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ISBN：9784007304101 ／底本 ISBN：0

サンスクリット文学史
辻　直四郎
A5 判・並製／ 376 頁／本体価格 8,500 円

東京帝大東洋文化研究所所長・東洋文庫理事長などを歴
任した，ヴェーダ学・古典サンスクリット文学に通じた
古代インド研究の泰斗による，学術的にも評価の高いサ
ンスクリット古典文学の入門書．

ISBN：9784007302640 ／底本 ISBN：9784000284356

ドン・キホーテの世紀
スペイン黄金時代を読む
清水　憲男
四六判・並製／ 356 頁／本体価格 5,400 円

都市には 15 万人のピカロがうごめき，変装まがいの美
顔術が流行し，奇書が次々と出現した 16，17 世紀のス
ペイン社会．『ドン・キホーテ』が生まれたこの魅惑的
な黄金時代の光と影を，33 の断章に映し出すスペイン
万華鏡．

ISBN：9784007303609 ／底本 ISBN：9784000223850

奥の細道行脚
『曾良日記』を読む
櫻井　武次郎
四六判・並製／ 242 頁／本体価格 3,500 円

元禄二年におこなわれた芭蕉の奥羽北陸行脚．随行者曾
良は，旅の様子をつぶさに記録していた．芭蕉主従の動
静を伝える『曾良日記』を精緻に読み解くことで，『奥
の細道』には描かれなかった旅の実相が浮かび上がる．

ISBN：9784007300783 ／底本 ISBN：4000002414

奥村土牛
近藤　啓太郎
A5 判・並製／ 254 頁／本体価格 7,000 円

明治以降の近代化の中，西欧的方法との安易な妥協をき
らい，独自の画境を拓いて日本画に革新をもたらした奥
村土牛．度重なる画家への取材からその芸術の核心に
迫った画期的評伝．読売文学賞．※オリジナル本に収録
の口絵は割愛しております．

ISBN：9784007304088 ／底本 ISBN：9784000002530

王朝漢文学論攷
『本朝文粋』の研究
大曾根　章介
A5 判・並製／ 484 頁／本体価格 10,000 円

華麗な表現や巧緻な対句を競う平安時代の名文を集成し
作文の模範とされた『本朝文粋』．日本漢文学研究の確
立に生涯を捧げた著者の『本朝文粋』をめぐる研究成果
を体系的に編成し，その文学史上の意義を明らかにする．

ISBN：9784007306563 ／底本 ISBN：9784000283410

加藤周一自選集 第 1 巻
1937 年～ 1954 年
加藤　周一／鷲巣　力　編
四六判・並製／ 498 頁／本体価格 7,500 円

旧制第一高等学校の学生新聞に発表した最初の著作から，
フランス留学中に寄稿した小文まで 17年間の著作を収め
る．天皇制を批判した 3本をはじめ，日本文学を射程に
収める数本と日本文化論，フランス文学への関心が書か
せたヴァレリー，サルトル，抵抗の詩人たちの思想，クロー
デルを紹介した演劇論ほか，小説・戯曲・詩を含む 35本．

ISBN：9784007302152 ／底本 ISBN：9784000221450

イタリア・ユダヤ人の風景
河島　英昭
四六判・並製／ 382 頁／本体価格 5,800 円

第二次大戦下のイタリア．ファシズムとナチズムが交錯
するなか，戦火とは別の暴力が多くの命を奪おうとして
いた．苦難に生き，闘い，斃れたユダヤ人の足跡をイタ
リア四都市にたどる．二〇〇五年読売文学賞受賞作．
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ISBN：9784007306570 ／底本 ISBN：9784000283427

加藤周一自選集 第 2 巻
1955 年～ 1959 年
加藤　周一／鷲巣　力　編
四六判・並製／ 438 頁／本体価格 6,600 円

西欧の地で感じた文化の「純粋種」と「雑種性」概念を
提起した「日本文化の雑種性」，天皇制に対する日本人の
意識を論じた「天皇制について」，鴎外の文学者としての
業績を語る「鴎外とその時代」，戦時期の知識人の態度を
鋭く批判した「戦争と知識人」，戦後ヨーロッパ思想を紹
介した一連の論文等，フランス留学から帰国後の 5年間
を収録．

ISBN：9784007306587 ／底本 ISBN：9784000283434

加藤周一自選集 第 3 巻
1960 年～ 1966 年
加藤　周一／鷲巣　力　編
四六判・並製／ 438 頁／本体価格 6,600 円

大学教授としてカナダに赴き，日本との間を往復して文
筆活動を続けた時期の著作を収める．荷風を哲学的に分
析する可能性を示した「物と人間と社会」，白鳥の作品か
ら日本文学の状況を説く「現代日本文学の状況」ほか，
政治問題が噴出した時代，政治を語る一方で文化・思想
を論じた，その文化面での発言を中心に二一本を厳選．

ISBN：9784007306594 ／底本 ISBN：9784000283489

加藤周一自選集 第 8 巻
1987 年～ 1993 年
加藤　周一／鷲巣　力　編
四六判・並製／ 454 頁／本体価格 6,900 円

今日まで存続する明治初期に成立した文体の諸条件を論
じた「明治初期の文体」，近代化を目指し明治政府の行っ
た西洋文献の翻訳事業が広範・正確・短期間で成し遂げ
られた条件を考察する「明治初期の翻訳」，著者の長年の
興味の対象である多くの謎を含むという「斎藤茂吉の世
界」ほか，推薦文，弔辞を含む，夕陽妄語を主とした 51本．

ISBN：9784007301193 ／底本 ISBN：9784000028257

漢語逍遙
小島　憲之
四六判・並製／ 326 頁／本体価格 5,000 円

中国の俗語に明るかった幕末・明治の日本の文人たち．
鴎外・兆民などの作品に見える漢語を独特の粘りで詳細
に検証．佩文韻府にとどまらず，敦煌文書・漢訳仏典・
俗語小説を博捜してその正体を探り当てていく．

ISBN：9784007306181 ／底本 ISBN：9784000260480

久保田淳著作選集 第一巻 西行
久保田　淳
A5 判・並製／ 408 頁／本体価格 10,000 円

著者の西行論を集成する．花と月の歌人という先入観を
排し，難解歌を多方面から読み解くことで新しい西行像
を提示した著作を中心にして，西行和歌の心と詞を掘り
起こした代表的論文を収録．

ISBN：9784007306198 ／底本 ISBN：9784000260497

久保田淳著作選集 第二巻
定家
久保田　淳
A5 判・並製／ 368 頁／本体価格 10,000 円

新古今時代，歌壇の最高権威として君臨した藤原定家．
詠歌表現の巧緻な分析と考証によりその内面を活写する
ことで，時代の中に息づく鮮烈な定家像を提示した伝記
研究を中心に，代表的論考を集成した珠玉の定家論集．

ISBN：9784007309090 ／底本 ISBN：9784000283502

加藤周一自選集 10 
1999 － 2008
鷲巣 力／加藤 周一
四六判・並製／ 648 頁／本体価格 9,800 円

世紀の移り変わりを見つめた著者最後の一〇年間．「不
条理な死」に対する発言など，人間に，未来に対して最
後まで抱き続けた希望が溢れる一〇〇本を収録．巻末に
は著作目録・外国語訳著書一覧・収録著作索引を付す．
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ISBN：9784007306204 ／底本 ISBN：9784000260503

久保田淳著作選集 第三巻
中世の文化
久保田　淳
A5 判・並製／ 398 頁／本体価格 10,000 円

和歌を中心にしつつ，常にその近接領域を視野に入れて，
中世人の思想と表現とを追究してきた著者の論考を集成
する．多様な文学ジャンルの全円的な把握のもとに構築
される中世の世界像は，現代における古典文学研究の到
達点である．

ISBN：9784007303579 ／底本 ISBN：9784000003575

近世文藝思潮攷
中村　幸彦
B6 判・並製／ 408 頁／本体価格 6,000 円

幕初の宋学者以降，時代に対応して変化する儒教思想の
姿を捉えつつ，近世知識人の文学観を克明に分析．元禄
の人情説にすでに近代文学の萌芽を見出すなど，文芸思
想にあらわれた近世文化の本質をあざやかに描き出す．

ISBN：9784007300141 ／底本 ISBN：4000004271

空間のコスモロジー
篠田　浩一郎
A5 判・並製／ 328 頁／本体価格 8,600 円

19 世紀のフランス人は空間をどのようにとらえたか．
ルドゥーの実現した製塩都市，フーリエの情念論とユー
トピア，ミシュレの説く調和社会と交感宇宙．21 世紀
にもとどきそうな思索と預言的言説は今も新鮮な発見
だ．

ISBN：9784007303999 ／底本 ISBN：9784000227087

源氏物語論
藤井　貞和
A5 判・並製／ 784 頁／本体価格 16,000 円

物語におけるうたの力，主題論，歴史をよそおう仕掛け，
守護霊としての物の怪論，中国文学の摂取，そして物語
の時間……．一貫して物語学の構築を試みてきた著者の
数多くの論考から五四編を精選して集成する．

ISBN：9784007303869 ／底本 ISBN：9784000002004

江戸名物評判記集成
中野　三敏　編
A5 判・並製／ 436 頁／本体価格 9,800 円

役者，遊女，文人などの人物から，魚・虫・初物に至るまで，
さまざまな対象を取り扱う「名物評判記」から二〇篇を
精選．当代の流行の最先端や人々の旺盛な好奇心と批評
精神を伝える第一級の風俗資料．

ISBN：9784007303722 ／底本 ISBN：9784000022200

室町文学の世界 面白の花の都や
岡見　正雄
A5 判・並製／ 382 頁／本体価格 8,700 円

室町期の時代相を膨大な文献を丹念に読み解いて考察
し，当時の人びとの心性を追求しつづけた碩学の論文集．
「室町ごころ」にはじまり「面白の花の都や」に至る珠
玉の論考は，中世の姿を現代に甦らせる．

ISBN：9784007302800 ／底本 ISBN：9784000233934

周作人「対日協力」の顛末
補注『北京苦住庵記』ならびに後日編
木山　英雄
A5 判・並製／ 516 頁／本体価格 11,000 円

周作人は日本軍政下の北京で役職に就き，戦後の裁判
で “ 漢奸 ” の烙印を押された．未公刊資料や日中双方の
関係者の証言を駆使してこの問題を追跡する．後半は文
革後新たに浮上してきた事実や資料に分析のメスを入れ
る．
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ISBN：9784007303029 ／底本 ISBN：9784000284332

世紀末と漱石
尹　相仁
四六判・並製／ 436 頁／本体価格 6,400 円

留学先のロンドンで世紀末思潮に出会い，耽溺して行っ
た漱石．とりわけ深い関心を寄せたラファエル前派，アー
ル・ヌーヴォー，印象主義の美術に，漱石文学の耽美的
想像力の原点をたどった斬新かつ刺激的な漱石論．

ISBN：9784007305825 ／底本 ISBN：9784000023245

大和猿楽史参究
表　章
A5 判・並製／ 476 頁／本体価格 13,000 円

観阿弥・世阿弥父子による能楽大成の基盤となった大和
猿楽．大和猿楽を支配した諸寺院側の史料を精緻に分析
して，猿楽から能への漸次的発展の軌跡を叙述する．戦
後の能楽研究を領導した著者の代表作．

ISBN：9784007302411 ／底本 ISBN：9784000211079

竹内好という問い
孫　歌
四六判・並製／ 350 頁／本体価格 5,300 円

1930 年代の論争から 60 年代の著作にいたるまで，そ
のつど大きな反響を呼び起こした代表的作品を時代と串
刺しにして読み解く．「正しさ」を引き換えにしても歴
史に入ろうとした，行動する思想家の真髄をとらえた画
期的論考．

ISBN：9784007300844 ／底本 ISBN：4000013440

中国の神話と物語り
古小説史の展開
小南　一郎
A5 判・並製／ 468 頁／本体価格 11,000 円

唐末期からの社会変動に伴い，神話が滅び変容し文芸が
成立してくる．残された儀礼を手掛りに神話の変化を考
察し，伝承者の姿を追求しながら神話観の推移を分析．
「七夕」「西王母」等の説話の意味も解明して興味深い．

ISBN：9784007306334 ／底本 ISBN：9784000241458

唐代の人は漢詩をどう詠んだか
中国音韻学への誘い
大島　正二
四六判・並製／ 222 頁／本体価格 3,400 円

中国唐代の人々は漢詩をどのような発音で詠んでいたの
だろうか．中国音韻学の基礎や古代音研究の歩みから，
その復元のための方法を明らかにする．そして実際に長
安出身の晩唐の詩人杜牧「江南春」の古代音の復元を試
みる．

