¥7,920 1012325412 

内村鑑三とラアトブルフ ―比較文化論へ向かって― 野田 良之 1986 9784622003687 ¥5,940 ¥8,910 1012325435 

ウェーバーとトレルチ ―宗教と支配についての試論― 柳父 圀近 1983 9784622002512 ¥5,940 ¥8,910 1012325420 
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エトムント・フッサールの作品  

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 

形式論理学と超越論的論理学 2015 9784622078500 ¥23,100 ¥34,650 1017332743 

純粋現象学への全般的序論 1  
（イデーン : 純粋現象学と現象学的哲学のための諸構想 (イデーン) 1） 

1979 9784622019169 ¥17,600 ¥26,400 1023654861 

純粋現象学への全般的序論 2  
（イデーン : 純粋現象学と現象学的哲学のための諸構想 (イデーン) 1） 

1984 9784622019176 ¥18,700 ¥28,050 1023654862 

構成についての現象学的諸研究 1  
（イデーン : 純粋現象学と現象学的哲学のための諸構想 (イデーン) 2） 

2001 9784622019183 ¥13,200 ¥19,800 1023654863 

構成についての現象学的諸研究 2  
（イデーン : 純粋現象学と現象学的哲学のための諸構想 (イデーン) 2） 

2009 9784622019190 ¥16,500 ¥24,750 1023654864 

現象学と、諸学問の基礎  
（イデーン : 純粋現象学と現象学的哲学のための諸構想 (イデーン) 3） 

2010 9784622019206 ¥12,650 ¥18,975 1023654865 

論理学研究 1 1968 9784622079514 ¥15,125 ¥22,687 1023654868 

論理学研究 2 1970 9784622079521 ¥13,750 ¥20,625 1023654869 

論理学研究 3 1974 9784622079538 ¥16,500 ¥24,750 1023654870 

論理学研究 4 1976 9784622079545 ¥13,750 ¥20,625 1023654871 

現象学の理念 1965 9784622019213 ¥8,800 ¥13,200 1023654866 

内的時間意識の現象学 1967 9784622019220 ¥9,625 ¥14,437 1023654867 

著者名 ：エトムント・フッサール 

エトムント・フッサールとは？ 
1859-1938。1859年4月8日、当時のオーストリア領に生れる。1876年ライプチヒ、ベルリン、

ウィーンの各大学に学び、1883年学位を得る。 

1884年ウィーン大学のブレンターノの門下に入り、専攻していた数学から哲学への道を歩む。

1906年ゲッチンゲン大学教授となり1916年まで在職。 

その後1928年までフライブルク大学教授。 
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心理学関連  

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 

精神分析再考 ―アタッチメント理論とクライエント 
中心療法の経験から― 

林 もも子 2017 9784622085324 ¥10,799 ¥16,199 1025376220 

ユング夢分析論 C.G.ユング 2016 9784622085171 ¥10,199 ¥15,299 1024014974 

フロイトとアンナ・O  
―最初の精神分析は失敗したのか― 

リチャード・A・
スクーズ 

2015 9784622079385 ¥18,150 ¥27,225 1019748478 

意味としての心 ―「私」の精神分析用語辞典― 北山 修 2014 9784622077855 ¥11,220 ¥16,830 1016480029 

精神療法家の本棚 ―私はこんな本に交わってきた― 成田 善弘 2014 9784622077985 ¥10,560 ¥15,840 1016480035 

精神分析を語る 藤山 直樹 2013 9784622077909 ¥8,580 ¥12,870 1016480026 

心理学的自動症 ―人間行動の低次の諸形式に 
関する実験心理学試論― 

ピエール・
ジャネ 

2013 9784622077589 ¥20,999 ¥31,499 1025355857 

出生外傷 
オットー・ 
ランク 

2013 9784622077824 ¥11,999 ¥17,999 1025355859 

心理療法/カウンセリング30の心得 岡野 憲一郎 2012 9784622077022 ¥6,600 ¥9,900 1025355846 
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政治学・政治史・政治思想関連  

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 

同時1アクセス（本体） ¥14,520 

同時3アクセス（本体） ¥21,780 

冊子版ISBN 9784622086284  

著編者名 ハンナ・アーレント 発行年 2017 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。 

民主主義の内なる敵 
同時1アクセス（本体） ¥14,850 

同時3アクセス（本体） ¥22,275 

冊子版ISBN 9784622085126  

著編者名 ツヴェタン・トドロフ 発行年 2016 商品コード 1023668530 

民主主義の危機は外部(ファシズムや共産主義)から来るのではない。進歩、自由、人民というリベラルな理念
が内なる敵を生み出す-。フランス思想界の大御所による、新たな多元主義と民主主義の再生へ向けた現代政
治文化論。 

ヘイト・スピーチという危害 
同時1アクセス（本体） ¥13,200 

同時3アクセス（本体） ¥19,800 

冊子版ISBN 9784622078739  

著編者名 ジェレミー・ウォルドロン 発行年 2015 商品コード 1018441444 

ヘイト・スピーチは社会の何を壊すのか。日本と同じくヘイト・スピーチの規制のないアメリカの議論や判例を紹
介し、ヘイト・スピーチの定義、その問題点、法的規制の根拠、そしてヘイト・スピーチの「危害」を明らかにする。 

