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岩波書店「現代人の教養」
Maruzen eBook Library

サブスクリプションパッケージ

※少年文庫は今後追加予定です。
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「図書館長が選ぶ 学生に読ませたい本300選」 など 毎年自由に選べます！
EPUBリフロー型コンテンツで学生用図書にも最適！更新時にタイトルの入れ替えも可能です！

1年間ご契約プラン 同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体) 商品コード

Aパッケージ（50冊） ¥77,000 ¥115,500 1031329092

Bパッケージ（100冊） ¥132,000 ¥198,000 1031329093

Cパッケージ（200冊） ¥220,000 ¥330,000 1031329094

Dパッケージ（300冊） ¥286,000 ¥429,000 1031329095

Eパッケージ（400冊） ¥330,000 ¥495,000 1031329096

Fパッケージ（500冊） ¥385,000 ¥577,500 1031329097

現代社会に必須の教養を養う、古今東西の名著が勢ぞろい！
学生用図書として、学習や研究の入門書として、

500冊の中から プランに合わせて
50・100・200・300・400・500冊を自由に選書していただけます！

※一部タイトルはPDF型での配信となります。詳細はリストをご確認ください。

年間購読型につき、ご契約期間は4～3月となります
途中月からの開始も月割り価格にて対応させて頂きます

その場合も契約期間は翌年3月までとなります
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（一部PDFのタイトルもございます。詳細はリストをご覧ください）

お好きな本を選べます
全500点の中から、お好みのタイトルを自由に選書していただけます！選べる冊
数ごとにパッケージを6種類ご用意しておりますので、ご予算に合わせてお選び
ください。更新時にタイトルの入れ替えも可能です。

タイトル続々追加
岩波文庫や岩波新書、現代文庫、ジュニア新書、科学ライブラリーに加え、新
たに電子化された岩波新書の定番ロングセラータイトル（60年代や70年代刊行
の古典的名著）を大幅追加！タイトル詳細はリストをご確認ください。

良質なコンテンツ
人文から社会、理工学と多岐にわたる分野の中からお選びいただけます。学習
や研究のための入門書にも最適！

移動中でも楽々読める
スマホやタブレット端末でも読みやすく、読み上げ機能付きのEPUBリフロー型
コンテンツです。学生用図書としてもオススメ！

スマホ・タブレットなど、どんなデバイスでも楽々閲覧！

色反転・文字サイズの変更も可能

再生ボタンで自動読み上げ開始
（スピード・声の変更ができます）

EPUBリフロー型コンテンツなら…

2021年3月
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レーベル タイトル 著者 発行年 冊子版ISBN