ISBN：9784007302763 ／底本 ISBN：9784000246163

葡萄樹の見える回廊
中東・地中海文化と東西交渉
杉田　英明
A5 判・並製／ 646 頁／本体価格 13,000 円

「走れメロス」は古代地中海の物語圏から，いかなるルー
トを経て極東に達したのか．薔薇水，数珠，そして火に
入る蛾や大地に注ぐ酒など，詩想の伝播の回廊を辿る．
日本と中東イスラム文化圏を結ぶ知られざる環を探る
旅．

ISBN：9784007303296 ／底本 ISBN：9784000236683

世阿弥の中世
大谷　節子
A5 判・並製／ 350 頁／本体価格 8,200 円

古代から中世に受け継がれた膨大な知の集積を，世阿弥
は斬新な構想力で自作の能に凝縮させた．その方法論を
精緻に読み解くことで，作品世界に封印された時代精神
を剔出する．世阿弥像を大きく更新させた画期的研究書．
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ISBN：9784007301162 ／底本 ISBN：0

物語の構造
〈語り〉の理論とテクスト分析
F．シュタンツェル／前田　彰一　訳
A5 判・並製／ 312 頁／本体価格 7,500 円

物語の構造にはどのような謎が秘められているのか．文
芸学，構想主義，テキスト言語学などの理論と，近現代
英米文学の豊富な作品分析をふまえ，三つの典型的な物
語状況を設定し，個々の作品を類型円図表の体系に位置
づける．

ISBN：9784007304095 ／底本 ISBN：9784000021371

万葉集の作品と方法
口誦から記載へ
稲岡　耕二
A5 判・並製／ 416 頁／本体価格 9,000 円

天武朝および持統朝が口誦から記載への転換期であるこ
とを跡付け，同時期に登場した人麻呂歌集の表現と作歌
の方法を精緻に分析した論考を収める．文学史と表記史
を架橋し，柿本人麻呂研究を飛躍させた記念碑的著作．

ISBN：9784007302855 ／底本 ISBN：0

火山島　（1）
金　石範
A5 判・並製／ 394 頁／本体価格 6,000 円

日本の植民地支配から解放後の朝鮮・済州島．青年たち
は，民族と正義への熱情に駆られ，淡い恋愛感情に心乱
れながらも，まっすぐに生きようとする．その彼らを待っ
ていたものは．「四・三事件」を描き切った，大佛次郎賞・
毎日芸術賞受賞の雄編．

ISBN：9784007302862 ／底本 ISBN：0

火山島　（2）
金　石範
A5 判・並製／ 418 頁／本体価格 6,300 円

日本の植民地支配から解放後の朝鮮・済州島．青年たち
は，民族と正義への熱情に駆られ，淡い恋愛感情に心乱
れながらも，まっすぐに生きようとする．その彼らを待っ
ていたものは．「四・三事件」を描き切った，大佛次郎賞・
毎日芸術賞受賞の雄編．

ISBN：9784007302879 ／底本 ISBN：0

火山島　（3）
金　石範
A5 判・並製／ 562 頁／本体価格 8,500 円

日本の植民地支配から解放後の朝鮮・済州島．青年たち
は，民族と正義への熱情に駆られ，淡い恋愛感情に心乱
れながらも，まっすぐに生きようとする．その彼らを待っ
ていたものは．「四・三事件」を描き切った，大佛次郎賞・
毎日芸術賞受賞の雄編．

ISBN：9784007302886 ／底本 ISBN：0

火山島　（4）
金　石範
A5 判・並製／ 562 頁／本体価格 8,500 円

日本の植民地支配から解放後の朝鮮・済州島．青年たち
は，民族と正義への熱情に駆られ，淡い恋愛感情に心乱
れながらも，まっすぐに生きようとする．その彼らを待っ
ていたものは．「四・三事件」を描き切った，大佛次郎賞・
毎日芸術賞受賞の雄編．

ISBN：9784007302893 ／底本 ISBN：0

火山島　（5）
金　石範
A5 判・並製／ 474 頁／本体価格 7,200 円

日本の植民地支配から解放後の朝鮮・済州島．青年たち
は，民族と正義への熱情に駆られ，淡い恋愛感情に心乱
れながらも，まっすぐに生きようとする．その彼らを待っ
ていたものは．「四・三事件」を描き切った，大佛次郎賞・
毎日芸術賞受賞の雄編．
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ISBN：9784007302916 ／底本 ISBN：0

火山島　（7）
金　石範
A5 判・並製／ 522 頁／本体価格 7,900 円

日本の植民地支配から解放後の朝鮮・済州島．青年たち
は，民族と正義への熱情に駆られ，淡い恋愛感情に心乱
れながらも，まっすぐに生きようとする．その彼らを待っ
ていたものは．「四・三事件」を描き切った，大佛次郎賞・
毎日芸術賞受賞の雄編．

ISBN：9784007302589 ／底本 ISBN：9784000284363

アイヌ　わが人生
貝澤　正
四六判・並製／ 362 頁／本体価格 5,500 円

先住民復権の潮流とは裏腹に，アイヌの聖地はダムに埋
められようとし，北海道アイヌ・貝澤正は湖底の人柱と
なる決意を胸に逝った．アイヌ新法の制定，自然林の保
護，生活の自立，アイヌの復権を求めて綴った生活と闘
いの記録．

ISBN：9784007301490 ／底本 ISBN：9784000003056

回顧七十年
深井　英五
B6 判・並製／ 396 頁／本体価格 6,000 円

同志社に学び新聞記者として出発，日銀総裁，枢密顧問
官を務めた著者の省察録．特に第一次大戦期から戦間期
を経て戦時期に至る国内外通貨政策に関する箇所は，日
本経済史・金融史研究にとっても貴重な記録である．

ISBN：9784007302169 ／底本 ISBN：9784000227421

原爆体験
六七四四人・死と生の証言
濱谷　正晴
四六判・並製／ 294 頁／本体価格 4,400 円

広島・長崎で何が起きたかは，決して自明ではない．心
の傷，体の傷，不安……．多くの苦しみを背負った被爆
者は何を支えにして生きたのか．反原爆の思想はいかな
る特質を有していたのか．一万三千人を対象にした「原
爆被害者調査」を徹底的に分析し，「あの日」を生き抜
いた人間と原爆との関わりを解明した記念碑的労作．

ISBN：9784007300653 ／底本 ISBN：4000008382

考証　福澤諭吉　（上）
富田　正文
A5 版・並製／ 452 頁／本体価格 11,000 円

日本近代思想の礎石を築いた先覚者としての福沢諭吉．
この本は，福沢研究に生涯をかけた著者にして初めて
描き得た克明な伝記であり，石河幹明著『福沢諭吉伝』
（1929 年）以降の研究成果が凝集された決定版である．

ISBN：9784007300660 ／底本 ISBN：4000008390

考証　福澤諭吉　（下）
富田　正文
A5 判・並製／ 430 頁／本体価格 11,000 円

日本近代思想の礎石を築いた先覚者としての福沢諭吉．
この本は，福沢研究に生涯をかけた著者にして初めて
描き得た克明な伝記であり，石河幹明著『福沢諭吉伝』
（1929 年）以降の研究成果が凝集された決定版である．

ISBN：9784007302909 ／底本 ISBN：0

火山島　（6）
金　石範
A5 判・並製／ 538 頁／本体価格 8,100 円

日本の植民地支配から解放後の朝鮮・済州島．青年たち
は，民族と正義への熱情に駆られ，淡い恋愛感情に心乱
れながらも，まっすぐに生きようとする．その彼らを待っ
ていたものは．「四・三事件」を描き切った，大佛次郎賞・
毎日芸術賞受賞の雄編．
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ISBN：9784007300479 ／底本 ISBN：4000233505

周恩来伝 1949 ～ 1976　（上）
金 冲及 編／竹内 実 解説／劉 俊南 訳／
譚 佐強 訳
A5 判・並製／ 460 頁／本体価格 10,000 円

1949 年の中華人民共和国建国以来，その死に至るまで国
務院総理であった周恩来（1898 － 1976）．彼は「大躍
進」や「文化大革命」などの困難な状況下でも誠心誠意
国事に力を尽くした．日記，書簡，草稿や会議の発言記録，
関係者の証言などに基づく詳細な伝記．叙述の端々に人
間周恩来の喜びや苦悩もかいま見える．（竹内実解説）

ISBN：9784007300486 ／底本 ISBN：4000233513

周恩来伝 1949 ～ 1976　（下）
金 冲及 編／竹内 実 解説／劉 俊南 訳／
譚 佐強 訳
A5 判・並製／ 480 頁／本体価格 10,000 円

1949 年の中華人民共和国建国以来，その死に至るまで国
務院総理であった周恩来（1898 － 1976）．彼は「大躍
進」や「文化大革命」などの困難な状況下でも誠心誠意
国事に力を尽くした．日記，書簡，草稿や会議の発言記録，
関係者の証言などに基づく詳細な伝記．叙述の端々に人
間周恩来の喜びや苦悩もかいま見える．（竹内実解説）

ISBN：9784007301223 ／底本 ISBN：9784000027106

天才の誕生
あるいは南方熊楠の人間学
近藤　俊文
四六判・並製／ 250 頁／本体価格 4,000 円

多くの謎に包まれた知の巨人の意識と行動を，綿密な文
献解読，精神医学・神経科学的知見の統合を通して描き
出す秀逸な人間洞察．「ゲシュヴィント症候群」という
人格の構造を浮き彫りにし，異能の秘密に迫る．

ISBN：9784007302930 ／底本 ISBN：9784000003421

ギリシア語文法
高津　春繁
A5 判・並製／ 496 頁／本体価格 7,800 円

日本語で書かれた古典ギリシア語文法書の最高峰．引例
豊富，精密なギリシア文法書である本書は，文章論にく
わしく，方言も多く取り入れ，ギリシア文学に親しもう
とする人々にも便利なように配慮している．

ISBN：9784007304125 ／底本 ISBN：0

新約聖書ギリシア語入門
神田　盾夫
A5 判・並製／ 336 頁／本体価格 7,500 円

著者（1897　－ 1986）は言語学者・聖書学者（新約聖
書学）．オックスフォード，ハイデルベルクに留学して西
洋古典学を修めた後，東京大学，国際基督教大学などで
教鞭を執った．1956 年刊行の本書は，積み上げ式の文法
教科書で，練習問題，変化表，語彙を含む．日本語で書
かれたこの分野の教科書として長く親しまれてきた．

ISBN：9784007303739 ／底本 ISBN：9784000001090

印欧語の親族名称の研究
風間　喜代三
A5 判・並製／ 436 頁／本体価格 10,000 円

印欧語研究の長い伝統をふまえ，さらに比較神話学や文
化人類学などの隣接諸科学の方法と成果をも摂取しつ
つ，さまざまな親族名称に焦点を当て，それらが印欧諸
語の中でどのように展開し定着していったかを明らかに
する．

ISBN：9784007303982 ／底本 ISBN：9784000027304

ギリシァ・ラテン文学研究
叙述技法を中心に
久保　正彰
A5 判・並製／ 544 頁／本体価格 11,000 円

西洋古典文学において，叙事詩は詩文の雄であり，また
散文の代表としては歴史叙述が盛んに書き継がれた．著
者はホメロス以来連綿と継承される叙事詩の系譜をテキ
ストの精密な分析をとおして跡づけるとともに，ツキジ
デスの史書『戦史』を徹底的に読み抜き，その歴史観・
人間観を闡明する．積年の研究成果が集成された書籍．
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ISBN：9784007300394 ／底本 ISBN：4000242377

日本語からみた生成文法
黒田　成幸
A5 判・並製／ 356 頁／本体価格 9,000 円

1960 年代から 2000 年にかけて日本語で書かれた論考をほぼ網
羅する著作集．主題は統辞論・意味論から音韻論，言語学の方法
論まで多岐にわたる．各論考の付記において，発表以後の考えの
発展や関連論文に触れる．必要以上に形式的な議論や新奇な術語
は用いておらず，取り扱われている対象に十分な興味さえあれば，
初学者も生成文法の考え方に馴染むことができるだろう．

ISBN：9784007300301 ／底本 ISBN：4000017586

日本語の形成
大野　晋
A5 判・並製／ 808 頁／本体価格 20,000 円

弥生時代初め南インドから到来したタミル語が縄文語を
クレオール化することによって日本語が形成されたとす
る，著者20年来の研究を集成．500語の対応，係り結び，
五七五七七の韻律形式の共通性を精緻に論証する．