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 

いかにして民主主義は失われていくのか  
―新自由主義の見えざる攻撃― 

ウェンディ・
ブラウン 

2017 9784622085690 ¥13,860 ¥20,790 1025599561 

身体の使用 ―脱構成的可能態の理論のた
めに― 

ジョルジョ・
アガンベン 

2016 9784622079644 ¥19,140 ¥28,710 1020598874 

大戦間期の宮中と政治家 黒沢 文貴 2013 9784622077466 ¥11,999 ¥17,999 1025355853 

トクヴィルで考える 松本 礼二 2011 9784622076728 ¥10,799 ¥16,199 1025355839 

人権宣言論争 ―イェリネック対ブトミー― 
ゲオルク・
イェリネック 

1995 9784622036524 ¥5,060 ¥7,590 1012325417 

自由と陶冶 ―J.S.ミルとマス・デモクラシー― 関口 正司 1989 9784622030379 ¥8,030 ¥12,045 1012325407 
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政治学・政治史・政治思想関連  

3冊揃価格 
同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 

¥46,530 ¥69,795 

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 

全体主義の起原 新版（1） 2017 9784622086253 ¥14,850 ¥22,275 1026634642 

全体主義の起原 新版（2） 2017 9784622086260 ¥15,840 ¥23,760 1026634643 

全体主義の起原 新版（3） 2017 9784622086277 ¥15,840 ¥23,760 1026634644 

◆全体主義の起原 新版 著編者：ハンナ・アーレント 

◆宇垣一成日記  著編者：宇垣 一成 

3冊揃価格 
同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 

¥55,000 ¥82,500 

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 

宇垣一成日記 3 1971 9784622017288 ¥16,500 ¥24,750 1012325403 

宇垣一成日記 2 1970 9784622017219 ¥16,500 ¥24,750 1012325401 

宇垣一成日記 1 1968 9784622017202 ¥22,000 ¥33,000 1012325400 

◆北一輝著作集 著編者：北 一輝 

全3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 

¥115,500 ¥176,250 1013485038 

No. 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 
國體論及び 
純正社會主義  

1971 9784622017288 ¥33,000 ¥49,500 1013485035 

2 
支那革命外史 ; 国家
改造案原理大綱 ; 日
本改造法案大綱 

1970 9784622017219 ¥33,000 ¥49,500 1013485036 

3 
論文・詩歌・書簡 ―関
係資料雑纂― 第3版 

1968 9784622017202 ¥49,500 ¥74,250 1013485037 
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経済関連  

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 

アメリカ経済政策入門 ―建国から現在まで― 
スティーヴン・S・
コーエン 

2017 9784622085836 ¥9,240 ¥13,860 1024943425 

エコノミックス ―マンガで読む経済の歴史― 
マイケル・ 
グッドウィン 

2017 9784622085973 ¥10,560 ¥15,840 1024943426 

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 

時間かせぎの資本主義  
―いつまで危機を先送りできるか― 

ヴォルフガング・
シュトレーク 

2016 9784622079262 ¥13,860 ¥20,790 1021588036 

なぜ近代は繁栄したのか  
―草の根が生みだすイノベーション― 

エドマンド・Sフェル
プス 

2016 9784622079613 ¥18,480 ¥27,720 1022699222 

テクノロジーは貧困を救わない 外山 健太郎 2016 9784622085546 ¥11,550 ¥17,325 1024322131 

コミュニティ通訳  
―多文化共生社会のコミュニケーション― 

水野 真木子 2015 9784622078913 ¥11,550 ¥17,325 1017819641 

善意で貧困はなくせるのか?  
―貧乏人の行動経済学― 

ディーン・カーラン 2013 9784622077268 ¥9,900 ¥14,850 1022312442 

貧乏人の経済学  
―もういちど貧困問題を根っこから考える― 

アビジット・Vバナ
ジー 

2012 9784622076513 ¥9,900 ¥14,850 1022312440 

東西リスト論争 小林 昇 1990 9784622036401 ¥4,620 ¥6,930 1012325427 

経済から社会へ ―パレートの生涯と思想― 松嶋 敦茂 1985 9784622006121 ¥6,160 ¥9,240 1012325425 
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歴史関連  

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― 

同時1アクセス（本体） ¥11,880 

同時3アクセス（本体） ¥17,820 

冊子版ISBN 9784622086215  

著編者名 橋本 明子 発行年 2017 商品コード 1026405240 

戦争体験者の記憶は子や孫に選択されて伝わる。高校歴史教科書の記述は若い世代の意識を決める。米国で教える気鋭の社会学者の分析。 

京城のモダンガール  
―消費・労働・女性から見た植民地近代― 

同時1アクセス（本体） ¥15,180 

同時3アクセス（本体） ¥22,770 

冊子版ISBN 9784622079804  

著編者名 徐 智瑛 発行年 2016 商品コード 1022295743 

1920－30年代、植民地資本主義の波が押し寄せた京城（旧ソウル）。恐怖と快楽が背中合わせの都市で、街路を闊歩する「モダンガール」は女学生・カ
フェの女給・女工・妓生（キーセン）・ショップガールたちだった。イメージと商品を消費し、労働力とされつつ、一部は日本に流れ出て、女工や朝鮮料理店
の女給になった。その先には慰安婦の後姿も見える。彼女たちの夢や欲望、生活、転落を追って、見えてきた新しい近代史。 