岩波文庫

オイディプス王 ソポクレス/藤沢令夫 1967 9784003210529 

西遊記(1) 呉承恩/中野美代子 2005 9784003202012 

西遊記(2) 呉承恩/中野美代子 2005 9784003202029 

西遊記(3) 呉承恩/中野美代子 2005 9784003202036 

西遊記(4) 呉承恩/中野美代子 2005 9784003202043 

西遊記(5) 呉承恩/中野美代子 2005 9784003202050 

西遊記(6) 呉承恩/中野美代子 2005 9784003202067 

西遊記(7) 呉承恩/中野美代子 2005 9784003202074 

西遊記(8) 呉承恩/中野美代子 2005 9784003202081 

西遊記(9) 呉承恩/中野美代子 2005 9784003202098 

西遊記(10) 呉承恩/中野美代子 2005 9784003202104 

山椒大夫 高瀬舟 他四篇 森 鴎外 2002 9784003100578

鴎外随筆集 千葉 俊二 編 2000 9784003100684

吾輩は猫である 夏目 漱石 1990 9784003101018

坊っちゃん 夏目 漱石 1950 9784003101032

こころ 夏目 漱石 1989 9784003101117

五重塔 幸田 露伴 1994 9784003101216

破戒 島崎 藤村 2002 9784003102329

にごりえ たけくらべ 樋口 一葉 1999 9784003102510

濹東綺譚 永井 荷風 1948 9784003104156

小僧の神様 他十篇 志賀 直哉 2002 9784003104620

銀の匙 中 勘助 1999 9784003105115

萩原朔太郎詩集 三好 達治 選 1981 9784003106211

出家とその弟子 倉田 百三 作 2003 9784003106716

羅生門 鼻 芋粥 偸盗 芥川 竜之介 2002 9784003107010

宮沢賢治詩集 谷川 徹三 編 1950 9784003107614

伊豆の踊子・温泉宿 他4篇 川端 康成 作 2003 9784003108116

川端康成随筆集 川西 政明 編 2013 9784003108154

蟹工船 一九二八・三・一五 小林 多喜二 2003 9784003108819

人間失格 グッド・バイ 他一篇 太宰 治 1988 9784003109045

中原中也詩集 大岡 昇平 編 1981 9784003109717

ランボオ詩集 中原 中也 訳 2013 9784003109724

原民喜全詩集 原 民喜 2015 9784003110829

山月記・李陵 他九篇 中島 敦 1994 9784003114513

江戸川乱歩短篇集 千葉 俊二 編 2008 9784003118115

堕落論・日本文化私観 他22篇 坂口 安吾 2008 9784003118214

久生十蘭短篇選 川崎 賢子 編 2009 9784003118412

夫婦善哉 正続 他十二篇 織田 作之助 作 2013 9784003118528

死者の書・口ぶえ 折口 信夫 作 2010 9784003118627

自選 谷川俊太郎詩集 谷川 俊太郎 作 2013 9784003119211

茨木のり子詩集 谷川 俊太郎 選 2014 9784003119518

化鳥・三尺角 他六篇 泉 鏡花 作 2013 9784003127186

阿Q正伝・狂人日記 他十二篇 吶喊 魯迅／竹内 好 訳 1955 9784003202524

ホメロス オデュッセイア 上全二冊 松平 千秋 訳 1994 9784003210246

ホメロス オデュッセイア 下全二冊 松平 千秋 訳 1994 9784003210253

イソップ寓話集 イソップ／中務 哲郎 訳 1999 9784003210314

ギリシア・ローマ名言集 柳沼 重剛 編 2003 9784003212318

ユートピア トマス・モア／平井 正穂 訳 1957 9784003220214

ハムレット シェイクスピア 作／野島 秀勝 訳 2002 9784003220498

ロビンソン・クルーソー 上 デフォー／平井 正穂 訳 1967 9784003220818

ロビンソン・クルーソー 下 デフォー／平井 正穂 訳 1971 9784003220825

2021年3月
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レーベル タイトル 著者 発行年 冊子版ISBN

岩波文庫

嵐が丘 上 全二冊 エミリー・ブロンテ／河島 弘美 訳 2004 9784003223314

嵐が丘 下 全二冊 エミリー・ブロンテ／河島 弘美 訳 2004 9784003223321

闇の奥 コンラッド／中野 好夫 訳 1958 9784003224816

動物農場 おとぎばなし ジョージ・オーウェル 作／川端 康雄 訳 2009 9784003226247

黒猫・モルグ街の殺人事件 他五篇 ポオ／中野 好夫 訳 1979 9784003230619

森の生活 上（ウォールデン） ソロー／飯田 実 訳 1995 9784003230718

森の生活 下（ウォールデン） ソロー／飯田 実 訳 1995 9784003230725

若きウェルテルの悩み ゲーテ／竹山 道雄 訳 1951 9784003240519

変身・断食芸人 カフカ／山下 肇 訳／山下 萬里 訳 2004 9784003243817

八十日間世界一周 ジュール・ヴェルヌ 作／鈴木 啓二 訳 2001 9784003256930

罪と罰 上 全三冊 ドストエフスキー／江川 卓 訳 1999 9784003261354

罪と罰 中 全三冊 ドストエフスキー／江川 卓 訳 1999 9784003261361

罪と罰 下 全三冊 ドストエフスキー／江川 卓 訳 2000 9784003261378

人生論 トルストイ／中村 融 訳 1932 9784003261996

かもめ チェーホフ 作／浦 雅春 訳 2010 9784003262214

新編 中国名詩選（上） 川合 康三 編訳 2015 9784003700013

新編 中国名詩選（中） 川合 康三 編訳 2015 9784003700020

新編 中国名詩選（下） 川合 康三 編訳 2015 9784003700037

文学とは何か（上） 現代批評理論への招待 テリー・イーグルトン／大橋 洋一 訳 2014 9784003720417

文学とは何か（下） 現代批評理論への招待 テリー・イーグルトン／大橋 洋一 訳 2014 9784003720424

密林の語り部 バルガス＝リョサ 作／西村 英一郎 訳 2011 9784003279632

五輪書 宮本 武蔵／渡辺 一郎 校注 1942 9784003300213

新訂 福翁自伝 福沢 諭吉／富田 正文 校訂 1937 9784003310229

学問のすゝめ 福沢 諭吉 1942 9784003310236

茶の本 岡倉 覚三／村岡 博 訳 1929 9784003311516

武士道 新渡戸 稲造／矢内原 忠雄 訳 1938 9784003311813

代表的日本人 内村 鑑三／鈴木 範久 訳 1995 9784003311936

善の研究 西田 幾多郎 2012 9784003312414

貧乏物語 河上 肇／大内 兵衛 解題 1947 9784003313213

遠野物語・山の人生 柳田 国男 1976 9784003313817

古寺巡礼 和辻 哲郎 1979 9784003314418

風土 人間学的考察 和辻 哲郎 1979 9784003314425

「いき」の構造 他二篇 九鬼 周造 1979 9784003314616

新版 きけ わだつみのこえ 日本戦没学生の手記 日本戦没学生記念会 編 1995 9784003315712

忘れられた日本人 宮本 常一 1984 9784003316412

手仕事の日本 柳 宗悦 1985 9784003316924

意識と本質 精神的東洋を索めて 井筒 俊彦 1991 9784003318522

論語 金谷 治 訳注 1999 9784003320211

老子 蜂屋 邦夫 訳注 2008 9784003320518

新訂 孫子 金谷 治 訳注 2000 9784003320716

ガンディー 獄中からの手紙 森本 達雄 訳 2010 9784003326114

ブッダのことば スッタニパータ 中村 元 訳 1984 9784003330111

般若心経・金剛般若経 中村 元 訳註／紀野 一義 訳註 1960 9784003330319

ガリア戦記 カエサル／近山 金次 訳 1942 9784003340714

古代への情熱 シュリーマン自伝 シュリーマン／村田 数之亮 訳 1954 9784003342015

ソクラテスの弁明 クリトン プラトン／久保 勉 訳 1950 9784003360118

マルクス・アウレーリウス 自省録 神谷 美恵子 訳 2007 9784003361016

友情について キケロー／中務 哲郎 訳 2004 9784003361139

方法序説 デカルト／谷川 多佳子 訳 1997 9784003361313
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レーベル タイトル 著者 発行年 冊子版ISBN