ISBN：9784007305627 ／底本 ISBN：9784000067164

日本語の文法 1　文の骨格
仁田 義雄／村木 新次郎／柴谷 方良／矢澤 真人

A5 判・並製／ 272 頁／本体価格 6,400 円

単語とは何で，語義と文法機能がどう関係するのかを検
討し，文の核となる述語成分と補足成分との関係を捉え
る格の概念と，受動態などのヴォイス的現象について解
説する．そして，骨格の内容を広げる副詞的表現につい
て述べる．

ISBN：9784007305634 ／底本 ISBN：9784000067171

日本語の文法 2
時・否定と取り立て
金水　敏／工藤　真由美／沼田　善子
A5 判・並製／ 256 頁／本体価格 6,100 円

文の意味内容を広げていく文法現象として，まず，テン
ス，アスペクトという時に関わる表現を取り上げる．そ
して，さまざまなレベルの否定表現について解説し，「…
だけ」「…も」のような取り立ての表現について述べる．

ISBN：9784007304118 ／底本 ISBN：9784000208116

ラテン語入門
呉　茂一
A5 判・並製／ 350 頁／本体価格 8,000 円

1952 年の刊行以来，長くラテン語の基本文法書として多
くの人に使われてきた初学者のための教科書．著者は多
くの名訳によって知られる碩学である．練習問題にはカ
トゥルス，ホラティウスなどの詩人やキケロー，カエサ
ルなどの作家からの引用が含まれ，巻末の語彙（羅－和，
和－羅）を利用し，解答で理解度を確かめながら学べる．

ISBN：9784007301803 ／底本 ISBN：9784000068390

外国語として出会う日本語
小林　ミナ
B6 判・並製／ 200 頁／本体価格 2,700 円

「今日はネコ暑いですね」．日本語を学んでいる外国人の
友だちにこう言われたら，どう思う？　外国人の「間違
い」の背景を探ってみると，日本語とその人の母語の特
徴，文化の違い，そして学習者なりの論理がきっと隠れ
ている．

ISBN：9784007308192 ／底本 ISBN：9784000800136

ギリシア・ローマ神話辞典
高津 春繁
B6 判・並製／ 390 頁／本体価格 5,900 円

聖書と並んで欧米の文学・美術・思想の理解に不可欠な
ギリシア・ローマ神話．これを知らずして，欧米の文化
はもとより人々の日常生活すら理解できないだろう．本
辞典は多彩にして興味深い神話の世界を二千余の項目で
説明する．
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ISBN：9784007305641 ／底本 ISBN：9784000067188

日本語の文法 3　モダリティ
森山　卓郎／仁田　義雄／工藤　浩
A5 判・並製／ 272 頁／本体価格 6,400 円

文は客観的な事実を表す命題と，話し手の捉え方・態度
を表すモダリティからなり，豊かなモダリティ表現は日
本語の特徴である．モダリティの観点から文を捉え直し，
話し手の認識を表すモダリティと副詞的表現について検
討する．

ISBN：9784007305658 ／底本 ISBN：9784000067195

日本語の文法 4 複文と談話
野田 尚史／益岡 隆志／佐久間 まゆみ／
田窪 行則

A5 判・並製／ 256 頁／本体価格 6,000 円

複文・テキストの構造や文法は単文とどう違うのか概観
し，複文に関わる表現のなかから，条件表現と連体修飾
表現をとりあげて検討する．さらに，文章・談話の文脈
の展開機能を担う接続詞と指示詞を取り上げ，名詞につ
いて述べる．

ISBN：9784007305818 ／底本 ISBN：9784000021074

母音　その性質と構造
千葉 勉／梶山 正登／杉藤 美代子 訳／
本多 清志 訳

菊判・並製／ 280 頁／本体価格 9,900 円

音声学上，日本人の三指に入る業績と言われ，世界的に
高く評価されながらも，入手困難だった音声研究の古典
『The　Vowel』．今なお引用され続ける本書に，丁寧な
訳注と，現代的視点からの解説をつけて，全訳．

ISBN：9784007302985 ／底本 ISBN：9784000022026

水の中央に在り
木村蒹葭堂研究
水田　紀久
A5 判・並製／ 338 頁／本体価格 9,200 円

十八世紀後半の大坂で活躍した不世出の文人木村蒹葭
堂．蒹葭堂研究の第一人者である著者の論考を集成して，
桁外れの蒐集と博識，隔てない交友ぶりで，唐土にまで
知られた人物の生涯と事蹟をたどる決定版．

ISBN：9784007308185 ／底本 ISBN：9784000255608

陸放翁鑑賞
河上 肇 / 校訂　一海　知義
A5 判・並製／ 546 頁／本体価格 12,000 円

河上肇が出獄後の後半生に意を注いだのは，宋代の詩人
陸游の詩の注釈だった．約五百首を収める『陸放翁鑑賞』
はその死後刊行され，河上肇全集では，一海知義氏が全
面的に校訂．本書はその全集版に若干の修正を施した．

ISBN：9784007303753 ／底本 ISBN：9784000222686

江戸詩歌史の構想
鈴木　健一
A5 判・並製／ 298 頁／本体価格 6,600 円

伝統の重圧と相克しつつ，しだいに革新性を獲得してい
く江戸詩歌の諸相を，音声・地名・絵画などを切り口に
叙述する．古代から近代までを見据えて，日本詩歌史の
大きな転換期としての「江戸」を提示した論文集．

ISBN：9784007305177 ／底本 ISBN：9784000259132

『ガリヴァー旅行記』
徹底注釈　（本文篇）
スウィフト／富山　太佳夫　訳
A5 判・並製／ 326 頁／本体価格 6,400 円

強烈な諷刺と奇想天外な空想に満ちみちたスウィフト一
代の傑作『ガリヴァー旅行記』．その魅力の源泉に迫る
べく，史実考証はもとより，解釈をめぐる初版以来の知
見や，テクスト分析，最新の学術的・批評的成果をふまえ，
さらにオリジナルな論点や読みをもりこんだ空前の規模
の注釈書がここに完成！　研究者・文学ファン必携．
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ISBN：9784007308499 ／底本 ISBN：9784000228473

小泉八雲と近代中国
劉 岸偉
四六判・並製／ 290 頁／本体価格 4,400 円

ハーンは 20世紀前半の中国においてどのように受容さ
れたか．日中関係史を再検証しつつ作家没後のドラマを
追跡．日本思想史における八雲の再評価とともに中国近
代史における重要性を明快に論証．新たな作家像を描き
出す．

ISBN：9784007308505 ／底本 ISBN：9784000021982

宮沢賢治、中国に翔る想い
王 敏
四六判・並製／ 224 頁／本体価格 3,400 円

故郷と時代に根差しながら，寓話的でコスモポリタンな
魅力に満ちた賢治の作品世界．『西遊記』『唐詩選』との
比較検証から賢治が見つめた中国を浮き彫りにし，彼の
「求道」精神や創作の源泉を追究する，新鮮で卓抜な作
家論．

ISBN：9784007308529 ／底本 ISBN：9784000244176

パスカル考
塩川 徹也
A5 判・並製／ 390 頁／本体価格 8800 円

『パンセ』断章群にあふれる機知，論争書簡を貫く犀利
な論理に，キリスト教護教論の戦略が潜む．言葉と論理
で信仰を説くパスカルの思索には，ポスト近代の難問が
顔をのぞかせる．四半世紀にわたる論考の集大成．

ISBN：9784007308543 ／底本 ISBN：9784000019804

新訂 物権法（民法講義 II） 
我妻 栄／有泉　亨　補訂
A5 判・並製／ 580 頁／本体価格 8700 円

物権法体系の概説書として高い評価を得てきた旧版を改
訂する作業が，著者の手によって進められていた．著者
没後，その遺志は学問的親交の深かった有泉亨氏によっ
て受け継がれ，新訂版として完成をみた．

ISBN：9784007308628 ／底本 ISBN：9784000060561

Morse 理論の基礎
松本 幸夫
A5 判・並製／ 246 頁／本体価格 3700 円

空間の形状とその上の関数のあり方は密接に関連してい
る．それらの相互関係に関する理論であり，現代幾何学
の発展に多大の影響を及ぼしたMorse 理論の有限次元
の場合を中心に，多様体の位相幾何学の研究に不可欠な
手段を解説．

ISBN：9784007308550 ／底本 ISBN：9784000218818

印欧語比較文法
高津 春繁
A5 判・並製／ 458 頁／本体価格 6900 円

印欧語族共通基語の文法を，派生した諸言語と比較しな
がら音論・形態論・語群の観点から考察．ギリシア語，
ラテン語，サンスクリット語等の該博な知識に基づき，
印欧諸言語の歴史的発生的関係，近親関係を浮かび上が
らせる基本書．

ISBN：9784007305184 ／底本 ISBN：9784000259132

『ガリヴァー旅行記』
徹底注釈 （注釈篇）
原田 範行 注解／服部 典之 注解／
武田 将明 注解
A5 判・並製／ 630 頁／本体価格 12,000 円

強烈な諷刺と奇想天外な空想に満ちみちたスウィフト一
代の傑作『ガリヴァー旅行記』．その魅力の源泉に迫る
べく，史実考証はもとより，解釈をめぐる初版以来の知
見や，テクスト分析，最新の学術的・批評的成果をふまえ，
さらにオリジナルな論点や読みをもりこんだ空前の規模
の注釈書がここに完成！　研究者・文学ファン必携．



13

ISBN：9784007306730 ／底本 ISBN：9784000600019

日本古典文学大系 1
古事記祝詞
倉野　憲司　校注／武田　祐吉　校注
A5 判・並製／ 468 頁／本体価格 7,200 円

日本最古の史書・文学書である古事記，ならびに神の言
葉を告げ神への祈りを述べる祝詞は，古代人の精神の原
初的な姿を伝えている．厳密に校訂された原文と，読み
下し本文に懇切な注解を付した決定版．

ISBN：9784007306884 ／底本 ISBN：9784000600026

日本古典文学大系 2
風土記
秋本　吉郎　校注
A5 判・並製／ 544 頁／本体価格 8,200 円

奈良時代の初め，諸国に命じて，国々の地名の由来，伝
説や産物などを書き出させた地誌．現在残っている常陸，
出雲，播磨，豊後，肥前の五風土記に加えて，諸文献に
引用されて伝わる他の国々の逸文を集載した．

ISBN：9784007307478 ／底本 ISBN：9784000600347

日本古典文学大系 34
太平記 （一）
後藤 丹治 校注／釜田 喜三郎 校注
A5 判・並製／ 456 頁／本体価格 6,900 円

巻一から巻十二を収録．南北朝動乱の端緒となった後醍
醐天皇の倒幕計画から，九代におよんだ北条氏が滅亡す
るまでを描く．護良親王・楠正成・足利尊氏・新田義貞
ほか多彩な人物が登場，壮大な歴史ドラマが語られる．

ISBN：9784007307607 ／底本 ISBN：9784000600354

日本古典文学大系 35
太平記 （二）
後藤 丹治 校注／釜田 喜三郎 校注
A5 判・並製／ 508 頁／本体価格 7,700 円

巻十三から巻二十五を収録．建武新政権が成立した後，
護良親王と足利尊氏の対立は深まって行った．尊氏と新
田義貞の争い，湊川の合戦における楠木正成の討ち死，
吉野山中での後醍醐天皇の崩御などが描かれる．

ISBN：9784007305092 ／底本 ISBN：9784000044912

日本古典文学大系 21　大鏡
松村　博司　校注
／ 506 頁／本体価格 7,800 円

九世紀中葉から十一世紀初めまで，文徳天皇から後一条
天皇までの十四代の歴史を描き，道長を頂点とする藤原
氏の栄華をものがたる．政治権力をめぐる策謀に批判の
目を向け，鏡物とよばれるジャンルを開いた記念碑的作
品．

ISBN：9784007307768 ／底本 ISBN：9784000600361

日本古典文学大系 36
太平記 （三）
後藤 丹治 校注／岡見 正雄 校注
A5 判・並製／ 534 頁／本体価格 8,100 円

巻二十六から巻四十を収録．幕府内部の権力闘争は熾烈
を極め，「観応の擾乱」の中で，高師直は討たれ，足利
直義は毒殺される．尊氏の死後，有力守護大名の多くは
没落し，幼君義満の補佐役として細川頼之が登場する．

ISBN：9784007307485 ／底本 ISBN：9784000600378

日本古典文学大系 37
義経記
岡見　正雄　校注
A5 判・並製／ 466 頁／本体価格 7,100 円

源義経の一代記．その生い立ちから，弁慶との出会い，
兄頼朝との不和，奥州の地での悲劇的な最期まで．波瀾
にみちた悲運の生涯は人びとの同情をよび，義経人気を
作り上げた判官物の源流となった軍記物．
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ISBN：9784007304934 ／底本 ISBN：9784000600408