料理と帝国  
―食文化の世界史紀元前2万年から現代まで― 

同時1アクセス（本体） ¥22,440 

同時3アクセス（本体） ¥33,660 

冊子版ISBN 9784622079606  

著編者名 レイチェル・ローダン 発行年 2016 商品コード 1022295744 

絢爛豪華な食の絵巻――そんな表現がぴったりの一冊。調理と食文化という観点から世界史を辿った圧巻の書。丹念な調査に基づき、膨大な資料を駆
使し、微に入り細にわたる大著であるが、いったん読み始めるとページを繰る手が止まらない。食に興味がある人も、社会学、人類学、宗教史的な興味
の人の期待にも応える。読書人も専門家・研究者も、料理に関わる人、食品業界の人も面白く読める本。図版68点、地図10点収録。詳細な索引。 

歴史の工房 ―英国で学んだこと― 

同時1アクセス（本体） ¥13,499 

同時3アクセス（本体） ¥20,249 

冊子版ISBN 9784622079859  

著編者名 草光 俊雄 発行年 2016 商品コード 1024589459 

ピーター・バークから御木本隆三まで歴史と人間に向かう闊達な精神の軌跡を一本とする。『明け方のホルン』の著者、初のエッセイ選。 

ボスニア紛争報道 
 ―メディアの表象と翻訳行為― 

同時1アクセス（本体） ¥19,499 

同時3アクセス（本体） ¥29,249 

冊子版ISBN 9784622077381  

著編者名 坪井 睦子 発行年 2013 商品コード 1025355855 

現地の多様な視点は、日本にはほとんど届かなかった。欧米の主要メディアによる解釈が、唯一の「事実」として世界に伝えられる過程を詳細に分析。報
道の陥穽を翻訳の視点から浮き彫りにする。 

戦後史の中の英語と私 
同時1アクセス（本体） ¥8,399 

同時3アクセス（本体） ¥12,599 

冊子版ISBN 9784622077565  

著編者名 鳥飼 玖美子 発行年 2013 商品コード 1025355856 

同時通訳者としての華々しいキャリア、英語教育最前線での奮闘、研究者としての情熱。新たな挑戦、葛藤、決意の舞台裏が明かされる待望の自伝、書
き下ろし。 

夕凪 (ゆーどぅりぃ) の島 
 ―八重山歴史文化誌― 

同時1アクセス（本体） ¥10,799 

同時3アクセス（本体） ¥16,199 

冊子版ISBN 9784622077350  

著編者名 大田 静男 発行年 2013 商品コード 1025355858 

八重山を「日本」や「沖縄」と安易に一体視はできない。凪(平和)が危機の今、本土中心の日本史に収まらない時空世界を独創的発想と緻密な研究で掘
り起こす。 

大戦間期の日本陸軍 
同時1アクセス（本体） ¥18,700 

同時3アクセス（本体） ¥28,050 

冊子版ISBN 9784622036548  

著編者名 黒沢 文貴 発行年 2000 商品コード 1012325453 

史上初の総力戦・第一次大戦の衝撃は、開国の再来というべきものだった。大正デモクラシー思潮の高揚に、軍が示した意外に柔軟な姿勢を明らかに
する政治外交史研究。 
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歴史関連  

昭和憲兵史 新装版 
同時1アクセス（本体） ¥25,300 

同時3アクセス（本体） ¥37,950 

冊子版ISBN 9784622017530  

著編者名 大谷 敬二郎 発行年 1979 商品コード 1012325451 

軍や国民一般に対する警察権を持つ憲兵の歴史を、憲兵隊の中枢にいた著者が叙述。資料を付す。 

評伝バーク ―アメリカ独立戦争の時代― 

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 9784622006954  

著編者名 中野 好之 発行年 1977 商品コード 1012325415 

アメリカ独立戦争からフランス革命にかけて、激動の時代を政治家・思想家として生きたバーク伝。 

文化史とは何か, 人は何のために 
文化史を学ぶか ; ルネサンスと宗教改革 （1） 

同時1アクセス（本体） ¥16,500 

同時3アクセス（本体） ¥24,750 

冊子版ISBN 9784622006084  

発行年 1987 商品コード 1012325441 

中世の食卓から天国の有様まで、逸話とスキャンダル満載で語る。自在な精神による文化史の傑作。 

バロックとロココ ; 啓蒙と革命 （2） 

同時1アクセス（本体） ¥17,600 

同時3アクセス（本体） ¥26,400 

冊子版ISBN 9784622006091  

発行年 1987 商品コード 1012325443 

かつらの分析から実践理性へ、人間文化のパラドックスを、近代史の裏表を深刻かつ軽妙に描く。 

ロマン主義と自由主義 ;  
帝国主義と印象主義 （3） 

同時1アクセス（本体） ¥18,700 

同時3アクセス（本体） ¥28,050 

冊子版ISBN 9784622006107  

発行年 1988 商品コード 1012325444 

ヘーゲル世界の解体から日露戦争の衝撃まで、故郷を喪失した近代人の黄昏を壮大な視野で展望。 

◆近代文化史 著編者：エーゴン・フリーデル 

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 

代表的アメリカ人 ウィリアム・カーロス・ウィリアムズ 2016 9784622079477 ¥11,399 ¥17,099 1020598873 

ザ・ピープル ―イギリス労働者階級の盛衰― セリーナ・トッド 2016 9784622085140 ¥22,440 ¥33,660 1023668531 

ミクロストリアと世界史 ―歴史家の仕事について― カルロ・ギンズブルグ 2016 9784622085454 ¥13,860 ¥20,790 1023891627 