岩波文庫

スピノザ エチカ 上（倫理学）全二冊 畠中 尚志 訳 1951 9784003361542

スピノザ エチカ 下（倫理学）全二冊 畠中 尚志 訳 1951 9784003361559

永遠平和のために カント／宇都宮 芳明 訳 1985 9784003362594

読書について 他二篇 ショウペンハウエル／斎藤 忍随 訳 1960 9784003363225

死に至る病 キェルケゴール／斎藤 信治 訳 1939 9784003363539

善悪の彼岸 ニーチェ／木場 深定 訳 1970 9784003363959

プラグマティズム W．ジェイムズ／桝田 啓三郎 訳 1957 9784003364017

笑い ベルクソン／林 達夫 訳 1976 9784003364536

アラン 幸福論 神谷 幹夫 訳 1998 9784003365625

論理哲学論考 ウィトゲンシュタイン／野矢 茂樹 訳 2003 9784003368916

ロウソクの科学 ファラデー／竹内 敬人 訳 2010 9784003390917

アインシュタイン 相対性理論 アインシュタイン／内山 龍雄 訳・解説 1988 9784003393413

超国家主義の論理と心理 他八篇 丸山 眞男／古矢 旬 編 2015 9784003810439

君主論 マキアヴェッリ／河島 英昭 訳 1998 9784003400319

完訳 統治二論 ジョン・ロック／加藤 節 訳 2010 9784003400777

危機の二十年 理想と現実 E．H．カー／原 彬久 訳 2011 9784003402214

マルクス エンゲルス共産党宣言 大内 兵衛 訳／向坂 逸郎 訳 1951 9784003412459

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・ヴェーバー／大塚 久雄 訳 1989 9784003420935

職業としての学問 マックス・ウェーバー／尾高 邦雄 訳 1936 9784003420959

雪 中谷 宇吉郎 1994 9784003112427

フランクリン自伝 松本 慎一 訳／西川 正身 訳 1957 9784003230114

生物から見た世界
ユクスキュル／クリサート／日高 敏隆 訳／
羽田 節子 訳

2005 9784003394311

岩波新書

万葉秀歌上 斎藤 茂吉 1968 9784004000020

万葉秀歌下 斎藤 茂吉 1968 9784004000037

零の発見数学の生い立ち 吉田 洋一 1979 9784004000136

物理学はいかに創られたか上 アインシュタイン／インフェルト／石原 純 訳 1963 9784004000143

物理学はいかに創られたか下 アインシュタイン／インフェルト／石原 純 訳 1963 9784004000150

日本の思想 丸山 真男 1961 9784004120391

新唐詩選 吉川 幸次郎／三好 達治 1952 9784004140160

論文の書き方 清水 幾太郎 1959 9784004150923

知的生産の技術 梅棹 忠夫 1969 9784004150930

羊の歌わが回想 加藤 周一 1968 9784004150961

続羊の歌わが回想 加藤 周一 1968 9784004150978

日本人の英語 マーク・ピーターセン 1988 9784004300182

続日本人の英語 マーク・ピーターセン 1990 9784004301394

大地動乱の時代 地震学者は警告する 石橋 克彦 1994 9784004303503

日本語練習帳 大野 晋 1999 9784004305965

科学の目 科学のこころ 長谷川 眞理子 1999 9784004306238

市民科学者として生きる 高木 仁三郎 1999 9784004306313

社会的共通資本 宇沢 弘文 2000 9784004306962

原発事故はなぜくりかえすのか 高木 仁三郎 2000 9784004307037

宇宙からの贈りもの 毛利 衛 2001 9784004307396

異文化理解 青木 保 2001 9784004307402

人間回復の経済学 神野 直彦 2002 9784004307822

一億三千万人のための小説教室 高橋 源一郎 2002 9784004307860

読書力 齋藤 孝 2002 9784004308010

ドイツ史10講 坂井 榮八郎 2003 9784004308263

豊かさの条件 暉峻 淑子 2003 9784004308362

コミュニケーション力 齋藤 孝 2004 9784004309154

戦後史 中村 政則 2005 9784004309550
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レーベル タイトル 著者 発行年 冊子版ISBN