日本古典文学大系 40
謡曲集 上
横道 萬里雄 校注／表 章 校注
A5 判・並製／ 474 頁／本体価格 7,200 円

書写年代の古い観世流の謡本を底本とし，謡曲の構造的
把握のために，本文は段・小段・節に区切りが施されて
いる．現行曲・番外曲の名作を収める決定版．上巻には，
観阿弥関係の能，世阿弥の能，元雅の能などを収録．

ISBN：9784007304941 ／底本 ISBN：9784000600415

日本古典文学大系 41
謡曲集 下
横道 萬里雄 校注／表 章 校注
A5 判・並製／ 492 頁／本体価格 7,400 円

書写年代の古い観世流の謡本を底本とし，謡曲の構造的
把握のために，本文は段・小段・節に区切りが施されて
いる．現行曲・番外曲の名作を収める決定版．下巻には，
禅竹関係の能，信光の能，長俊の能などを収録．

ISBN：9784007305108 ／底本 ISBN：0

日本古典文学大系 47
西鶴集（上）
麻生 磯次 校注／板坂 元 校注／
堤 精二 校注
A5 判・並製／ 462 頁／本体価格 7,000 円

浮世草子の創始者である西鶴の作品から，好色物の代表
作『好色一代男』『好色五人女』『好色一代女』の三篇を
収録する．厳密な本文校訂と充実した注解によって，西
鶴作品を理解する上での必読文献となった一冊．

ISBN：9784007305115 ／底本 ISBN：0

日本古典文学大系 48
西鶴集（下）
野間　光辰　校注
A5 判・並製／ 538 頁／本体価格 8,200 円

西鶴の町人物の代表作である『日本永代蔵』『世間胸算用』
『西鶴織留』の三篇を収録する．厳密な本文校訂と充実
した注解によって，西鶴作品を理解する上での必読文献
となった一冊．下巻には補注を完備．

ISBN：9784007305214 ／底本 ISBN：9784000600552

日本古典文学大系 55
風来山人集
中村　幸彦　校注
A5 判・並製／ 484 頁／本体価格 7,400 円

江戸時代中期を代表する本草学者平賀源内は，戯作にも
才能を発揮した．痛烈な諷刺の精神が込められた作品群
から，「根南志具佐」「風流志道軒伝」「神霊矢口渡」な
ど六篇を収録．画期的注解は源内像を大きく更新させた．

ISBN：9784007304958 ／底本 ISBN：9784000600569

日本古典文学大系 56
上田秋成集
中村　幸彦　校注
A5 判・並製／ 410 頁／本体価格 6,200 円

怪異の世界を典雅艶麗な文体で表現した『雨月物語』．
古典的教養を駆使して歴史を題材にした『春雨物語』．
代表作二篇に加えて，自身の回顧録としても書かれた随
筆『胆大小心録』を収録．上田秋成作品集の決定版．

ISBN：9784007307232 ／底本 ISBN：9784000600385

日本古典文学大系 38
御伽草子
市古　貞次　校注
A5 判・並製／ 494 頁／本体価格 7,500 円

南北朝から江戸時代初期までの四〇〇年に次々と生みだ
された絵入りの短篇物語群．一寸法師，浦島太郎，酒呑
童子，鉢かづき……．子どもの頃に読んだ懐かしい作品
の数々が，おおらかで開放的な時代の息吹を伝える．
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ISBN：9784007304965 ／底本 ISBN：9784000600729

日本古典文学大系 72
菅家文草　菅家後集
川口　久雄　校注
A5 判・並製／ 744 頁／本体価格 11,000 円

菅原道真が醍醐天皇に依頼されて編纂した自作の漢詩文
集『菅家文草』．大宰府に左遷されて以後の漢詩文を収
めて，死の直前に紀長谷雄に送られた『菅家後集』．道
真の伝記資料としても名高い二篇を収録．

ISBN：9784007306747 ／底本 ISBN：9784000600675

日本古典文学大系 67
日本書紀 （上）
坂本 太郎 校注／家永 三郎 校注／
井上 光貞 校注／大野 晋 校注
A5 判・並製／ 654 頁／本体価格 10,000 円

最古の勅撰の史書である本書は，古代人の精神と文化を
知るための基本文献である．日本史学，国語学，中国史
学などの学際的な協力による決定版注釈書．上巻には，
巻一「神代　上」から巻十五「仁賢天皇」までを収録．

ISBN：9784007306754 ／底本 ISBN：9784000600682

日本古典文学大系 68
日本書紀 （下）
坂本 太郎 校注／家永 三郎 校注／
井上 光貞 校注／大野 晋 校注
A5 判・並製／ 634 頁／本体価格 9,600 円

最古の勅撰の史書である本書は，古代人の精神と文化を
知るための基本文献である．日本史学，国語学，中国史
学などの学際的な協力による決定版注釈書．下巻には，
巻十六「武烈天皇」から巻三十「持統天皇」までを収録．

ISBN：9784007305221 ／底本 ISBN：9784000600644

日本古典文学大系 64
春色梅児誉美
中村　幸彦　校注
A5 判・並製／ 466 頁／本体価格 7,000 円

人情本というジャンルを確立した為永春水の代表作を，
続編「春色辰巳園」と合わせて収録する．江戸は深川・
浅草・向島を舞台に，町人たちの暮らしと恋のもつれが，
情感あふれる筆で描かれる．底本にある挿絵はすべて収
めた．

ISBN：9784007305122 ／底本 ISBN：9784000044929

日本古典文学大系 75
栄花物語　（上）
松村　博司　校注／山中　裕　校注
A5 判・並製／ 562 頁／本体価格 8,600 円

御堂関白藤原道長の栄華を中心に，宇多天皇から堀河天
皇まで，十五代二百年にわたる宮廷貴族の生活を伝える
歴史物語．上巻には，巻第一「月の宴」から巻第十五「う
たがひ」までを収録．

ISBN：9784007304972 ／底本 ISBN：9784000600866

日本古典文学大系 86
愚管抄
岡見 正雄 校注／赤松 俊秀 校注
A5 判・並製／ 556 頁／本体価格 8,400 円

著者慈円は，日本国の歴史の展開を独自に解釈して，そ
の背後にひそむ道理を明らかにしようとした．承久の乱
前夜，抗争の危機を前にしてあるべき世のあり方を世人
に説くために，歴史叙述そのものを問い直した史論書．

ISBN：9784007305139 ／底本 ISBN：9784000044936

日本古典文学大系 76
栄花物語　（下）
松村　博司　校注／山中　裕　校注
A5 判・並製／ 644 頁／本体価格 9,800 円

御堂関白藤原道長の栄華を中心に，宇多天皇から堀河天
皇まで，十五代二百年にわたる宮廷貴族の生活を伝える
歴史物語．下巻には，巻第十六「もとのしづく」から巻
第四十「紫野」までを収録．
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ISBN：9784007304989 ／底本 ISBN：9784000600880

日本古典文学大系 88
曾我物語
市古 貞次 校注／大島 建彦 校注
A5 判・並製／ 468 頁／本体価格 7,200 円

苦節十八年，曾我十郎・五郎が父の敵である工藤祐経を
討った事件は天下の耳目を驚かした．曾我兄弟の物語は，
多くの芸能者たちによって語り継がれ，中世を代表する
物語として後代の文芸に絶大な影響を与えた．

ISBN：9784007305238 ／底本 ISBN：9784000600941

日本古典文学大系 94
近世文学論集
中村　幸彦　校注
A5 判・並製／ 510 頁／本体価格 7,800 円

荷田在満，賀茂真淵，本居宣長，荻生徂徠，広瀬淡窓ら
による，国学および漢学両方面での代表的な文学論八篇
を収録する．詳細な注解と解説が施され本書は，ひろく
近世文芸思潮の全体を見渡す一冊である．

ISBN：9784007305245 ／底本 ISBN：9784000600989

日本古典文学大系 98
歌舞伎十八番集
郡司　正勝　校注
A5 判・並製／ 504 頁／本体価格 7,600 円

天保年間に七代目団十郎によって選定された十八演目の
中から，「助六」「暫」「勧進帳」「鳴神」など現行の七番
を収録し，語釈のほかに演技・演出上の詳細な注を施し
た．俳優論として名高い『役者論語』を併載する．

ISBN：9784007306891 ／底本 ISBN：9784002400013

新日本古典文学大系 1
萬葉集　（一）
佐竹 昭広 校注／山田 英雄 校注／工藤 力男 
校注／大谷 雅夫 校注／山崎 福之 校注
A5 判・並製／ 594 頁／本体価格 9,000 円

日本の詩歌の源となった最古の歌集．宮廷歌人から無名
の男女に至るまで，四千五百余首が集められた．本冊に
は巻第一から巻第五まで，雄略天皇・額田王・柿本人麻呂・
大伴旅人らの雑歌・相聞・挽歌・譬喩歌などを収録．

ISBN：9784007303708 ／底本 ISBN：9784002400037

新日本古典文学大系 3
萬葉集　（三）
佐竹 昭広 校注／山田 英雄 校注／工藤 力男 
校注／大谷 雅夫 校注／山崎 福之 校注
A5 判・並製／ 552 頁／本体価格 7,900 円

東国の農村生活に密着した労働歌，中央語にはみられな
い独得の語彙・語法で力強く詠む東歌，新羅に遣わされ
た使人の旅を嘆く歌，配流された男とその妻との相聞歌
など，巻十一から巻十五までを収録．

ISBN：9784007306150 ／底本 ISBN：9784002400051

新日本古典文学大系 5
古今和歌集
小島　憲之　校注／新井　栄蔵　校注
A5 判・並製／ 530 頁／本体価格 8,000 円

万葉集以後，百年余の空白を隔てて出現した第一の勅撰
集．万葉の素朴直截な歌風に対し，繊細かつ微妙な幾重
にも屈折した美の世界が繰り拡げられる．春の歌に始ま
る各巻の精緻な構成法は，後の歌集の規範となった．

ISBN：9784007305719 ／底本 ISBN：9784000600873

日本古典文学大系 87
神皇正統記　増鏡
岩佐 正 校注／時枝 誠記 校注／木藤 才蔵 校注

A5 判・並製／ 546 頁／本体価格 8,400 円

北畠親房の理想とする天皇観が語られる史論書『神皇正
統記』．後鳥羽院の即位以降，およそ百五十年にわたる
貴族たちの生活を描いた『増鏡』．南北朝内乱により滅
びゆく公家文化の最後の輝きとなった作品を収める．
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ISBN：9784007308994 ／底本 ISBN：9784002400112

新日本古典文学大系 11
新古今和歌集
田中 裕／赤瀬 信吾 校注
A5 版・並製／ 706 頁／本体価格 11000 円

後鳥羽院の下命による勅撰第八集．俊成は余韻・余情の
世界を統合して幽玄の世界をうちたて，定家は幽玄の世
界を分析して有心を設定した．新古今調ともよばれる本
集の歌風は，後代に多大の影響を与えた．

ISBN：9784007305191 ／底本 ISBN：9784002400068

新日本古典文学大系 6
後撰和歌集
片桐　洋一　校注
A5 判・並製／ 554 頁／本体価格 8,600 円

私的な場での和歌を中心に編まれた第二の勅撰集．紀貫
之や伊勢などの歌人をはじめ，権門貴族や後宮サロンの
人びとにまつわるうわさ話や恋の歌のひとつひとつが，
華やかな物語的世界をつくり出す．

ISBN：9784007302527 ／底本 ISBN：9784002400082

新日本古典文学大系 8
後拾遺和歌集
久保田　淳　校注／平田　喜信　校注
A5 判・並製／ 520 頁／本体価格 7,800 円

和泉式部・相模・赤染衛門・伊勢大輔ら女流歌人の秀歌
を数多く収録する第四番目の勅撰和歌集．貴族社会が藤
原摂関時代から院政期へと大きく転換する時代の文化を
凝縮した本集は，王朝和歌の屈折点を示している．

ISBN：9784007302534 ／底本 ISBN：9784002400136

新日本古典文学大系 13　
続日本紀　（二）
青木 和夫 校注／稲岡 耕二 校注／笹山 晴生　
校注／白藤 禮幸 校注
A5 判・並製／ 746 頁／本体価格 11,000 円

巻七から巻十五までを収める．天皇は元正から聖武へ，
年号は霊亀・養老・神亀・天平とかわる．隼人・蝦夷の
蜂起から藤原広嗣の大乱まで，大宝律令撰定後の古代社
会の動揺，天平時代の光と影がうかびあがる．