グローバリゼーションと惑星的想像力 ―恐怖と癒しの修辞学― 下河辺 美知子 2015 9784622078791 ¥11,399 ¥17,099 1017973033 

トレブリンカ叛乱 ―死の収容所で起こったこと : 1942-43― サムエル ヴィレンベルク 2015 9784622079200 ¥12,540 ¥18,810 1018858714 

ポーランドと他者 ―文化・レトリック・地図― 関口 時正 2014 9784622078654 ¥21,780 ¥32,670 1016669583 

新渡戸稲造 新装版 松隈 俊子 2000 9784622049722 ¥6,380 ¥9,570 1012325439 

エリノア・マルクス ―1855-1898, ある社会主義者の悲劇― 都築 忠七 1984 9784622005872 ¥7,480 ¥11,220 1012325423 

橋本大佐の手記 中野 雅夫 1963 9784622060024 ¥7,040 ¥10,560 1013485045 
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ロマン・ロラン全集  

ロマン・ロラン全集 8冊セット 著者名 ：ロマン・ロラン 

ロマン・ロランとは？ 
反ファシズム・反戦作家として著名なフランス文学作家。 

この資料はそのロマン・ロランの執筆した小説の全集の電子版となる。 

ノーベル文学賞を受賞した代表作、「ジャン・クリストフ」の他に、機知に富んだ笑いの傑作「コ

ラ・ブルニョン」と「ピエールとリュース」「クレランボー」、20世紀の時代と魂を描く大河小説であり、

「チボー家の人々」「善意の人々」とならぶ不朽の名作、「魅せられたる魂」を収録。 

全8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 

¥173,800 ¥260,700 1013485034 

No. 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 ジャン=クリストフ 1 （小説） 1981 9784622007210 ¥19,800 ¥29,700 1013485026 

2 ジャン=クリストフ 2 （小説 2） 1981 9784622007227 ¥22,000 ¥33,000 1013485027 

3 ジャン=クリストフ 3 （小説 3） 1981 9784622007234 ¥22,000 ¥33,000 1013485028 

4 ジャン=クリストフ 4 （小説 4） 1981 9784622007241 ¥19,800 ¥29,700 1013485029 

5 コラ・ブルニョン ; ピエールとリュース ; クレランボー （小説 5） 1979 9784622007258 ¥22,000 ¥33,000 1013485030 

6 魅せられたる魂 1 （小説 6） 1980 9784622007265 ¥22,000 ¥33,000 1013485031 

7 魅せられたる魂 2 （小説 7） 1980 9784622007272 ¥24,200 ¥36,300 1013485032 

8 魅せられたる魂 3 （小説 8） 1980 9784622007289 ¥22,000 ¥33,000 1013485033 
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フランス文学関連  

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 

原理 ―ハイゼンベルクの軌跡― ジェローム・フェラーリ 2017 9784622086109 ¥9,240 ¥13,860 1025376219 

パリはわが町 ロジェ・グルニエ 2016 9784622085553 ¥12,210 ¥18,315 1024118105 

書簡の時代 ―ロラン・バルト晩年の肖像― アントワーヌ・コンパニョン 2016 9784622085638 ¥12,540 ¥18,810 1024589458 

経済学者ラ・フォンテーヌ G.E.ボワソナード 1979 9784622005834 ¥3,080 ¥4,620 1012325430 

ドイツ文学関連  

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 

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 

罪と罰の彼岸  
―打ち負かされた者の克服の試み―新版 

ジャン・アメリー 2016 9784622085195 ¥12,210 ¥18,315 1024118104 

片手の郵便配達人 グードルン・パウゼヴァング 2015 9784622079637 ¥8,580 ¥12,870 1020296362 

パウル・ツェランと石原吉郎 冨岡 悦子 2014 9784622078128 ¥11,880 ¥17,820 1016480028 

この道、一方通行 （始まりの本） ヴァルター・ベンヤミン 2014 9784622083733 ¥11,880 ¥17,820 1016480034 

ベルリンに一人死す ハンス・ファラダ 2014 9784622077039  ¥14,850 ¥22,275 1016824279 
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英米文学関連  