岩波新書

働きすぎの時代 森岡 孝二 2015 9784004315773

いまどきの「常識」 香山 リカ 2005 9784004309697

新・韓国現代史 文 京洙 2005 9784004309840

沖縄現代史 新版 新崎 盛暉 2005 9784004309864

歴史のなかの天皇 吉田 孝 2006 9784004309871

世界共和国へ 資本＝ネーション＝国家を超えて 柄谷 行人 2006 9784004310013

社会学入門 人間と社会の未来 見田 宗介 2006 9784004310099

沖縄密約 「情報犯罪」と日米同盟 西山 太吉 2007 9784004310730

反貧困 「すべり台社会」からの脱出 湯浅 誠 2008 9784004311249

タンパク質の一生 生命活動の舞台裏 永田 和宏 2008 9784004311393

子どもの貧困 日本の不公平を考える 阿部 彩 2008 9784004311577

宇宙論入門 誕生から未来へ 佐藤 勝彦 2008 9784004311614

知的財産法入門 小泉 直樹 2010 9784004312666

希望のつくり方 玄田 有史 2010 9784004312703

津波災害 増補版 河田 惠昭 2018 9784004317081

語感トレーニング 日本語のセンスをみがく55題 中村 明 2011 9784004313052

大学とは何か 吉見 俊哉 2011 9784004313182

労働法入門 水町 勇一郎 2011 9784004313298

心と脳 認知科学入門 安西 祐一郎 2011 9784004313311

日本のデザイン 美意識がつくる未来 原 研哉 2011 9784004313335

就職とは何か〈まともな働き方〉の条件 森岡 孝二 2011 9784004313380

原発のコスト エネルギー転換への視点 大島 堅一 2011 9784004313427

英語で話すヒント 通訳者が教える上達法 小松 達也 2012 9784004313502

四字熟語の中国史 冨谷 至 2012 9784004313526

3.11 複合被災 外岡 秀俊 2012 9784004313557

日本の税金第3版 三木 義一 2018 9784004317371

北朝鮮現代史 和田 春樹 2012 9784004313618

論語入門 井波 律子 2012 9784004313663

構造災 科学技術社会に潜む危機 松本 三和夫 2012 9784004313861

社会人の生き方 暉峻 淑子 2012 9784004313885

サイバー時代の戦争 谷口 長世 2012 9784004313939

現代日本の政党デモクラシー 中北 浩爾 2012 9784004313984

政治的思考 杉田 敦 2013 9784004314028

日本財政 転換の指針 井手 英策 2013 9784004314035

出雲と大和 古代国家の原像をたずねて 村井 康彦 2013 9784004314059

信長の城 千田 嘉博 2013 9784004314066

近代秀歌 永田 和宏 2013 9784004314073

哲学のヒント 藤田 正勝 2013 9784004314134

タックス・ヘイブン 逃げていく税金 志賀 櫻 2013 9784004314172

加藤周一 二十世紀を問う 海老坂 武 2013 9784004314219

新自由主義の帰結 なぜ世界経済は停滞するのか 服部 茂幸 2013 9784004314257

新・ローマ帝国衰亡史 南川 高志 2013 9784004314264

在日外国人 第三版 法の壁，心の溝 田中 宏 2013 9784004314295

先生！ 池上 彰 編 2013 9784004314349

科学者が人間であること 中村 桂子 2013 9784004314400

日本経済図説 第五版 宮崎 勇／本庄 真／田谷 禎三 2021 9784004318781

金融政策入門 湯本 雅士 2013 9784004314486

かつお節と日本人 宮内 泰介／藤林 泰 2013 9784004314509

辞書の仕事 増井 元 2013 9784004314523

ボブ・ディラン ロックの精霊 湯浅 学 2013 9784004314530
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99歳一日一言 むの たけじ 2013 9784004314578