ISBN：9784007302541 ／底本 ISBN：9784002400150

新日本古典文学大系 15
続日本紀　（四）
青木 和夫 校注／稲岡 耕二 校注／笹山 晴生 
校注／白藤 禮幸 校注
A5 判・並製／ 714 頁／本体価格 10,500 円

巻二十五から巻三十三までを収める．淳仁天皇最後の天
平宝字八年から，称徳天皇の六年間を経て，光仁天皇の
宝亀六年までを収める．藤原仲麻呂の没落，道鏡の擡頭
と失脚など，皇位をめぐる権力者たちの暗闘が描かれる．

ISBN：9784007308376 ／底本 ISBN：9784002400167

新 日本古典文学大系 16
続日本紀 五
青木 和夫，稲岡 耕二，笹山 晴生，
白藤 禮幸 校注
A5 判・並製／ 714 頁／本体価格 11,000 円

巻三十四から巻四十までを収める．光仁天皇晩年の宝亀
七年から，暗雲漂う桓武の治政を経て，平安遷都直前の
延暦十年までを収める．長岡遷都，東北に大軍を派遣し
ての征夷，藤原種継暗殺事件などが描かれる．

ISBN：9784007306549 ／底本 ISBN：9784002400181

新日本古典文学大系 18
落窪物語　住吉物語
藤井　貞和　校注／稲賀　敬二　校注
A5 判・並製／ 482 頁／本体価格 7,800 円

数々の苦難と試練を乗りこえて姫君は幸せになれるの
か．滑稽さとリアルな描写で知られる「落窪物語」，姫
君の流離・観音霊験譚など中世的風貌をもつ「住吉物語」．
継子いじめ物語の代表作二篇を収録する．
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ISBN：9784007308635 ／底本 ISBN：9784002400204

新日本古典文学大系 20
源氏物語二
柳井 滋 校注／室伏 信助 校注／
大朝 雄二 校注／鈴木 日出男 校注／
藤井 貞和 校注／今西 祐一郎 校注
A5 判・並製／ 550 頁／本体価格 8300 円

須磨から蛍までを収録する．明石入道に迎えられたのち，
帰京を果たした源氏は，内大臣，太政大臣へと昇進し，
再びの栄華の日々をおくるが，夕顔の遺児，玉鬘との出
会いが，源氏の運命を大きく変えていく．

ISBN：9784007302558 ／底本 ISBN：9784002400235

新日本古典文学大系 23
源氏物語　（五）
柳井 滋 校注／室伏 信助 校注／大朝 雄二 校注／
鈴木 日出男 校注／藤井 貞和 校注／今西 祐一郎 校注
A5 判・並製／ 496 頁／本体価格 7,500 円

早蕨から夢浮橋まで宇治十帖の物語後半七帖を収める．
亡き大君を忘れ得ない薫の前に現れた新たなヒロイン浮
舟は，ふたりの男の板挟みとなり，入水を決意して失踪．
物語は浮舟の出家をもって暗示的な終局を迎える．

ISBN：9784007305849 ／底本 ISBN：9784002400259

新日本古典文学大系 25
枕草子
渡辺　実　校注
A5 判・並製／ 410 頁／本体価格 6,200 円

才女清少納言が綴る中宮定子のサロンでの出来事や，自
然の移ろいには，〈をかし〉の美意識が貫かれている．
そのみずみずしい感性は，千年の時を経てもなお色あせ
ることがない．いまなお共感を呼ぶ珠玉の王朝随筆．

ISBN：9784007303487 ／底本 ISBN：9784002400310

新日本古典文学大系 31
三宝絵　注好選
大曽根 章介 編集／久保田 淳 編集／佐竹 昭広 編集／中野 
三敏 編集／馬渕 和夫 校注／小泉 弘　校注／今野 達 校注

A5 判・並製／ 570 頁／本体価格 8,600 円

悲運に沈む尊子内親王の御心をなぐさめるために書き下
ろされた入門書『三宝絵』．今昔物語集に多大な影響を
与えた初学教育書『注好選』．仏教理解の書として後世
まで幅広く読み継がれた説話集二篇を収める．

ISBN：9784007303494 ／底本 ISBN：9784002400327

新日本古典文学大系 32
江談抄　中外抄　富家語
大曽根 章介 編集／久保田 淳 編集／佐竹 昭広 編集／池上 洵
一 校注／中野 三敏 編集／後藤 昭雄 校注／山根 對助 校注

A5 判・並製／ 694 頁／本体価格 10,500 円

院政期を代表する文人学者大江匡房の言談を筆録した
『江談抄』．平安朝末期を生きた関白藤原忠実の言談を記
録した『中外抄』と『富家語』．語りの言説を通して，
貴族社会の姿が生き生きと立ち現れる．

ISBN：9784007305207 ／底本 ISBN：9784002400211

新日本古典文学大系 21
源氏物語　（三）
柳井 滋 校注／室伏 信助 校注／大朝 雄二　校注／鈴木 日
出男 校注／藤井 貞和 校注／今西 祐一郎 校注／紫式部 作

A5 判・並製／ 500 頁／本体価格 7,600 円

「常夏」から「若菜下」までの巻を収める．夕霧と雲居
雁との結婚も許され，明石の姫君の春宮入内も実現する．
源氏の無上の栄達をもって第一部が締め括られて，物語
は，女三宮の降嫁をめぐって第二部へと動き始める．

ISBN：9784007305832 ／底本 ISBN：9784002400198

新日本古典文学大系 19
源氏物語　（一）
柳井 滋 校注／室伏 信助 校注／大朝 雄二 校注／
鈴木 日出男 校注／藤井 貞和 校注／今西 祐一郎 校注
A5 判・並製／ 492 頁／本体価格 7,400 円

冒頭の桐壺の巻から藤裏葉巻までの第一部三十三帖で
は，幼くして母の更衣を喪った皇子が臣籍に降り光源氏
と呼ばれ，強大な権勢と権威を備えるに至る半生を語る．
本巻には，桐壺から花散里までを収録する．
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ISBN：9784007306303 ／底本 ISBN：9784002400351

新日本古典文学大系 35
今昔物語集　（三）
池上　洵一　校注
A5 判・並製／ 652 頁／本体価格 9,800 円

インド・中国・日本にまたがる広大な世界を再構成しよ
うとした説話文学の雄篇．本巻には，本朝部の始発にし
て日本仏教の夜明けを描いた巻第十一から，観世音菩薩
の霊験譚を集めた巻第十六までを収録．

ISBN：9784007306907 ／底本 ISBN：9784002400365

新日本古典文学大系 36
今昔物語集　（四）
小峯　和明　校注
A5 判・並製／ 618 頁／本体価格 9,400 円

本冊には巻第十七から巻第二十五までを収録．天狗異類
譚，因果応報譚などの仏教関連説話から，栄華を極めた
藤原一門，台頭してきた平安武士の棟梁源平二氏の武勇，
地方の民間伝承など，多様な題材が読者を魅了する．

ISBN：9784007304354 ／底本 ISBN：9784002400396

新日本古典文学大系 39
方丈記　徒然草
佐竹　昭広　校注／久保田　淳　校注
A5 判・並製／ 418 頁／本体価格 6,300 円

自然に囲まれた方一丈の空間に限りない慰めを見出す
『方丈記』．人の心の無常を凝視した『徒然草』．日本人
の心性を鋭く造形した中世文学の最高峰二篇が，最古の
様態を伝える本文と創造的注解によりあざやかに蘇る．

ISBN：9784007304583 ／底本 ISBN：9784002400402

新日本古典文学大系 40
宝物集 閑居友 比良山古人霊託
小泉 弘 校注／山田 昭全 校注／
小島 孝之 校注／木下 資一 校注
A5 判・並製／ 632 頁／本体価格 9,500 円

中世の仏教説話集三篇．様々な証話・和歌をあげて往生
極楽を勧説したユニークな仏教の概説書『宝物集』．求
道譚・遁世譚・出家譚などを共感を込めて語る『閑居友』．
若い女房にとり憑いた天狗が語り出す『比良山古人霊
託』．

ISBN：9784007307461 ／底本 ISBN：9784002400419

新日本古典文学大系 41
古事談・続古事談　（下）
川端　善明　校注／荒木　浩　校注
A5 判・並製／ 414 頁／本体価格 5,900 円

『古事談』の影響のもとに成立した説話集『続古事談』
には，前者と同様，宮廷貴族社会を中心とした故事 ･故
実に関する説話が収録されているが，承久の乱前夜の末
代意識，中国についての対外意識が投影されている．

ISBN：9784007307454 ／底本 ISBN：9784002400419

新日本古典文学大系 41
古事談・続古事談　（上）
川端　善明　校注／荒木　浩　校注
A5 判・並製／ 630 頁／本体価格 9,500 円

古代から中世への移行期に成立した説話集．称徳女帝に
まつわる衝撃的な記事から始まり，宮廷の逸話や故実に
みる貴人たちの人間的側面，将門・純友ら勇士の武勇ぶ
りを伝える説話，寺社の縁起・霊験などが収められる．

ISBN：9784007304361 ／底本 ISBN：9784002400426

新日本古典文学大系 42
宇治拾遺物語　古本説話集
三木 紀人 校注／浅見 和彦 校注／
中村 義雄 校注／小内 一明 校注
A5 判・並製／ 592 頁／本体価格 8,900 円

中世説話文学の代表作二篇を収録．真摯な信仰が語られ
る仏教説話から艶笑譚に至る一九七話から成る『宇治拾
遺物語』．赤染衛門・和泉式部・清少納言にまつわる和
歌説話，霊験譚など七〇話から成る『古本説話集』．
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ISBN：9784007304378 ／底本 ISBN：9784002400662

新日本古典文学大系 66
菅茶山　頼山陽詩集
水田 紀久 校注／頼 惟勤 校注／直井 文子 校注

A5 判・並製／ 420 頁／本体価格 6,300 円

備後国の片田舎に郷塾を営み，穏やかな田園風景を情趣
あふれる清新な筆致で歌いあげた菅茶山．著名な史実を
うたったドラマチックな詠史詩で一世を風靡した頼山
陽．茶山から二〇〇首，山陽から三〇〇首を精選して収
録．

ISBN：9784007307126 ／底本 ISBN：9784002400648

新日本古典文学大系 64
けん園録稿 如亭山人遺藁 梅とん詩鈔
日野 龍夫 校注／揖斐 高 校注／水田 紀久 校注

A5 判・並製／ 548 頁／本体価格 8,300 円

荻生徂徠門下の高野蘭亭・服部南郭，清新な抒情詩で知
られた柏木如亭，清の兪曲園が「東国詩人の冠」に位置
づけた広瀬旭荘，「絶句竹外」の称のある藤井竹外など，
江戸時代後期を代表する詩人たちの作品を収録．

ISBN：9784007306679 ／底本 ISBN：9784002400709

新日本古典文学大系 70
芭蕉七部集
白石　悌三　校注／上野　洋三　校注
A5 判・並製／ 708 頁／本体価格 11,000 円

〈さび〉の詩境と滑稽とが渾然と融け合い高度の芸術性
を発揮した蕉風俳諧．「冬の日」以下「春の日」「あら野」
「ひさご」「猿蓑」「炭俵」「続猿蓑」まで，芭蕉の作風の
推移を代表する七部の撰集を収録．

ISBN：9784007307119 ／底本 ISBN：9784002400501

新日本古典文学大系 50
とはずがたり たまきはる
三角　洋一　校注
A5 判・並製／ 450 頁／本体価格 6,800 円

後宮での愛欲に明け暮れる生活から一転，意を決して出
家，仏道修行の旅に出た一女性が，その波瀾の生涯を赤
裸々に回想した日記『とはずがたり』．他に，平家全盛
時代の絢爛たる宮廷生活を綴る『たまきはる』を併収．

ISBN：9784007303500 ／底本 ISBN：9784002400488

新日本古典文学大系 48
五山文学集
入矢 義高
A5 判・並製／ 352 頁／本体価格 5,300 円

室町時代，日本漢詩文の頂点を極めた五山禅僧の文学活
動の足跡をたどるアンソロジー．絶海中津の全詩作品に
加え，義堂周信・虎関師錬・雪村友梅・寂室元光・別源
円旨・中巌円月・愚中周及・古剣妙快の作品を収録．

ISBN：9784007306167 ／底本 ISBN：9784002400570

新日本古典文学大系 57
謡曲百番
西野　春雄　校注
A5 判・並製／ 786 頁／本体価格 12,000 円

詩劇である能は，美しい韻律を刻みながら，風雅，修羅，
愛執を浮かびあがらせる．謡本は江戸時代の人びとの知
識の源であり，読み物としても愛好された．寛永七年刊
行の観世黒雪正本全百番を収録．