3冊揃価格 
同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 

¥68,200 ¥102,300 

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 

誓います  
―結婚できない僕と彼氏が学んだ結婚の意味― 

ダン・サヴェージ 2017 9784622085966 ¥9,900 ¥14,850 1025193907 

ヘンリー・ソロー野生の学舎 今福 龍太 2016 9784622079781 ¥11,399 ¥17,099 1023366774 

キッド  
―僕と彼氏はいかにして赤ちゃんを授かったか― 

ダン・サヴェージ 2016 9784622085133 ¥10,560 ¥15,840 1023366776 

ヴェニスの商人の異人論  
―人肉一ポンドと他者認識の民族学― 

西尾 哲夫 2013 9784622077756 ¥13,860 ¥20,790 1016605928 

ロレンス游歴 井上 義夫 2013 9784622077473 ¥12,599 ¥18,899 1025355851 

葉蘭をめぐる冒険 ―イギリス文化・文学論― 川端 康雄 2013 9784622077213 ¥10,799 ¥16,199 1025355852 

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 

サミュエル・ジョンソン伝 1 1981 9784622017578 ¥24,200 ¥36,300 1012325445 

サミュエル・ジョンソン伝 2 1982 9784622017585 ¥22,000 ¥33,000 1012325448 

サミュエル・ジョンソン伝 3 1983 9784622017592 ¥22,000 ¥33,000 1012325450 

◆サミュエル・ジョンソン伝  著編者：J.ボズウェル 

「『ジョンソン伝』はたしかに偉大な、きわめて偉大な著作である。伝記作家の

第一人者としてのボズウェルに比べれば、ホメーロスも英雄叙事詩のたしか

な第一人者ではありえず、シェークスピアも劇作家のたしかな第一人者ではあ

りえず、デモステネスも雄弁家のたしかな第一人者ではありえない。彼に続く

者はいない。……名馬エクリプスが第一着、あとは何処にも姿が見えない。」 

（T・B・マコーリー） 
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日本文学関連  

遠読  
―「世界文学システム」への挑戦― 

同時1アクセス（本体） ¥15,180 

同時3アクセス（本体） ¥22,770 

冊子版ISBN 9784622079729  

著編者名 フランコ・モレッティ 発行年 2016 商品コード 1022295745 

文学史の「正典」を「精読」するだけで〈世界文学〉は語れるのか？ 古今東西の文学作品を計量的に分析
し、大胆な着想で伝統的文学研究を風さぶる革新的な論集。 

評論  
（日系ブラジル移民文学 :  
日本語の長い旅 2） 

同時1アクセス（本体） ¥44,999 

同時3アクセス（本体） ¥67,499 

冊子版ISBN 9784622076933  

著編者名 細川 周平 発行年 2013 商品コード 1025355850 

捨てがたい母国語をいつくしむように綴られた日系移民文芸百年の軌跡。概念、同人誌、題材、作品、人物
と個別にあたり、表現に込められた想い、そして生のかたちを考察する。なぜ書いたのか。作品の背景が明
かされる。 

歴史  
（日系ブラジル移民文学 :  
日本語の長い旅  1） 

同時1アクセス（本体） ¥44,999 

同時3アクセス（本体） ¥67,499 

冊子版ISBN 9784622076926  

著編者名 細川 周平 発行年 2012 商品コード 1025355849 

様々“切実さ”に駆られ、創作に思いを捧げた日系移民は、何を込め、いかなる報いを求めたのか。小説、
詩、俳句、短歌、川柳、歌謡に生存の足跡を追った遙かなる移民の文化史。長期取材、徹底した踏査にもと
づく集大成。 

翻訳と異文化  
―原作との「ずれ」が語るもの― 

同時1アクセス（本体） ¥4,400 

同時3アクセス（本体） ¥6,600 

冊子版ISBN 9784622062011  

著編者名 北條 文緒 発行年 2004 商品コード 1013485046 

漱石・遠藤周作・村上春樹・よしもとばなな・俵万智などの翻訳テクストを例に、原文と訳文との「ずれ」を丁
寧に観賞・分析し、彼らの文化の相違を明らかにする。細部への探求から生まれたユニークな比較文化論
の試み。 

中村草田男論 ―詩作と求道― 

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 9784622062066  

著編者名 宮脇 白夜 発行年 1987 商品コード 1013485044 

草田男の俳句には〈花に露十字架に数珠煌と掛かり〉〈勇気こそ地の塩なれや梅真白〉など、キリスト教に
かかわる作品がある。 「懐疑と憧憬、不信と希求、躊躇と果敢」（草田男）との間で絶えず動揺を続ける、緊
迫した、孤独な様相を帯びた詩人・草田男の生涯は、不思議な明暗にいろどられている。そこから生れた、
時には難解と言われる作品を読み解くために、本書は新しい視点を提供するものとなろう。 
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芸術・美術関連  

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 

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

文楽の日本 ―人形の身体と叫び― フランソワ・ビゼ 2016 9784622079651 ¥13,860 ¥20,790 1020782048 

プラハのバロック ―受難と復活のドラマ― 石川 達夫 2015 9784622078968 ¥20,460 ¥30,690 1017522730 

近代デザインの美学 高安 啓介 2015 9784622079026 ¥12,540 ¥18,810 1017819642 

にもかかわらず ―1900-1930― アドルフ・ロース 2015 9784622078876 ¥14,399 ¥21,599 1019314839 

映画音響論 ―溝口健二映画を聴く― 長門 洋平 2014 9784622078098 ¥22,440 ¥33,660 1016480027 

ロシア・ピアニズムの贈り物 原田 英代 2014 9784622078432 ¥11,880 ¥17,820 1016605930 

青のパティニール最初の風景画家 石川 美子 2014 9784622078449 ¥16,500 ¥24,750 1016972189 

メモリースケープ ―「あの頃」を呼び起こす音楽― 小泉 恭子 2013 9784622077954 ¥9,900 ¥14,850 1016480025 

サスペンス映画史 三浦 哲哉 2012 9784622076858 ¥10,199 ¥15,299 1025355845 

ゴシックの本質 ジョン・ラスキン 2011 9784622076353 ¥8,399 ¥12,599 1025355838 
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東日本大震災から現在を考える  