ヘイト・スピーチとは何か 師岡 康子 2013 9784004314608

イギリス史10講 近藤 和彦 2013 9784004314646

憲法への招待 新版 渋谷 秀樹 2014 9784004314707

新・世界経済入門 西川 潤 2014 9784004314820

仕事道楽 新版 スタジオジブリの現場 鈴木 敏夫 2014 9784004314868

集団的自衛権と安全保障 豊下 楢彦／古関 彰一 2014 9784004314912

ものの言いかた西東 小林 隆／澤村 美幸 2014 9784004314967

二〇世紀の歴史 木畑 洋一 2014 9784004314998

哲学の使い方 鷲田 清一 2014 9784004315001

日本の年金 駒村 康平 2014 9784004315018

女の一生 伊藤 比呂美 2014 9784004315049

現代秀歌 永田 和宏 2014 9784004315070

保育とは何か 近藤 幹生 2014 9784004315094

グローバル経済史入門 杉山 伸也 2014 9784004315124

コーポレート・ガバナンス 花崎 正晴 2014 9784004315131

農山村は消滅しない 小田切 徳美 2014 9784004315193

学校で教えてくれない音楽 大友 良英 2014 9784004315209

外交ドキュメント 歴史認識 服部 龍二 2015 9784004315278

在日朝鮮人 歴史と現在 水野 直樹／文京洙 2015 9784004315285

学校の戦後史 木村 元 2015 9784004315360

多数決を疑う 社会的選択理論とは何か 坂井 豊貴 2015 9784004315414

フォト・ストーリー 沖縄の70年 石川 文洋 2015 9784004315438

生きて帰ってきた男 ある日本兵の戦争と戦後 小熊 英二 2015 9784004315490

ポスト資本主義 科学・人間・社会の未来 広井 良典 2015 9784004315506

鈴木さんにも分かるネットの未来 川上 量生 2015 9784004315513

右傾化する日本政治 中野 晃一 2015 9784004315537

会社法入門 新版 神田 秀樹 2015 9784004315544

人間・始皇帝 鶴間 和幸 2015 9784004315636

〈文化〉を捉え直す カルチュラル・セキュリティの発想 渡辺 靖 2015 9784004315735

村上春樹は，むずかしい 加藤 典洋 2015 9784004315759

蘇我氏の古代 吉村 武彦 2015 9784004315766

日本病 長期衰退のダイナミクス 金子 勝／児玉 龍彦 2016 9784004315834

南海トラフ地震 山岡 耕春 2016 9784004315872

首都直下地震 平田 直 2016 9784004315926

憲法の無意識 柄谷 行人 2016 9784004316008

科学者と戦争 池内 了 2016 9784004316114

古代出雲を歩く 平野 芳英 2016 9784004316121

ルポ 貧困女子 飯島 裕子 2016 9784004316213

経済学のすすめ 人文知と批判精神の復権 佐和 隆光 2016 9784004316220

魚と日本人 食と職の経済学 濱田 武士 2016 9784004316237

パウロ 十字架の使徒 青野 太潮 2016 9784004316350

キャスターという仕事 国谷 裕子 2017 9784004316367

ルポ トランプ王国 もう一つのアメリカを行く 金成 隆一 2017 9784004316442

日本の近代とは何であったか 問題史的考察 三谷 太一郎 2017 9784004316503

ミクロ経済学入門の入門 坂井 豊貴 2017 9784004316572

データサイエンス入門 竹村彰通 2014 9784004317135

賢い患者 山口育子 2014 9784004317258

EVと自動運転 クルマをどう変えるか 鶴原吉郎 2014 9784004317173

四季の地球科学 日本列島の時空を歩く 尾池 和夫 2012 9784004313793
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近代発明家列伝 世界をつないだ九つの技術 橋本 毅彦 2013 9784004314288

ガリレオ裁判 400年後の真実 田中 一郎 2015 9784004315698

新型インフルエンザ 世界がふるえる日 山本 太郎 2006 9784004310358

キノコの教え 小川 眞 2012 9784004313656

富士山 大自然への道案内 小山 真人 2013 9784004314370

地球外生命 われわれは孤独か 長沼 毅／井田 茂 2014 9784004314691

原発はなぜ危険か 元設計技師の証言 田中 三彦 1990 9784004301028

放射線と健康 舘野 之男 2001 9784004307457

旬の魚はなぜうまい 岩井 保 2002 9784004308058

日本の地震災害 伊藤 和明 2005 9784004309772

脱原子力社会へ 電力をグリーン化する 長谷川 公一 2011 9784004313281

川と国土の危機 水害と社会 高橋 裕 2012 9784004313878

自閉症スペクトラム障害 療育と対応を考える 平岩 幹男 2012 9784004314011

医学的根拠とは何か 津田 敏秀 2013 9784004314585

算数的思考法 坪田 耕三 2014 9784004314783

エピジェネティクス 新しい生命像をえがく 仲野 徹 2014 9784004314844

医療の選択 桐野 高明 2014 9784004314929

医学探偵の歴史事件簿 ファイル2 小長谷 正明 2015 9784004315292

異常気象と地球温暖化 未来に何が待っているか 鬼頭 昭雄 2015 9784004315384

和漢診療学 あたらしい漢方 寺澤 捷年 2015 9784004315742

人間と政治 南原 繁 1953 9784004100225 

日本美の再発見 増補改訳版 ブルーノ・タウト／篠田 英雄 訳 1962 9784004000105 

社会科学の方法 ヴェーバーとマルクス 大塚 久雄 1966 9784004110620 

マルクス・エンゲルス小伝 大内 兵衛 1964 9784004110668 

孔子 貝塚 茂樹 1951 9784004130444 

この世界の片隅で 山代 巴 編 1965 9784004150220 

外国語上達法 千野 栄一 1986 9784004203292 

漢字 生い立ちとその背景 白川 静 1970 9784004120957 

漢の武帝 吉川 幸次郎 1949 9784004130482 

古事記の世界 西郷 信綱 1967 9784004140238 

平家物語 石母田 正 1957 9784004140283 

子どもの宇宙 河合 隼雄 1987 9784004203865 

読書論 小泉 信三 1950 9784004150879 

数学入門 上 遠山 啓 1950 9784004160045 

数学入門 下 遠山 啓 1960 9784004160052 

現代日本の思想 その五つの渦 久野 収／鶴見 俊輔 1956 9784004120414 

山県有朋 明治日本の象徴 岡 義武 1958 9784004131205 

文学入門 桑原 武夫 1950 9784004140016 

科学の方法 中谷 宇吉郎 1958 9784004160502 

神々の明治維新 神仏分離と廃仏毀釈 安丸 良夫 1979 9784004201038 

戦後思想を考える 日高 六郎 1980 9784004201427 

翻訳語成立事情 柳父 章 1982 9784004201892 

バナナと日本人 フィリピン農園と食卓のあいだ 鶴見 良行 1982 9784004201991 

記号論への招待 池上 嘉彦 1984 9784004202585 

新哲学入門 廣松 渉 1988 9784004300052 

臨床の知とは何か 中村 雄二郎 1992 9784004302032 

現象学 木田 元 1970 9784004120117 

歴史とは何か E．H．カー／清水 幾太郎 訳 1962 9784004130017 

日本の近代小説 中村 光夫 1954 9784004140337 

イギリスと日本 その教育と経済 森嶋 通夫 1977 9784004200291 
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ことばと国家 田中 克彦 1981 9784004201755 