ISBN：9784007307348 ／底本 ISBN：9784002400457

新日本古典文学大系 45
平家物語　下
梶原　正昭　校注／山下　宏明　校注
A5 判・並製／ 488 頁／本体価格 7,400 円

諸行無常・盛者必衰の理を基調に綴られる平家一門の盛
衰の物語は，躍動感あふれる文体とあいまって，謡曲を
はじめ，後世の文芸に大きな影響を与えつづけた．巻第
七「清水冠者」から灌頂巻「大原御幸」までを収録．
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ISBN：9784007303517 ／底本 ISBN：9784002400792

新日本古典文学大系 79
本朝水滸伝 紀行 三野日記 折々草
 （建部綾足集）

A5 判・並製／ 664 頁／本体価格 10,000 円

江戸中期の俳人・国学者であり，生涯を旅に送った漂泊
の詩人である建部綾足．その紀行・日記・随筆の代表作
各一篇と，雄大なスケールの伝奇小説『本朝水滸伝』と
を合わせて収め，多彩な才能の全体像を提示する．

ISBN：9784007307034 ／底本 ISBN：9784002400921

新日本古典文学大系 92
近松浄瑠璃集　（下）
松崎 仁 校注／原 道生 校注／井口 洋 校注／
大橋 正叔 校注
A5 判・並製／ 546 頁／本体価格 8,200 円

優れた人間洞察と流麗な詞章，そして見事な演劇的構成．
浄瑠璃を文学的に高め「作者の氏神」と称えられた近松
門左衛門．その時代物・世話物の作品群から「双生隅田川」
「女殺油地獄」「心中宵庚申」など六篇を収録する．

ISBN：9784007303524 ／底本 ISBN：9784002401003

新日本古典文学大系 100
江戸繁昌記 柳橋新誌
日野　龍夫 校注
A5 判・並製／ 624 頁／本体価格 9,400 円

江戸の街の風物や行事を漢文体でユーモラスに描く寺門
静軒の『江戸繁昌記』．幕藩体制の終焉を見届けた成島
柳北の江戸文化への郷愁がこめられる『柳橋新誌』．読
み下し文を本文とし，底本の板本を写真版で付載．

ISBN：9784007302565 ／底本 ISBN：9784002401034

新日本古典文学大系 103
続日本紀 索引 年表
笹山　晴生　編／吉村　武彦　編
A5 判・並製／ 570 頁／本体価格 8,500 円

厳密な校訂本文に，日本史学・国語学・国文学・中国史
学の緊密な連携のもとに詳注を施した新日本古典文学大
系版「続日本紀」の索引．人名・地名・官職名をはじめ
一般語彙を含む精細な基本語彙索引と，詳細な年表を併
収．

ISBN：9784007309007 ／底本 ISBN：9784002400907

新日本古典文学大系 90
古浄瑠璃 説経集
信多 純一／阪口 弘之 校注
A5 判・並製／ 594 頁／本体価格 8900 円

浄瑠璃姫と御曹司義経の恋物語「浄瑠璃御前物語」，小
栗判官と照天姫の恋の「をぐり」，出家した父を探しに
ゆく石童丸の「かるかや」，人買いの悲劇「さんせう太夫」
など，代表的な九作品を収録．

ISBN：9784007306310 ／底本 ISBN：9784002400816

新日本古典文学大系 81
田舎荘子 当世下手談義 当世穴さがし
中野　三敏　校注
A5 判・並製／ 428 頁／本体価格 6,600 円

通俗的な教訓を滑稽奇矯な筆致に包んで世相風俗を描
き，江戸中期に大流行を見た談義本．その平明な口語文
は，寄席の講釈を聞くような雰囲気を作り出している．
標題作の他，「労四狂」「成仙玉一口玄談」を収める．

ISBN：9784007307027 ／底本 ISBN：9784002400846

新日本古典文学大系 84
寝惚先生文集 狂歌才蔵集 四方のあか
中野 三敏 校注／日野 龍夫 校注／揖斐 高 校注

A5 判・並製／ 578 頁／本体価格 8,700 円

狂歌・戯作・随筆等，さまざまなジャンルに，鋭い機知
と大胆な諧謔の才をふるい，滑稽文学の大御所となった
蜀山人・大田南畝．その珠玉の作品七篇を選び，江戸庶
民に広く敬愛された近世第一等の風流才子の面目に迫
る．
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ISBN：9784007308871 ／底本 ISBN：9784002402192

新日本古典文学大系 明治編 19
尾崎紅葉集
須田 千里／松村 友視 校注
A5 版・並製／ 522 頁／本体価格 7900 円

江戸期戯作への耽溺と，新しい西洋小説への志向とで，
明治前半期の文学状況を体現し，華々しくも旺盛な執筆
活動によって文壇に一時代を築いた紅葉．「二人比丘尼
色懺悔」「恋山賤」「心の闇」ほか，全六編を収録．

ISBN：9784007309632 ／底本 ISBN：9784002402017

新日本古典文学大系 明治編 1
開化風俗誌集
日野 龍夫 , 中野 三敏 , 小林 勇 ,
高木 元 校注
A5 判・並製／ 454 頁／本体価格 8,100 円

自由な漢文体で活況ぶりを写す服部撫松『東京新繁昌
記』，菊池三渓『西京伝新記』．文明開化の巷に闊歩する
輩の言行不一致ぶりを戯画化した高畠藍泉『怪化百物
語』．激動の時代への違和や皮肉がにじむ三編を収録．



歴史・社会
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ISBN：9784007303531 ／底本 ISBN：9784000014601

ドイツ革命史序説
革命におけるエリートと大衆
篠原　一
A5 判・並製／ 280 頁／本体価格 6,600 円

第一次大戦末期に起きたドイツ一一月革命はいかに進展
し，挫折を見たのか．エリートと大衆の力学を中心にそ
の過程を立体的に分析した歴史政治学の名著．そこから
浮かび上がる政治指導という課題は現代にも通じるであ
ろう．

ISBN：9784007301179 ／底本 ISBN：9784000014830

ドイツ賠償問題の史的展開
国際紛争および連繋政治の視角から
高橋　進
A5 判・並製／ 406 頁／本体価格 9,000 円

ワイマール共和国最大の外交課題であった賠償問題を，
広範な一次資料から，その政治的側面を分析．

ISBN：9784007301148 ／底本 ISBN：0

ハプスブルク帝国史研究
中欧多民族国家の解体過程
矢田　俊隆
A5 判・並製／ 628 頁／本体価格 13,000 円

ハプスブルク帝国のユニークな構造を歴史的に分析し，
一九世紀中葉以後の解体過程を，民族と階級，社会的要
因と心理的要因の関連を「統合と分解」という視点から
追究し，ナショナリズムの理解に新たな局面を切り拓い
た．

ISBN：9784007307164 ／底本 ISBN：9784000021012

ポスト・ローマ期フランク史の研究
佐藤　彰一
A5 判・並製／ 360 頁／本体価格 8,200 円

476 年の西ローマ帝国崩壊から 7世紀に至る西欧世界
を，後期古代のなかの「ポスト・ローマ社会」と位置づ
ける新たな時代区分を提唱．独自の光彩を放つこの時代
を，実証性ゆたかに描き出す．古代史家・中世史家必読
の論文集．

ISBN：9784007305740 ／底本 ISBN：9784000025904

ロシアの連邦制と民族問題
多民族国家ソ連の興亡 III
塩川　伸明
A5 判・並製／ 276 頁／本体価格 7,300 円

ソ連解体前後，再編された権力関係のダイナミックな変
容を描く．体制の流動化の中で，一挙に噴出した民族と
国家をめぐる諸矛盾──ロシア連邦の国家構造がはらむ
新たな問題と，民族地域（タタルスタン，チェチェン）
を襲った激動とを，その政治過程に即して精細にたどる．
ソ連邦 70年の帰趨を叙述する，三部作の完結編．

ISBN：9784007303241 ／底本 ISBN：9784000001298

異端カタリ派の研究
中世南フランスの歴史と信仰
渡邊　昌美
A5 判・並製／ 484 頁／本体価格 10,000 円

アルビジョア十字軍侵攻へと激化した異端迫害の世紀に
極端な現世憎悪と霊性信仰を貫いた，ある一宗派の軌跡．

ISBN：9784007304033 ／底本 ISBN：9784000222716

延安リポート　（上）
アメリカ戦時情報局の対日軍事工作
山本　武利　編訳／高杉　忠明　訳
A5 判・並製／ 528 頁／本体価格 11,000 円

第 2次大戦末期，米国軍事視察団が延安を訪れた．日本
兵捕虜を使って心理戦争を進める八路軍の戦略に多大の
関心を示すアメリカと，進んで情報を提供する中国共産
党．野坂参三らの協力により作成された米戦時情報局の
報告を全文翻訳．
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ISBN：9784007304040 ／底本 ISBN：9784000222716

延安リポート　（下）
アメリカ戦時情報局の対日軍事工作
山本　武利　編訳／高杉　忠明　訳
A5 判・並製／ 376 頁／本体価格 8,000 円

第 2次大戦末期，米国軍事視察団が延安を訪れた．日本
兵捕虜を使って心理戦争を進める八路軍の戦略に多大の
関心を示すアメリカと，進んで情報を提供する中国共産
党．野坂参三らの協力により作成された米戦時情報局の
報告を全文翻訳．

ISBN：9784007305887 ／底本 ISBN：9784000224338

海域イスラーム社会の歴史
ミンダナオ・エスノヒストリー
早瀬　晋三
A5判・並製・カバー／286頁／本体価格6,800円

海域東南アジア世界にうまれた首長制社会が植民地化や
近代化の中で変容していく過程を追う．大陸部を中心と
した各国史という枠組みで語られがちだった東南アジア
史に，海域の視点から新たな歴史像を提示する論文集．

ISBN：9784007302268 ／底本 ISBN：9784000038270

近代を問う I
フランス革命の思想と行動
河野　健二
A5 判・並製／ 452 頁／本体価格 10,000 円

フランス革命と明治維新の比較研究を通して，「近代」
とは何かを問い続けた著者のフランス革命についての論
考を集成．ヨーロッパ近代の歴史的出発点となった大革
命の全体像を詳細に描いた記念碑的著作．

ISBN：9784007300769 ／底本 ISBN：4000003518

近代中国外交史研究
坂野　正高
A5 判・並製／ 466 頁／本体価格 11,000 円

アヘン戦争から辛亥革命までの時期を扱った中国外交史
の古典的名著．外交当局者の思惟構造，行動様式，政策
決定過程，当事者の相互イメージなどが分析される．清
朝側と英米仏側の資料を渉猟した厳密な研究．

ISBN：9784007300851 ／底本 ISBN：4000028952

古代ギリシア社会史研究
宗教・女性・他者
桜井　万里子
A5 判・並製／ 430 頁／本体価格 11,000 円

政治改革による変更を免れ社会の基層を構成し続けた宗
教・女性をめぐる諸状況，そして市民の自己認識の鏡と
しての「他者」を考察の対象として，アテナイ社会の実
相に迫る．従来のポリス発展の図式を塗りかえる論文集．

ISBN：9784007301551 ／底本 ISBN：0

古代ペルシア　碑文と文学
伊藤　義教
B6 判・並製／ 388 頁／本体価格 6,000 円

古代ペルシア・ハカーマニシュ（アケメネス）朝の遺跡
や美術品に刻まれた碑文を訳出解説し，さらに，一一世
紀の『シャーナーメ』までのペルシア文学の概要を，原
典に遡って紹介する．長く読み継がれてきた概説書．

ISBN：9784007302848 ／底本 ISBN：9784000228329

古代ローマ帝国の研究
吉村　忠典
A5 判・並製／ 342 頁／本体価格 7,900 円

全地中海世界を支配に収めたローマが統治の基軸とした
のは，近代の概念枠組とはおよそ異質な支配＝被支配の
パトロネージ関係であった．「帝国」支配の本質をめぐっ
て著者が内外に問うた研究成果を集成する論文集．
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ISBN：9784007306006 ／底本 ISBN：9784000229197

古代朝鮮　三国統一戦争史
盧泰敦／橋本　繁　訳
A5 判・並製／ 308 頁／本体価格 4,700 円

新羅が朝鮮半島を「統一」する七・八世紀の歴史過程は，白
村江の戦いを見るまでもなく，東アジア全域を巻き込む国際
戦争として進行した．中央アジアまで含んだ国際情勢と唐・
日など各国の国内情勢の複雑なダイナミズムを，韓国古代史
学の第一人者が描く本書は，日本からの視点に偏しがちな日
本古代史学にとっても新鮮な創見に満ちている．