福島に農林漁業をとり戻す 

著編者名 濱田 武士 冊子版ISBN 9784622078883  

同時1アクセス（本体） ¥10,499 発行年 2015 

同時3アクセス（本体） ¥15,749 商品コード 1017973032 

東日本大震災にともなう福島原発事故から2015年3月で5年目に入る。原子力災害に
襲われた土地で、人間の生活をどのように復興させるのか。漁業・農業・林業経済学
の研究者が現実とかかわり、見出した道筋を示す。 

技術システムの神話と現実  
―原子力から情報技術まで―  

著編者名 吉岡 斉 冊子版ISBN 9784622079156  

同時1アクセス（本体） ¥9,599 発行年 2015 

同時3アクセス（本体） ¥14,399 商品コード 1018683911 

核施設の過酷事故、放射性物質の隔離管理、Googleなど、新しい科学・技術がはら
む問題を深く討議。科学技術に高度な批判的論評を続けてきた吉岡斉と、最新技術
の可能性と問題点を鋭利に分析する名和小太郎による対談。 

漁業と震災  

著編者名 濱田 武士 冊子版ISBN 9784622077527  

同時1アクセス（本体） ¥8,999 発行年 2013 

同時3アクセス（本体） ¥13,499 商品コード 1025355854 

経済・文化・環境を結びなおし、経済一辺倒の現代社会に「人のなりわい」をとり戻せ
るか。危機にある漁業を再生し、日本の自然・集落・協同・食文化を守るための、被
災地に立つ漁業経済学。 
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社会学・教育  おすすめ好評書  

子どもたちの階級闘争  
―ブロークン・ブリテンの無料託児所から― 

同時1アクセス（本体） ¥7,199 

同時3アクセス（本体） ¥10,799 

冊子版ISBN 9784622086031  

著編者名 ブレイディみかこ 発行年 2017 商品コード 1025193908 

UKの貧困地区における保育の現場から、子どもたちと親たちの進行形の闘いを通して「上と下」「自己と他
者」の分断が進む今を描く。 

手話を生きる ―少数言語が多数派日

本語と出会うところで― 

同時1アクセス（本体） ¥7,799 

同時3アクセス（本体） ¥11,699 

冊子版ISBN 9784622079743  

著編者名 斉藤 道雄 発行年 2016 商品コード 1021588038 

聞こえないこと、それは必死に受容し克服すべき障害ではない-。多方面へのインタビューや欧米の事例等
を紹介し、手話と日本語のバイリンガル教育を掲げる明晴学園の、変わりつつある手話の豊かな世界を描
く。 

拝啓市長さま、 
こんな図書館をつくりましょう 

同時1アクセス（本体） ¥9,240 

同時3アクセス（本体） ¥13,860 

冊子版ISBN 9784622079378  

著編者名 アントネッラ・アンニョリ 発行年 2016 商品コード 1022032615 

『知の広場』（2011年小社刊）の著者、イタリアの図書館アドバイザー、アントネッラ・アンニョリの図書館論、
第２弾。ＳＮＳの時代にあって、人びとのコミュニケーションの広場としての新しい図書館をつくるには？職員、
蔵書、建物、設備・調度・サインなど、実現のための具体的な例とアドバイスが満載。 

国境なき医師団  
―終わりなき挑戦、希望への意志― 

同時1アクセス（本体） ¥17,820 

同時3アクセス（本体） ¥26,730 

冊子版ISBN 9784622079484  

著編者名 レネー・C・フォックス 発行年 2015 商品コード 1020296363 

国際的な人道医療援助を行なう「国境なき医師団」。戦争、震災、エイズ…。現場の最前線における切迫し
た課題や地域文化との軋轢など、「国境なき医師団」が人道支援の限界や任務のリスクにどう立ち向かって
いるのかを描く。 

英語教育論争から考える 

同時1アクセス（本体） ¥8,910 

同時3アクセス（本体） ¥13,365 

冊子版ISBN 9784622078470  

著編者名 鳥飼 玖美子 発行年 2014 商品コード 1016605931 

「英語教育大論争」を現在の視点で考察し、今の英語教育の深刻な問題点を説く。小学校英語、英語公用
語、文科省教育改革の実態など。 
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自然科学関連  

生物科学の歴史  
―現代の生命思想を理解するために― 

同時1アクセス（本体） ¥17,820 

同時3アクセス（本体） ¥26,730 

冊子版ISBN 9784622085614  

著編者名 ミシェル・モランジュ 発行年 2017 商品コード 1024943424 

著者はフランスの分子生物学者で歴史・哲学研究者。最先端の視座から描く生物科学の「複雑なダイナミクス」の歴史と生命思想の変遷。 

日本のルィセンコ論争 新版 
同時1アクセス（本体） ¥11,399 

同時3アクセス（本体） ¥17,099 

冊子版ISBN 9784622086208  

著編者名 中村 禎里 発行年 2017 商品コード 1026405239 

日本の生物学を長期にわたり混乱に陥れたルィセンコ学説をめぐる論争の記録。最新の遺伝学にもとづく解説とともに新たに読み直す。 

昆虫の哲学 
同時1アクセス（本体） ¥11,880 

同時3アクセス（本体） ¥17,820 

冊子版ISBN 9784622079880  

著編者名 ジャン=マルク・ドルーアン 発行年 2016 商品コード 1022699221 

アリストテレス以来、人間は昆虫をどう考えてきたのか?ファーブルとダーウィンを軸に、生物多様性、ユクスキュルの環境世界論、デリダの動物
論まで論じる、刺激的な科学エッセー。 