術語集 ―気になることば 中村 雄二郎 1984 9784004202769 

日本語 上 新版 金田一 春彦 1988 9784004300021 

日本語 下 新版 金田一 春彦 1988 9784004300038 

コンプレックス 河合 隼雄 1971 9784004120735 

日本文化の問題 西田 幾多郎 1940 9784004000600 

ヨーロッパとは何か 増田 四郎 1967 9784004130147 

日本中世の民衆像 平民と職人 網野 善彦 1980 9784004201366 

イエスとその時代 荒井 献 1974 9784004121589 

歴史の進歩とはなにか 市井 三郎 1971 9784004130024 

無限と連続 遠山 啓 1952 9784004160038 

エビと日本人 村井 吉敬 1988 9784004300205 

アメリカ黒人の歴史 新版 本田 創造 1991 9784004301653 

昭和史 新版 遠山 茂樹／今井 清一／藤原 彰 1959 9784004131304 

沖縄ノート 大江 健三郎 1970 9784004150282 

栽培植物と農耕の起源 中尾 佐助 1966 9784004161035 

日本語の文法を考える 大野 晋 1978 9784004200536 

折々のうた 大岡 信 1980 9784004201137 

イスラーム哲学の原像 井筒 俊彦 1980 9784004201199 

日本語と外国語 鈴木 孝夫 1990 9784004301011 

天才 宮城 音弥 1967 9784004120704 

中国の歴史 上 貝塚 茂樹 1964 9784004130406 

中国の歴史 中 貝塚 茂樹 1969 9784004130413 

中国の歴史 下 貝塚 茂樹 1970 9784004130420 

自由民権 色川 大吉 1981 9784004201526 

思い出袋 鶴見 俊輔 2010 9784004312345 

禅と日本文化 鈴木 大拙/北川 桃雄 訳 1964 9784004000204 

社会認識の歩み 内田 義彦 1971 9784004110637 

水俣病 原田 正純 1972 9784004111139 

国家神道 村上 重良 1970 9784004121558 

フランス革命小史 河野 健二 1959 9784004130239 

二十世紀の音楽 吉田 秀和 1957 9784004140863 

人間であること 時実 利彦 1970 9784004161240 

日本文化史 第2版 家永 三郎 1982 9784004201878 

ハイデガーの思想 木田 元 1993 9784004302681 

ことばと文化 鈴木 孝夫 1973 9784004120988 

ヒロシマ・ノート 大江 健三郎 1965 9784004150275 

数学の学び方・教え方 遠山 啓 1972 9784004160076 

文化人類学への招待 山口 昌男 1982 9784004202042 

仏教 第2版 渡辺照宏 1974 9784004121503 

生物進化を考える 木村資生 1988 9784004300199 

日本社会の歴史 上 網野善彦 1997 9784004305002 

日本社会の歴史 中 網野善彦 1997 9784004305019 

日本社会の歴史 下 網野善彦 1997 9784004305026 

日本文学の古典 第2版 西郷信綱／永積安明／広末保 1966 9784004140221 

哲学入門 三木 清 1976 9784004000082 

日本の精神的風土 飯塚浩二 1952 9784007701634 

日本人の心理 南 博 1953 9784004120629 

人間以前の社会 今西 錦司 1951 9784004161097 

プルトニウムの恐怖 高木 仁三郎 1981 9784004201731 
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朱子学と陽明学 島田 虔次 1967 9784004120285 

