
学術認証フェデレーションと連携

最新情報をご案内中！
QRコードからご覧頂けます

Maruzen eBook Libraryは、学術・研究機関の為の学術情報に特化した
電子書籍をご提供する丸善雄松堂オリジナルのプラットフォームです

丸善雄松堂の機関向け電子書籍提供サービス
https://elib.maruzen.co.jp/

Maruzen eBook Library は、学術・研究機関のための学術情報に特化した電子書籍をご提供する丸善雄松堂オリジナルのプラットフォームです

●表示価格は税抜きです。

No.2022-115

2022年8月

明治大正文学全集

大正末期に販売が開始されたいわゆる「円本」は一大ブームを呼び、多くの出版社から１冊１円の文学
全集が刊行された。本全集もその一つとして昭和2年から7年にかけて刊行された。全60巻からなり、
坪内逍遙、尾崎紅葉、幸田露伴、森鴎外、泉鏡花、徳冨蘆花、正岡子規、島崎藤村、徳田秋声、夏目漱
石、永井荷風、谷崎潤一郎など現在もよく知られる文豪の作品が１冊のに収められている。ほかに何人
かの作家の作品をまとめたものや、短編集、（当時の）現代作家篇、和歌俳句篇、詩篇、戯曲篇など多
様な文学・文芸作品が収められている。明治大正期の文学・文芸作品の全貌を垣間見るに最適。
(※)本商品は目次のみが検索対象となっております。

全60冊 揃価格
同時１アクセス（本体）￥240,000 同時３アクセス（本体）￥360,000
＊単品購入可 ： 1冊 同時1アクセス（本体）￥5,000 同時3アクセス（本体）￥7,500