ISBN：9784007300950 ／底本 ISBN：4000029037

古代東アジアの民族と国家
李成市
A5 判・並製／ 458 頁／本体価格 10,000 円

紀元前 108 年，漢の武帝は朝鮮半島北部に楽浪郡を設置した．
東アジアに「文明」が押し寄せ，以後千年にわたる古代諸国
家と諸民族形成のプロセスが始まる．本書はこの史的過程の
諸問題に精緻な分析を加え，そのダイナミズムを再構成する
とともに，近代国民国家の制約のもとで形成された従来の古
代史パラダイムを根底から問い直す．

ISBN：9784007302121 ／底本 ISBN：9784000007856

工業化の歴史的前提
帝国とジェントルマン
川北　稔
A5 判・並製／ 404 頁／本体価格 6,200 円

産業革命の前提を，植民地体制の展開と，その担い手で
あるジェントルマンの国内における支配という英国重商
主義の歴史の中に求める．17．18 世紀世界貿易の実体
を解明し，英国国内の社会構造の変容や生活革命をも論
ずる．

ISBN：9784007300202 ／底本 ISBN：400000817X

高句麗史と東アジア
「広開土王碑」研究序説
武田　幸男
A5 判・並製／ 464 頁／本体価格 11,300 円

4～ 5世紀の高句麗についての史的証言として知られる
「広開土王碑文」．その百年来の論争をふまえた上で，高
句麗主導の国際動向を明らかにし，倭をもみすえた古代
東アジアの史的展開について新たな問題を提起する．

ISBN：9784007304057 ／底本 ISBN：9784000230230

砂糖のイスラーム生活史
佐藤　次高
四六判・並製／ 308 頁／本体価格 4,700 円

砂糖はイスラーム世界でいかなる役割を果たしたのか．膨大
な史料を駆使して，砂糖きび栽培，砂糖生産と交易，政治権
力による関与，医学・食との関わりなどを解明する．ひとつ
の「もの」を通して描くイスラーム社会史・生活史として，
また「砂糖の世界史」の謎を解く実証研究として，貴重な知
見を提供する．

ISBN：9784007306488 ／底本 ISBN：9784000267342

社会主義シオニズムとアラブ問題
ベングリオンの軌跡 1905 ～ 1939
森　まり子
A5 判・並製／ 312 頁／本体価格 9,200 円

社会主義シオニズムとは何か．アラブ問題と関わるなかで，
それはいかなる変容をとげたのか．厖大なヘブライ語の一次
資料を駆使して，イスラエル建国を指導したベングリオンと
労働運動における民族分離主義の軌跡を思想史的に明らかに
した画期的な労作．イスラエル政治におけるアラブ問題のコ
ンセンサスのあり方を照射する．

ISBN：9784007301087 ／底本 ISBN：9784000233897

周恩来キッシンジャー機密会談録
毛里　和子　監訳／増田　弘　監訳
A5 判・並製／ 404 頁／本体価格 7,800 円

世界史を大きく変えた一九七一年のキッシンジャー秘密
訪中時の会談記録の本邦初訳．インドシナ情勢，台湾，
日本，ニクソン訪中時の共同声明草案などをめぐる率直
な議論の展開．監訳者による詳細な解説を付す．
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ISBN：9784007303784 ／底本 ISBN：9784000001922

初期イスラム時代
エジプト税制史の研究
森本　公誠
A5 判・並製／ 462 頁／本体価格 10,500 円

古代以来，豊かな農業国として栄えてきたエジプトはど
のようにイスラム化・アラブ化されたか．既存の体制が
いかに変容し崩壊していったかを，税制史と土地制度史
の観点から探り，初期イスラム社会の性格を解明する．

ISBN：9784007305399 ／底本 ISBN：9784000001892

上からの革命
スターリン主義の源流
溪内　謙
A5 判・並製／ 574 頁／本体価格 12,000 円

『スターリン政治体制の成立』完結時に，全四冊の根幹部
の思考展開を凝縮する一書を予告してより 18年，蔓延す
る清算主義的心理に抗してソヴィエト史研究の道を歩み
続けた著者は，2004 年 2月に世を去るにあたり，その約
束を果たした．「上からの革命」の基本的枠組が明確な形
姿をとる 1928 ～ 29 年を叙述の主たる対象とする．

ISBN：9784007301230 ／底本 ISBN：9784000252850

森と緑の中国史
エコロジカル－ヒストリーの試み
上田　信
四六判・並製／ 272 頁／本体価格 4,000 円

中国の文明の歴史は森林を切り拓いてきた歴史でもあ
る．「詩経」や「楚辞」の文中に残るかつてあったはずの「見
えない森」．その森の再生を目指して緑化運動を続ける
歴史学者が瑞々しい筆致で綴る「森から見た中国史」．

ISBN：9784007305733 ／底本 ISBN：9784000026970

人種と歴史
黒人歴史家のみたアメリカ社会
ジョン・ホープ・フランクリン／
本田　創造　監訳
B6 判・並製／ 264 頁／本体価格 3,900 円

人種差別と闘いながら学問的な努力によって最も優れた
アメリカ史家と評価されるに至った著者の珠玉のエッセ
イ集．二つの人種世界の形成過程，南部の歴史などを透
徹した目で描き，アメリカ社会の実態を浮き彫りにする．

ISBN：9784007308321 ／底本 ISBN：9784000241359

ドイツの政治教育
成熟した民主社会への課題
近藤 孝弘
四六判・並製／ 280 頁／本体価格 4,200 円

国家による「国民教化」としての公民教育から，生徒一
人一人の「批判的政治判断能力」を涵養する政治教育へ．
市民の非政治的態度がナチズムを生んだ，という反省か
ら，現代ドイツは歴史認識や右翼急進主義など，現実社
会のさまざまな問題を直視する教育を模索している．日
本の社会科教育，政治と教育の関わりにも重要な示唆を
与える書．

ISBN：9784007301582 ／底本 ISBN：0

世界強国への道　I
ドイツの挑戦，1914 － 1918 年
フリッツ・フィッシャー／村瀬 興雄 監訳
B6 判・並製／ 432 頁／本体価格 7,000 円

綿密な史料考証により，第一次大戦におけるドイツの戦
争目的がそれまでの通説＝「防衛戦争」ではなく，飽く
なき「世界強国」への野望であったことを明らかにした．
「フィッシャー論争」と呼ばれる大論争を巻き起こした
書．

ISBN：9784007301599 ／底本 ISBN：0

世界強国への道　II
ドイツの挑戦，1914 － 1918 年
フリッツ・フィッシャー／村瀬 興雄 監訳
B6 判・並製／ 504 頁／本体価格 7,500 円

綿密な史料考証により，第一次大戦におけるドイツの戦
争目的がそれまでの通説＝「防衛戦争」ではなく，飽く
なき「世界強国」への野望であったことを明らかにした．
「フィッシャー論争」と呼ばれる大論争を巻き起こした
書．
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ISBN：9784007301964 ／底本 ISBN：9784000268516

世界歴史選書
東南アジアの港市世界
地域社会の形成と世界秩序
弘末　雅士
四六判・並製・カバー／246頁／本体価格3,700円

豊かな生態環境を有し，東西交流の要として発展してきた
東南アジア世界では，多様な集団を媒介する独特な権力と
して，いくつもの港市国家が興亡を繰り返した．港市権力
は，いかなる世界観によって地域秩序を構築したのか．ま
た近代植民地体制は，地域秩序をいかに変容させたのか．
媒介的権力という視点から，東南アジア史を描きだす．

ISBN：9784007301971 ／底本 ISBN：9784000268448

世界歴史選書
歴史のなかのカースト
近代インドの〈自画像〉
藤井　毅
四六判・並製・カバー／262頁／本体価格4,000円

インド文明の本質と見なされる，カースト制度．しかしこの
概念は，西洋近代によるインドの「発見」以後に構築された
ものだ．西洋によって理論化されたカーストは，植民地支配
と結びつくことで実体化し，インド社会の自己認識の再編を
ももたらした．そのプロセスを解き明かし，近代の植民地主
義とアイデンティティ形成を根底的に問いなおす．

ISBN：9784007301995 ／底本 ISBN：9784000010993

世界市民主義と国民国家　I
ドイツ国民国家発生の研究
フリードリッヒ・マイネッケ／矢田 俊隆 訳
B6 判・並製／ 376 頁／本体価格 5,500 円

十八世紀末のドイツの国民意識が次第に政治的・現実的
な国民国家思想に発展していく過程を理念史的に跡付
け，国民主義と世界主義が互に排斥しあうことなく密接
な関係にあったことを明らかにする古典的名著．

ISBN：9784007302008 ／底本 ISBN：9784000011006

世界市民主義と国民国家　II
ドイツ国民国家発生の研究
フリードリッヒ・マイネッケ／矢田 俊隆 訳
B6 判・並製／ 264 頁／本体価格 4,000 円

十八世紀末のドイツの国民意識が次第に政治的・現実的
な国民国家思想に発展していく過程を理念史的に跡付
け，国民主義と世界主義が互に排斥しあうことなく密接
な関係にあったことを明らかにする古典的名著．

ISBN：9784007301933 ／底本 ISBN：9784000268479

世界歴史選書
〈民族起源〉の精神史
ブルターニュとフランス近代
原　聖
四六判・並製・カバー／262頁／本体価格4,000円

フランス北西部，大西洋に臨むブルターニュ地方．この地の
人々が誇る独特な言語・民俗文化は，古代ケルト民族に由来
するとされる．そうした起源認識は，いかにして形成された
のか．ヨーロッパ各地の民族起源論・言語系統論，近代フラ
ンスの「ガリア」意識，民俗学の誕生などの多様な視点から，
民族意識と地域文化の意味をとらえなおす．

ISBN：9784007301940 ／底本 ISBN：9784000268493

世界歴史選書
イスラームの国家と王権
佐藤　次高
四六判・並製・カバー／232頁／本体価格3,500円

地域や民族を超えて広がるイスラーム世界において，「国家」
とは何なのか．王権はいかにして支配を正当化し，統治体制
を確立したのか．イスラーム史の展開とイスラーム国家論を
広い視野から押さえつつ，即位儀礼，民衆と王権との関係，
社会秩序の維持者としての王権の役割などの現実面に光をあ
て，イスラームにおける国家の意味を考える．

ISBN：9784007301957 ／底本 ISBN：9784000268431

世界歴史選書 愛国主義の創成
ナショナリズムから近代中国をみる
吉澤　誠一郎
四六判・並製・カバー／262頁／本体価格4,000円

いまもなお全世界で強烈な力を有するナショナリズム．国を
愛し，国民の団結を叫ぶその思想運動は，いかなる社会状況
のもとで形成されたのか．二〇世紀初頭の中国を舞台に，反
米運動と人種意識，地理観念と歴史認識，身体の文明化，愛
国者の死と追悼，などのさまざまなテーマから，愛国主義の
光と影をよみとく．ナショナリズムの文化＝社会史．
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ISBN：9784007300059 ／底本 ISBN：4000012118

孫文傳
鈴江　言一
B6 判・並製／ 588 頁／本体価格 10,000 円

五・四運動の年に中国に渡り，中国革命に協力した鈴江
言一がその渦中で著した孫文伝．中国革命の息吹と孫文
の革命思想をいきいきと伝えるとともに，1931 年の時
点で革命のコースを正確に見透した古典的名著．

ISBN：9784007302107 ／底本 ISBN：9784000238014

中国医学の起源
山田　慶兒
A5 判・並製／ 516 頁／本体価格 11,000 円

鍼灸・湯液・本草という基本概念の起源をたどるととも
に，中国医学第一の古典『黄帝内経』の成立年代を考証
しながら，独創的な仮説によって医学理論の形成過程を
再構成する．著者 20年来の中国古代医学史研究の決定
稿．

ISBN：9784007302831 ／底本 ISBN：9784000238052

中国共産党成立史
石川　禎浩
A5 判・並製／ 560 頁／本体価格 12,000 円

日本社会主義思潮の流入，ソビエト・ロシアからの積極
的働きかけ，五四運動後に社会変革を指向した中国知識
人の結集，の 3点からあますことなく分析．徹底的に内
外文献を相互対照，比較し，中国一国史の枠組から解放
する．