日本神話 上田 正昭 1970 9784004130888 

源氏物語 秋山 虔 1968 9784004140269 

京都 林屋 辰三郎 1962 9784004130956 

物理学とは何だろうか 上 朝永 振一郎 1979 9784004200857 

物理学とは何だろうか 下 朝永 振一郎 1979 9784004200864 

アラビアのロレンス 改訂版 中野 好夫 1963 9784004000198 

近代の政治思想 その現実的・理論的諸前提 福田 歓一 1970 9784004100027 

憲法講話 宮沢 俊義 1967 9784004100348 

日本人の法意識 川島 武宜 1967 9784004100430 

プラトン 斎藤 忍随 1972 9784004120209 

子どもとことば 岡本 夏木 1982 9784004201793 

資本論入門 向坂 逸郎 1967 9784004110682 

ミケルアンヂェロ 羽仁 五郎 1968 9784004000099 

ソクラテス 田中 美知太郎 1957 9784004120193 

相対性理論入門 内山 龍雄 1978 9784004200635 

昭和天皇の終戦史 吉田 裕 1992 9784004302575 

自動車の社会的費用 宇沢 弘文 1974 9784004110477 

豊かさとは何か 暉峻 淑子 1989 9784004300854 

ユダヤ人 J‐P．サルトル／安堂信也 訳 1956 9784004110798 

実存主義 松浪信三郎 1962 9784004120100 

現代論理学入門 沢田允茂 1962 9784004120148 

魔女狩り 森島恒雄 1970 9784004130208 

ギリシア神話 高津春繁 1965 9784004140054 

法とは何か 新版 渡辺洋三 1998 9784004305446 

経済を見る眼 都留重人 1958 9784007701641 

日本列島の誕生 平 朝彦 1990 9784004301486 

魯迅東アジアを生きる文学 藤井省三 2011 9784004312994 

戦国大名と分国法 清水克行 2018 9784004317296 

江戸東京の明治維新 横山百合子 2018 9784004317340 

初期仏教 ブッダの思想をたどる 馬場 紀寿 2018 9784004317357 

トランプのアメリカに住む 吉見 俊哉 2018 9784004317364 

やさしい日本語－多文化共生社会へ 庵 功雄 2016 9784004316176 

ルイ・アルチュセール－行方不明者の哲学 市田 良彦 2018 9784004317388 

日米安保体制史 吉次 公介 2018 9784004317418 

サイバーセキュリティ 谷脇 康彦 2018 9784004317425 

アナキズム 一丸となってバラバラに生きろ 栗原 康 2018 9784004317456 

日本の同時代小説 斎藤 美奈子 2018 9784004317463 

幸福の増税論－財政はだれのために 井手 英策 2018 9784004317470 

給食の歴史 藤原 辰史 2018 9784004317487 

生き方の不平等－お互いさまの社会に向けて 白波瀬 佐和子 2010 9784004312451 

移民国家アメリカの歴史 貴堂 嘉之 2018 9784004317449 

認知症フレンドリー社会 徳田 雄人 2018 9784004317494 

百姓一揆 若尾 政希 2018 9784004317500 

人類哲学序説 梅原 猛 2013 9784004314226 

フランス現代史 小田中 直樹 2018 9784004317517 

保育の自由 近藤 幹生 2018 9784004317524 

物流危機は終わらない－暮らしを支える労働のゆくえ 首藤 若菜 2018 9784004317531 

変えてゆく勇気－「性同一性障害」の私から 上川 あや 2007 9784004310648 

ユダヤ人とユダヤ教 市川 裕 2019 9784004317555 
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岩波新書

なぜ働き続けられない？ 社会と自分の力学 鹿嶋 敬 2019 9784004317562 

日本をどのような国にするか－地球と世界の大問題 丹羽 宇一郎 2019 9784004317616 

〈いのち〉とがん 患者となって考えたこと 坂井律子 2019 9784004317593 

世界史の実験 柄谷行人 2019 9784004317623 

平成の終焉 退位と天皇・皇后 原武史 2019 9784004317630 

流言のメディア史 佐藤卓己 2019 9784004317647 

イタリア史10講 北村暁夫 2019 9784004317661 

平成経済 衰退の本質 金子勝 2019 9784004317692 

バブル経済事件の深層 奥山俊宏／村山治 2019 9784004317746 

ゲーム理論入門の入門 鎌田雄一郎 2019 9784004317753 

がん免疫療法とは何か 本庶佑 2019 9784004317685 

平成時代 吉見俊哉 2019 9784004317777 

アメリカ人のみた日本の死刑 デイビッド・T・ジョンソン／笹倉 香奈 訳 2019 9784004317784 

マキァヴェッリ 『君主論』をよむ 鹿子生浩輝 2019 9784004317791 

岩波ジュニア
新書

詩のこころを読む 茨木 のり子 1979 9784005000098

漢語の知識 一海 知義 1981 9784005000258

砂糖の世界史 川北 稔 1996 9784005002764

漢字のはなし 阿辻 哲次 2003 9784005004218

故事成句でたどる楽しい中国史 井波 律子 2004 9784005004782

哲学のことば 左近司 祥子 2007 9784005005574

いのちをはぐくむ農と食 小泉 武夫 2008 9784005005963

これからの防災・減災がわかる本 河田 惠昭 2008 9784005006038

夢を跳ぶ パラリンピック・アスリートの挑戦 佐藤 真海 2008 9784005006045

図書館で出会える100冊 田中 共子 2009 9784005006274

ニュートリノの夢 小柴 昌俊 2010 9784005006465

世界史読書案内 津野田 興一 2010 9784005006557

英作文のためのやさしい英文法 佐藤 誠司 2010 9784005006588

世界の国 1位と最下位 国際情勢の基礎を知ろう 眞 淳平 2010 9784005006649

漢字のサーカス 常用漢字編1 馬場 雄二 2010 9784005006717

社会の真実の見つけかた 堤 未果 2011 9784005006731

正しいパンツのたたみ方 新しい家庭科勉強法 南野 忠晴 2011 9784005006748

生物多様性と私たち COP10から未来へ 香坂 玲 2011 9784005006823

自分力を高める 今北 純一 2011 9784005006854

素粒子はおもしろい 益川 敏英 2011 9784005006977

パスタでたどるイタリア史 池上 俊一 2011 9784005006991

高校生，災害と向き合う 舞子高等学校環境防災科の10年 諏訪 清二 2011 9784005007004

日本の津波災害 伊藤 和明 2011 9784005007011

みんなでつくろう学校図書館 成田 康子 2012 9784005007035

解釈につよくなるための英文50 行方 昭夫 2012 9784005007066

〈銀の匙〉の国語授業 橋本 武 2012 9784005007097

しあわせに働ける社会へ 竹信 三恵子 2012 9784005007158

恐竜時代I 起源から巨大化へ 小林 快次 2012 9784005007165

日本人は植物をどう利用してきたか 中西 弘樹 2012 9784005007189

橋本式国語勉強法 橋本 武 2012 9784005007264

やらなきゃゼロ！財政破綻した夕張を元気にする全国最
年少市長の挑戦

鈴木 直道 2012 9784005007318

パワハラに負けない！労働安全衛生法指南 笹山 尚人 2013 9784005007585

平安女子の楽しい！生活 川村 裕子 2014 9784005007721

古典和歌入門 渡部 泰明 2014 9784005007752

理系アナ桝太一の 生物部な毎日 桝 太一 2014 9784005007806

大きらいなやつがいる君のためのリベンジマニュアル 豊島 ミホ 2015 9784005008056
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岩波ジュニア
新書