●表示価格は税抜きです。
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明治大正文学全集 1 東海散史 矢野龍渓
明治大正文学全集 2 末廣鐵膓 丹羽純一郎 成島柳北 假名垣魯文 饗庭篁村 幸堂得知
明治大正文学全集 3 坪内逍遥
明治大正文学全集 4 長谷川二葉亭 山田美沙 矢崎嵯峨の舎
明治大正文学全集 5 尾崎紅葉
明治大正文学全集 6 幸田露伴
明治大正文学全集 7 森鷗外
明治大正文学全集 8 森田思軒 黒岩涙香
明治大正文学全集 9 廣津柳浪 廣津和郎
明治大正文学全集 10 齋藤緑雨 若松志づ子 後藤宙外 漣山人(巖谷小波) 
明治大正文学全集 11 高山樗牛 樋口一葉 川上眉山
明治大正文学全集 12 泉鏡花
明治大正文学全集 13 徳富蘆花
明治大正文学全集 14 村上浪六 塚原澁柿園
明治大正文学全集 15 江見水蔭 村井弦齋
明治大正文学全集 16 小杉天外
明治大正文学全集 17 小栗風葉
明治大正文学全集 18 菊池幽芳
明治大正文学全集 19 柳川春葉 佐藤紅緑
明治大正文学全集 20 正岡子規
明治大正文学全集 21 長塚節 高濱虚子 吉村冬彦
明治大正文学全集 22 國木田獨歩
明治大正文学全集 23 田山花袋
明治大正文学全集 24 島崎藤村
明治大正文学全集 25 徳田秋聲 葛西善藏
明治大正文学全集 26 正岡子規 夏目漱石 大須賀乙字 内藤鳴雪 尾崎放哉 臼田亞浪 中塚一碧樓 村上鬼城 室生犀星 巖谷小波 松瀨靑々
荻原井泉水 嶋田靑峰 原石鼎 松根東洋城 星野麥人 河東碧梧桐 小澤碧童 久保田万太郎 高濱虚子 靑木月斗 川田順 平野萬里 植松壽樹 松村英一
榑石千亦 相馬御風 武山英子 金子薫園 半田良平 前田夕暮 窪田空穂 橋田東聲 尾上柴舟 吉植庄亮 古泉千樫 茅野雅子 茅野蕭々 吉井勇
佐々木信綱 太田水穂 山川登美子 木下利玄 尾山篤二郎 落合直文 斎藤茂吉 與謝野寛 與謝野晶子 中村憲吉 花田比露思 岡麓 四賀光子 釋迢空
明治大正文学全集 27 夏目漱石
明治大正文学全集 28 鈴木三重吉
明治大正文学全集 29 森田草平
明治大正文学全集 30 岩野泡鳴 小川未明
明治大正文学全集 31 永井荷風
明治大正文学全集 32 上司小劍 正宗白鳥
明治大正文学全集 33 長田幹彦 野上彌生子
明治大正文学全集 34 武者小路実篤 長與善郎
明治大正文学全集 35 谷崎潤一郎
明治大正文学全集 36 外山正一 湯淺半月 山田美沙 中西梅花 北村透谷 宮崎湖處子 鹽井雨江 大町桂月 武島羽衣 土井晩翠 島崎藤村
河井醉茗 高安月郊 薄田泣菫 蒲原有明 平木白星 前田林外 兒玉花外 上田敏 與謝野晶子 岩野泡鳴 横瀨夜雨 伊良子淸白 相馬御風 北原白秋
木下杢太郎 三木露風 加藤介春 川路柳虹 山村暮鳥 福士幸次郎 三富朽葉 野口雨情 高村光太郎 室生犀星 生田春月 竹友藻風 佐藤春夫 富田碎花
柳澤健 萩原朔太郎 白鳥省吾 野口米次郎 西條八十 日夏耿之介 百田宗治 堀口大學 福田正夫 千家元麿 佐藤惣之助 深尾須麿子 澤ゆき子
明治大正文学全集 37 有島武郎 有島生馬
明治大正文学全集 38 久保田万太郎 水上瀧太郎
明治大正文学全集 39 倉田百三 吉田絃二郎
明治大正文学全集 40 志賀直哉 佐藤春夫
明治大正文学全集 41 藤森成吉 加能作次郎 豐島與志雄 松岡譲 田村俊子
明治大正文学全集 42 近松秋江 宇野浩二
明治大正文学全集 43 里見弴
明治大正文学全集 44 小山内薫 久米正雄
明治大正文学全集 45 芥川龍之介 室生犀星
明治大正文学全集 46 菊池寛
明治大正文学全集 47 河竹黙阿彌 依田學海 福地櫻痴 榎本虎彦 右田寅彦
明治大正文学全集 48 岡本綺堂 伊原靑々園 岡鬼太郎 高安月郊 松居松翁 山崎紫紅 島村抱月
明治大正文学全集 49 中村吉藏 木下杢太郎 吉井勇 秋田雨雀 池田大伍 鈴木泉三郎
明治大正文学全集 50 山本有三 小山内薫 岸田國士
明治大正文学全集 51 江口渙 小林多喜二 林房雄 徳永直 片岡鐵兵 窪川いね子(佐多稲子) 黒島傳次(治) 橋本英吉 立野信之 中野重治
村山知義
明治大正文学全集 52 細田民樹 下村千秋 牧野信一
明治大正文学全集 53 中村武羅夫 加藤武雄
明治大正文学全集 54 大佛次郎 牧逸馬
明治大正文学全集 55 横光利一 十一谷義三郎 瀧井孝作 佐々木茂索 川端康成 稲垣足穂 坪田譲治 龍膽寺雄 久能(野)豐彦 井伏鱒二
堀辰雄 嘉村礒多 小林秀雄
明治大正文学全集 56 江戸川亂歩 大下宇陀兒 甲賀三郎 小酒井不木
明治大正文学全集 57 辰野九紫 佐々木邦 正木不如丘
明治大正文学全集 58 長谷川伸 白井喬二
明治大正文学全集 59 佐々木味津三 直木三十五
明治大正文学全集 60 葉山嘉樹 前田河廣一郎 金子洋文 小島政二郎 平林たい子 犬養健 池谷信三郎 岡田三郎