若き科学者へ 新版 
同時1アクセス（本体） ¥8,910 

同時3アクセス（本体） ¥13,365 

冊子版ISBN 9784622085300  

著編者名 ピーター・B・メダワー 発行年 2016 商品コード 1023366775 

ノーベル賞生物学者メダワーによる、理系の若者への助言の書。テーマの選び方から成果発表のコツまで、本質に触れるアドバイスが満載の、
科学者精神と研究倫理の世界標準を示す名著。結城浩の「新版への解説」付き。 

生命、エネルギー、進化 
同時1アクセス（本体） ¥11,880 

同時3アクセス（本体） ¥17,820 

冊子版ISBN 9784622085348  

著編者名 ニック・レーン 発行年 2016 商品コード 1024014975 

生命誕生から真核生物と有性生殖が登場するまでの「生物学のブラックホール」のプロセスを、化学反応とエネルギー論の観点から具体的に描
出。生命の起源・複雑化・性・死といった難題を統一的に解釈する。 

進化する遺伝子概念 
同時1アクセス（本体） ¥12,540 

同時3アクセス（本体） ¥18,810 

冊子版ISBN 9784622079149  

著編者名 ジャン・ドゥーシュ 発行年 2015 商品コード 1019532956 

遺伝子という概念は、どのように形成されてきたのか。歴史と研究の最先端を、遺伝子と発生学の融合による進化学(エボデボ)を牽引するフラン
スの第一人者が描く。エポックメーキングな研究者達の小伝付き。 

テクニウム  
―テクノロジーはどこへ向かうのか?― 

同時1アクセス（本体） ¥14,850 

同時3アクセス（本体） ¥22,275 

冊子版ISBN 9784622077534  

著編者名 ケヴィン・ケリー 発行年 2014 商品コード 1016480037 

石器からコンピューターまでのテクノロジーに通底する普遍的法則を追究。雑誌『Wired』の創刊編集長によるテクノロジー版〈種の起源〉。 

<科学ブーム>の構造  
―科学技術が神話を生みだすとき― 

同時1アクセス（本体） ¥9,900 

同時3アクセス（本体） ¥14,850 

冊子版ISBN 9784622078401  

著編者名 五島 綾子 発行年 2014 商品コード 1016605929 

〈科学ブーム〉の具体的事例をつぶさに振り返り、ブームを支えた「神話」や利害とその奥にある科学技術の実像の関係図をあぶりだす。 
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自然科学関連  

◆世界の見方の転換 著編者：山本 義隆 

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 

科学・技術と 
現代社会 上 

2014 9784622078340 ¥13,860 ¥20,790 1016669581 

科学・技術と 
現代社会 下 

2014 9784622078357 ¥13,860 ¥20,790 1016669582 

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 

天文学の復興と 
天地学の提唱 

2014 9784622078043 ¥11,220 ¥16,830 1016480031 

地動説の提唱と 
宇宙論の相克 

2014 9784622078050 ¥11,220 ¥16,830 1016480032 

世界の一元化と 
天文学の改革 

2014 9784622078067 ¥12,540 ¥18,810 1016480033 

No. 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 
ら・みぜーる・ど・りゅっくす 
 （パリ随想） 

1973 9784622062028 ¥9,460 ¥14,190 1013485039 

2 
る・れいよん・ヴぇーる 
 （パリ随想 続） 

1977 9784622062035 ¥8,360 ¥12,540 1013485040 

3 
むすか・のわーる 
 （パリ随想 3） 

1980 9784622062042 ¥8,580 ¥12,870 1013485041 

4 湯浅年子パリに生きて 1995 9784622062059 ¥10,560 ¥15,840 1013485042 

◆湯浅年子 エッセイ・日記 著編者：湯浅 年子 

◆科学・技術と現代社会  著編者：池内 了 

2冊揃価格 
同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 

¥27,720 ¥41,580 

3冊揃価格 
同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 

¥34,980 ¥52,470 

全4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 

¥36,960 ¥55,440 1013485043 
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医学・健康関連  

中枢神経系 古代篇  
 ―構造と機能 : 理論と学説の批判的歴史― 

同時1アクセス（本体） ¥59,999 

同時3アクセス（本体） ¥89,999 

冊子版ISBN 9784622085843  

著編者名 ジュール・スーリィ 底本発行年 2017 商品コード 1025599562 

脳と脊髄＝中枢神経系を論じた古代から19世紀末までの厖大な文献を纏めた世紀の古典的大著。精神医学・科学史はじめ研究者必備。 

人はなぜ太りやすいのか  
 ―肥満の進化生物学― 

同時1アクセス（本体） ¥13,860 

同時3アクセス（本体） ¥20,790 

冊子版ISBN 9784622085539  

著編者名 マイケル・L・パワー 底本発行年 2017 商品コード 1026405238 

進化、適応、代謝、生殖、情報分子、遺伝、エピジェネティクスにわたる膨大な知識を集約し、肥満流行の原因に迫った先駆的な著書。 

指紋と近代  
 ―移動する身体の管理と統治の技法― 

同時1アクセス（本体） ¥11,099 

同時3アクセス（本体） ¥16,649 

冊子版ISBN 9784622079675  

著編者名 高野 麻子 底本発行年 2016 商品コード 1021588037 

なぜ指先の紋様なのか。近代的統治の課題とは何だったのか。そこにはどのような暴力が内在しているのか。イギリス帝国の「指紋法」から
日本帝国、さらにグローバル化時代へと続く、生体認証技術の歴史的変遷を描く。 