AKB48，被災地へ行く 石原 真 2015 9784005008162

姜尚中と読む 夏目漱石 姜 尚中 2016 9784005008216

上手な脳の使いかた 岩田誠 2012 9784005008445

ご近所のムシがおもしろい！ 谷本 雄治 2012 9784005007073

身体感覚をひらく 野口体操に学ぶ 松尾 哲矢／羽鳥 操 2007 9784005005536

進化を飛躍させる新しい主役 モンシロチョウの世界から 小原 嘉明 2012 9784005007240

カンタン実験で環境を考えよう 篠原 功治 2011 9784005006892

うま味って何だろう 栗原 堅三 2012 9784005007042

さわっておどろく！点字・点図がひらく世界 広瀬 浩二郎／嶺重 慎 2012 9784005007134

知ろう 食べよう 世界の米 佐藤 洋一郎 2012 9784005007202

岩波現代
文庫

文学部唯野教授 筒井 康隆 2000 9784006020019

ご冗談でしょう，ファインマンさん 上 R．P．ファインマン／大貫 昌子 訳 2000 9784006030056

ご冗談でしょう，ファインマンさん 下 R．P．ファインマン／大貫 昌子 訳 2000 9784006030063

獄中記 佐藤 優 2009 9784006031848

チェルノブイリの祈り 未来の物語 スベトラーナ・アレクシエービッチ／松本 妙子 訳 2011 9784006032258

チェンジング・ブルー 気候変動の謎に迫る 大河内 直彦 2015 9784006032807 

岩波科学
ライブラリー

新版 アフォーダンス 佐々木 正人 2015 9784000296342 

愛は脳を活性化する 松本 元 1996 9784000065429 

一億個の地球 星くずからの誕生 井田 茂／小久保 英一郎 1999 9784000065719 

外国語学習に成功する人，しない人 第二言語習得論へ
の招待

白井 恭弘 2004 9784000066006 

予想脳 Predicting Brains 藤井 直敬 2005 9784000074513 

皮膚は考える 傳田 光洋 2005 9784000074520 

宇宙怪人しまりす 医療統計を学ぶ 佐藤 俊哉 2005 9784000074544 

クマムシ？！小さな怪物 鈴木 忠 2006 9784000074629 

こんどこそ！わかる数学 新井 紀子 2007 9784000074681 

ハダカデバネズミ女王・兵隊・ふとん係 吉田 重人／岡ノ谷 一夫 2008 9784000074919 

決着！恐竜絶滅論争 後藤 和久 2011 9784000295864 

サボり上手な動物たち 海の中から新発見！ 佐藤 克文／森阪 匡通 2013 9784000296014 

シロアリ 女王様，その手がありましたか！ 松浦 健二 2013 9784000296021 

科学者の卵たちに贈る言葉 江上不二夫が伝えたかったこと 笠井 献一 2013 9784000296106 

勉強法の科学 心理学から学習を探る 市川 伸一 2013 9784000296113 

iPS細胞はいつ患者に届くのか 再生医療のフロンティア 塚崎 朝子 2013 9784000296182 

数の発明 足立 恒雄 2013 9784000296199 

キリンの斑論争と寺田寅彦 松下 貢 編 2014 9784000296205 

ヒトはなぜ絵を描くのか 芸術認知科学への招待 齋藤 亜矢 2014 9784000296212 

ジュゴンの上手なつかまえ方 海の歌姫を追いかけて 市川 光太郎 2014 9784000296298 

パンダ ネコをかぶった珍獣 倉持 浩 2014 9784000296304 

おなかの赤ちゃんは光を感じるか 生物時計とメラノプシン 太田 英伸 2014 9784000296335 

被曝評価と科学的方法 牧野 淳一郎 2015 9784000296366 

大人の直観vs子どもの論理 辻本 悟史 2015 9784000296410 

時を刻む湖 7万枚の地層に挑んだ科学者たち 中川 毅 2015 9784000296427 

深読み！絵本『せいめいのれきし』 真鍋真 2013 9784000296601 

ちいさい言語学者の冒険－子どもに学ぶことばの秘密 広瀬友紀 2013 9784000296595 

クモの糸でバイオリン 大崎茂芳 2012 9784000296540 

なぜ蚊は人を襲うのか 嘉糠洋陸 2012 9784000296519 

ウイルスと人間 山内一也 2001 9784000074445 

見捨てられた初期被曝 study2007 2015 9784000296397 

エピジェネティクス入門 三毛猫の模様はどう決まるのか 佐々木 裕之 2005 9784000074414 

勝てる野球の統計学 セイバーメトリクス 鳥越規央／データスタジアム野球事業部 2014 9784000296236 

サバからマグロが産まれる！？ 吉崎 悟朗 2014 9784000296311 
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