各号の当時の表紙・作品名などはこちらから
→ https://www.fukkoku.net/shunyodo

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

https://www.fukkoku.net/shunyodo
https://www.fukkoku.net/


●表示価格は税抜きです。
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合作探偵小説

江戸川乱歩、横溝正史、小栗虫太郎、山田風太郎、高木彬光、海野十三、甲賀三郎、大下宇陀児、森下雨村
など、戦前から戦後にかけて活躍した探偵小説作家によるリレー形式の作品群。第一執筆者が提起した事
件の謎を、以降の執筆者が展開、最終執筆者が謎を解決、という形式で書き綴られ、戦前から戦後にかけて
「新青年」などの文芸誌に連載された。
本書は、1990年代に江戸川乱歩生誕100年に合わせ、乱歩の関わった作品のみを集めて企画、刊行された
春陽文庫の7冊をもとにしている。

合作探偵小説1【五階の窓】江戸川乱歩、平林初之輔、森下雨村、他
合作探偵小説2【江川蘭子】江戸川乱歩、森下雨村、甲賀三郎、他
合本探偵小説3【殺人迷路・悪霊物語】 江戸川乱歩、横溝正史、夢野久作、他
合本探偵小説4【黒い虹】 江戸川乱歩、森下雨村、甲賀三郎、他
合本探偵小説5【畸形の天女】 江戸川乱歩、大下宇蛇児、角田喜久雄、他
合本探偵小説6【女妖】 江戸川乱歩、角田喜久雄、香山 滋、他
合本探偵小説7【屍を 他6編】 江戸川乱歩、小酒井不木、島田一男、他

合作探偵小説 全7巻 セット特価
同時１アクセス（本体）￥11,000円 同時３アクセス（本体）￥16,500
＊単品購入可 ： 1冊 同時1アクセス（本体）￥2,000 同時3アクセス（本体）￥3,000



●表示価格は税抜きです。
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新註校定 國譯本草綱目

中国の薬物(漢薬)を扱う書物を本草書と呼ぶ。「本草綱目」とは、中国の明朝の篤学者李時珍がそれまで
の中国の薬物の文献を整理し、さらに従来の本草書にないもので当時使われた薬物を加えて撰した大著作
である。

李時珍は、1657年に凡そ1900品目に及ぶ動・植・鉱物界の薬用天然物を新しく考えた区分に分け補正論
述した。その後175年を経て趙学敏が本草綱目にない清代の生薬を「本草綱目拾遺」として編撰、これを「本
草綱目」に加えて国訳したのが「国訳本草綱目」である（昭和4年6月初刷発行）。

本書はこれを原本に新註校定を行い、第13巻、第14巻には原本にない注を付し、第15巻の索引では現在
の動植物名からも引けるように付加している（昭和48年3月新註増補版発行）。なお、電子版は昭和54年6
月発行の創業百年記念版によっている。

(※)本商品は目次のみが検索対象となっております。

全１５巻および月報 セット特価
同時１アクセス（本体）￥60,000 同時３アクセス（本体）￥90,000
＊単品購入可 ： 1冊 同時1アクセス（本体）￥5,000 同時3アクセス（本体）￥7,500

各巻 内容
親註校定 國譯本草綱目 1 序例
親註校定 國譯本草綱目 2 百病主治上下
親註校定 國譯本草綱目 3 水部・火部 土部・金石部
親註校定 國譯本草綱目 4 草部
親註校定 國譯本草綱目 5 草部
親註校定 國譯本草綱目 6 草部
親註校定 國譯本草綱目 7 穀部・菜部
親註校定 國譯本草綱目 8 菜部・果部
親註校定 國譯本草綱目 9 果部・木部
親註校定 國譯本草綱目 10 服器部 虫部・鱗部
親註校定 國譯本草綱目 11 介部・禽部
親註校定 國譯本草綱目 12 獣部・人部
親註校定 國譯本草綱目 13 本草綱目拾遺
親註校定 國譯本草綱目 14 本草綱目拾遺
親註校定 國譯本草綱目 15 度量衡・索引

親註校定 國譯本草綱目 月報（1～15）

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

https://www.fukkoku.net/