死すべき定め ―死にゆく人に何ができるか― 

同時1アクセス（本体） ¥9,240 

同時3アクセス（本体） ¥13,860 

冊子版ISBN 9784622079828  

著編者名 アトゥール・ガワンデ 底本発行年 2016 商品コード 1022699223 

私たちは豊かに生きることに精いっぱいで、「豊かに死ぬ」ために必要なことをこんなにも知らない-。全米75万人の人生観を変えた、現役外
科医にして『ニューヨーカー』誌のライターである著者が描く、迫真の人間ドラマ。 

不健康は悪なのか 
 ―健康をモラル化する世界― 

同時1アクセス（本体） ¥16,500 

同時3アクセス（本体） ¥24,750 

冊子版ISBN 9784622078944  

著編者名 ジョナサン・M・メツル 底本発行年 2015 商品コード 1018194054 

今日、新たな規範やイデオロギーによって「健康」という言葉が示すものは変容しつつある。「健康」という概念に含まれるさまざまな想定を批
判的に検討し、「健康」のあるべき姿を思索する。 

ファルマゲドン ―背信の医薬― 

同時1アクセス（本体） ¥13,200 

同時3アクセス（本体） ¥19,800 

冊子版ISBN 9784622079071  

著編者名 デイヴィッド・ヒーリー 底本発行年 2015 商品コード 1018441445 

抗うつ薬が自殺を惹起するという深刻な副作用を最初期に告発した著者が、薬物治療依存の時代に産官学を巻き込んで拡大する背信の構
造を解明。なかでも臨床試験データの改竄や、医学論文のゴーストライティング問題を追及する。 

死ぬとはどのようなことか  
―終末期の命と看取りのために― 

同時1アクセス（本体） ¥11,220 

同時3アクセス（本体） ¥16,830 

冊子版ISBN 9784622079231  

著編者名 ジャン・ドメーニコ・ボラージオ 底本発行年 2015 商品コード 1019023615 

命の終わりに人は何を必要とするのか。緩和医療やホスピスをめぐる誤解や偏見をただし、よりよい終末期のための医療と社会制度を説く。
ドイツの緩和医療の発展に尽力した著者による啓蒙書。 

38 

2019年2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。 

医学・健康関連  

日本の精神医学この五〇年 
同時1アクセス（本体） ¥8,399 

同時3アクセス（本体） ¥12,599 

冊子版ISBN 9784622079194  

著編者名 松本 雅彦 底本発行年 2015 商品コード 1019314838 

日本の精神医学は、この50年で大きく変わった。50年間臨床の現場に立ち続けた著者が、みずからの歩んできた道を振り
返る。60年代の精神科病院、精神医療改革運動、統合失調症の軽症化などを語る、貴重な証言。 

精神医療過疎の町から  
―最北のクリニックでみた人・町・医療― 

同時1アクセス（本体） ¥7,499 

同時3アクセス（本体） ¥11,249 

冊子版ISBN 9784622076704  

著編者名 阿部 惠一郎 底本発行年 2012 商品コード 1025355844 

膨大なうつ病患者、頻発する自殺、過疎による一人暮らしの高齢者の多さ、超少人数学級と子どもの発達障害…。北海道
名寄市。最北の精神科クリニックからみた、過疎を懸命に生きる人々の姿。「あたりまえの医療」を提供したい―一人の医師
の想いは、どこまで届くのか。静かな怒りに満ちたエッセイ。 

生殖技術  
―不妊治療と再生医療は社会に何をもたらすか― 

同時1アクセス（本体） ¥9,599 

同時3アクセス（本体） ¥14,399 

冊子版ISBN 9784622077060  

著編者名 柘植 あづみ 底本発行年 2012 商品コード 1025355847 

生殖技術は社会をどう変えるのか。社会は技術に何を期待するのか。不妊治療の範囲をはるかに越えて発展する生殖技
術の問題と解決を照らし出す、画期的論考。 

解離する生命 
同時1アクセス（本体） ¥10,199 

同時3アクセス（本体） ¥15,299 

冊子版ISBN 9784622077183  

著編者名 野間 俊一 底本発行年 2012 商品コード 1025355848 

境界例では生命性を暴発させ、摂食障害では生命性の支配を望み、解離性障害では生命性を切り離す…“傷つき体験”の
諸相から精神医学的アプローチを考える。 

No. 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 看護倫理 2006 9784622072713 ¥6,600 ¥9,900 1015088232 

2 看護倫理 2006 9784622072720 ¥6,600 ¥9,900 1015088233 

3 看護倫理 2007 9784622072737 ¥6,600 ¥9,900 1015088234 

全3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 

¥19,800 ¥29,700 1015088235 

◆看護倫理 著編者：ドローレス・ドゥーリー 

看護師たちが日常的に遭遇する問題を、それぞれに応じた倫理理論を用いて検討。 
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　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】
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　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
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