ISBN：9784007308314 ／底本 ISBN：9784000044004

現代アジアの肖像 5
蔣経国と李登輝

「大陸国家」からの離陸？
若林 正丈
四六判・並製／ 276 頁／本体価格 4,200 円

長期の戒厳令下，対外危機をはねのけ，果敢に経済建設
を進めた蒋経国から，漸進的民主化によって新たな国民
の統合を図る李登輝へ．「静かな革命」の行く先は，中
国との一体化か，別の国家が立ち上がるのか？

ISBN：9784007308338 ／底本 ISBN：9784000045636

世界市場の形成
松井 透
四六判・並製／ 436 頁／本体価格 6,600 円

イギリスを中心として 17，18 世紀に環大西洋規模で世
界市場が形成され，19 世紀前半にかけてアジアから全
世界へと拡大・深化されていく過程を，統計資料を駆使
して明らかにする．世界史像構築に示唆を与える名著．

ISBN：9784007300981 ／底本 ISBN：0

中国郷村社会論
清水　盛光
A5 判・並製／ 670 頁／本体価格 14,500 円

満鉄調査部に勤務した社会学者清水（1904 － 1999）が，
現地調査に基づき中国的専制主義の基盤を求めて中国農
村の共同体理論を構築した貴重なモノグラフ．のちに福
武直との共同体論争へと発展した．毎日出版文化賞受賞．

ISBN：9784007300608 ／底本 ISBN：4000013823

朝貢システムと近代アジア
浜下　武志
A5 判・並製／ 254 頁／本体価格 7,500 円

歴史的に中国とその周辺地域との関係を規定していた原理
は，「華夷秩序」と「朝貢システム」である．本書はその生
成と構造を分析し，19 世紀中葉以降列強諸国が加わった条
約交渉の過程に見られる新たな東アジアの地域ダイナミズム
を解明する．そしてそれが今世紀の国際関係に及ぼした意味
と香港をめぐる中英関係の世界史的意味を考える．
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ISBN：9784007301766 ／底本 ISBN：9784000013338

朝鮮の開化思想
姜在彦
A5 判・並製／ 502 頁／本体価格 11,000 円

朱子学に対する内在批判としての実学思想の形成と展
開，1870 年代における実学より開化への思想的転換，
開化思想とその運動の展開と挫折の全過程を考察する．
朝鮮における自主的近代化への模索に光をあてた画期的
労作．

ISBN：9784007307645 ／底本 ISBN：9784000238113

朝鮮民衆運動の展開
士の論理と救済思想
趙景達
A5 判・並製／ 392 頁／本体価格 9,000 円

1860 年代から 1945 年まで，朝鮮半島では民乱，甲午
農民戦争，義賊の乱，3．1運動，新興宗教の活動など，
様々な民衆運動が沸き起こった．民衆史学的歴史観に基
づき朝鮮民衆の日常的世界を逆照射する

ISBN：9784007301025 ／底本 ISBN：9784000264044

帝国主義と知識人
イギリスの歴史家たちと西インド諸島
E．ウィリアムズ／田中　浩　訳
四六判・並製／ 420 頁／本体価格 6,200 円

カリブ海域人民の真の解放を願った著者が，18 世紀以
降の英国の歴史学者・文学者の「西インド」観を素材に，
その帝国主義イデオロギーを分析し批判する．明治期以
後の日本人のイギリス観に根本的な反省を迫るものであ
る．

ISBN：9784007301728 ／底本 ISBN：0

吐蕃王国成立史研究　（上）
山口　瑞鳳
A5 判・並製／ 532 頁／本体価格 11,000 円

中国に隋唐帝国が成立した頃，チベット高原に最初の統
一国家が出現した．この古代チベット史上謎に満ちてい
た吐蕃王国の全体像を，厖大な史料を博捜し，厳密な史
料批判を加えた考証によって初めて明らかにした大著．

ISBN：9784007301735 ／底本 ISBN：0

吐蕃王国成立史研究　（下）
山口　瑞鳳
A5 判・並製／ 500 頁／本体価格 11,000 円

中国に隋唐帝国が成立した頃，チベット高原に最初の統
一国家が出現した．この古代チベット史上謎に満ちてい
た吐蕃王国の全体像を，厖大な史料を博捜し，厳密な史
料批判を加えた考証によって初めて明らかにした大著．

ISBN：9784007308536 ／底本 ISBN：9784000242219

記録と考証 日中国交正常化・
日中平和友好条約締結交渉
石井 明／朱建栄／添谷 芳秀／林暁光 編
四六判・並製／ 454 頁／本体価格 6900 円

1972 年の田中首相・大平外相が北京を訪問しての日中
国交回復交渉，台湾断交をめぐる台北会談，6年後の日
中平和友好条約締結交渉の全記録．交渉当事者・関係者
の寄稿・インタビュー，戦後日中関係史の考証論文を併
載．

ISBN：9784007308642 ／底本 ISBN：9784000012508

新訂担保物権法（民法講義Ⅲ）
我妻　栄
A5 判・並製／ 722 頁／本体価格 11000 円

担保物権法の統一的解釈理論は，法と経済機構との関連
に造詣の深い著者にして初めて可能である．1971 年の
民法の一部改正により，第 3刷以後「根抵当」の部分を
全く書き改め，関連事項にも訂正を加えた．
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ISBN：9784007307812 ／底本 ISBN：9784000015158

統一ヨーロッパへの道
シャルルマーニュからEC 統合へ
デレック・ヒーター／田中 俊郎 監訳
A5 判・並製／ 328 頁／本体価格 7,600 円

EU 統合の本質とは何か．政治的・経済的・社会的側面
から語られることが多いヨーロッパ統合の背景にある歴
史的，思想的流れを，カント，ルソー，サン＝シモン，クー
デンホーフ・カレルギーら先人たちから考える．

ISBN：9784007302794 ／底本 ISBN：9784000017114

日清戦争前後のアジア政策
藤村　道生
A5 判・並製／ 352 頁／本体価格 8,000 円

内には軍国主義，外には帝国主義という日本の進路選択
に日清戦争は重大な契機をもたらした．当時の対アジア
政策の詳細な分析を通して日本帝国主義成立期の研究を
進めてきた著者のこれまでの研究成果をまとめた論文
集．

ISBN：9784007306464 ／底本 ISBN：9784000271660

保守革命とモダニズム
ワイマール・第三帝国のテクノロジー・
文化・政治
ジェフリー・ハーフ／中村 幹雄 訳／
谷口 健治 訳／姫岡 とし子 訳
四六判・並製／ 464 頁／本体価格 7,000 円

戦間期ドイツの保守革命家たちは合理主義を拒絶しつつ
近代テクノロジーを受け入れていた．この反動的モダニ
ズムのパラドクスを右派知識人の思想において検証し，
啓蒙的理性に拠らないドイツのモダニズムに迫る．

ISBN：9784007303005 ／底本 ISBN：9784000285070

魔女とヨーロッパ
高橋　義人
四六判・並製／ 328 頁／本体価格 4,800 円

西欧近代の誕生期に魔女狩りという狂気が噴出した．人
を食らい，空を飛び，サバトに耽る魔女ははたして実在
したのだろうか．民話や文学に描かれた魔女を多角的な
手法にし，近代人の心の暗部に潜む形象を描く．

ISBN：9784007302077 ／底本 ISBN：9784000025171

歴史の現在と地域学
現代中東への視角
板垣　雄三
B6 判・並製／ 474 頁／本体価格 7,000 円

中東地域に関する研究を集大成し，ヨーロッパ中心の認
識の枠組を根底的に批判して地域学の方法を提示する．
中東「国家」や湾岸戦争の実相を明らかにし，地球大に
拡がる民族・地域紛争を理解するための指針を与える．

ISBN：9784007301049 ／底本 ISBN：9784000024358

六朝貴族制社会の研究
川勝　義雄
A5 判・並製／ 458 頁／本体価格 10,000 円

漢帝国の統一が崩れた後，分裂と戦乱の六朝時代に形成
され持続し，唐代にも及び時代を特色づけた中国六朝貴
族制社会を，西欧や日本の中世封建社会との対比におい
て考察．30余年にわたる研究成果を世に問う意欲作．

ISBN：9784007307171 ／底本 ISBN：9784000246231

不思議の国ベラルーシ
ナショナリズムから遠く離れて
服部　倫卓
四六判・並製／ 250 頁／本体価格 3,800 円

ヨーロッパの中心にありながらひとり民族主義を真っ向
から否定する国，ベラルーシ．史跡は廃墟と化し，偉人
を称揚するでもない．しかしこのような生き方こそ，民
族とは何か，国家とは何なのかを私たちに鮮烈に問いか
けずにはおかない．
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ISBN：9784007302664 ／底本 ISBN：9784000286763

キリシタンの世紀
ザビエル渡日から「鎖国」まで
高瀬　弘一郎
四六判・並製／ 262 頁／本体価格 3,800 円

世界史的視野に立ち，戦国期からほぼ一世紀に及ぶ日本
キリシタン時代を通史的に描く初めての試み．国内と海
外の問題が切り離しがたく展開する布教のダイナミズム
が解き明かされる．人文書セレクション版への新稿付き．

ISBN：9784007301322 ／底本 ISBN：9784000017961

ねじ曲げられた桜
美意識と軍国主義
大貫　恵美子
四六判・並製／ 622 頁／本体価格 9,000 円

日本の為政者は桜の美しさをナショナリズム高揚と戦争
遂行のために利用した．国家と国民の間に起きた「相互
誤認」を，古代からの桜の意味と学徒特攻隊員の日記を
きめ細かに分析し証明する，象徴人類学の見事な成果．

ISBN：9784007301575 ／底本 ISBN：9784000028165

回顧九十年
福田　赳夫
四六判・並製／ 390 頁／本体価格 5,500 円

卒寿を迎えた元首相が，大蔵官僚時代の秘話を交えなが
ら，戦後政治の中枢にあった自らの活動を回顧し，「安
定成長」「政治は最高の道徳」「全方位平和外交」などの
標語に象徴される政治・経済理念を情熱をこめて語る．

ISBN：9784007300455 ／底本 ISBN：4000028464

韓国併合史の研究
海野　福寿
A5 判・並製／ 448 頁／本体価格 11,000 円

一九〇四年「日韓議定書」から一九一〇年「韓国併合ニ
開スル条約」に至る諸条約と関連史料の精細な分析を通
じて，保護国化から併合への歴史過程を克明に検証．植
民地化をめぐる研究上の論点を整理し，歴史認識を問い
直す．

ISBN：9784007302305 ／底本 ISBN：9784000221214

岩倉使節団の歴史的研究
田中　彰
A5 判・並製／ 382 頁／本体価格 10,000 円

日本近代化の画期をなす岩倉使節団の意義を，使節団の
制度・文物の博大な見聞を記した『米欧回覧実記』を主
軸に据えて，広い視野に立ち，長い射程から縦横かつ周
到に論じる．著者の長年にわたる研究を集大成．

ISBN：9784007306990 ／底本 ISBN：9784000225137

記紀神話と王権の祭り 新訂版
水林　彪
A5 判・並製／ 596 頁／本体価格 13,000 円

古事記は律令国家の政治的正当性を主張するための創作
物語であった．その論理を内在的に辿り，古代国家のた
めに創出された神話と祭祀との実像に迫り，さらに記紀
神話において誤解されたスサノヲの神格の実態を解明す
る．

ISBN：9784007306013 ／底本 ISBN：9784000228275

興亜院と戦時中国調査 付 
刊行物所在目録
本庄 比佐子 編／内山 雅生 編／久保 亨 編
A5 判・並製／ 394 頁／本体価格 8,900 円

興亜院は，戦時日本の中国占領地における政策策定，経
済開発，思想文化統制などを目的に設置され，4年足らず
で消滅した国家機関である．本書は，未解明の部分が多
いその占領地行政機構としての業務の実態と，大規模な
調査活動の全貌・特質を明らかにする．所在の確認され
た報告書を網羅した「興亜院調査報告所在目録」を収録．



35

ISBN：9784007300028 ／底本 ISBN：4000007882

近衛新体制と大政翼賛会
赤木　須留喜
A5 判・並製／ 608 頁／本体価格 9,500 円

大政翼賛会の「国民再組織」の動態を，厖大な未公開資
料に基づき分析し，国民の組織的統合の完成という天皇
制下の官僚制の到達点が，同時に機能不全による組織的
解体という終着点であったパラドックスを解明する．

ISBN：9784007302602 ／底本 ISBN：9784000284387

近代日本と東南アジア
南進の「衝撃」と「遺産」
後藤　乾一
四六判・並製／ 366 頁／本体価格 5,600 円

明治維新から戦後にいたる東南アジア像の変遷をてがか
りに，南進の拠点＝沖縄・台湾の役割に着目し，東南ア
ジア・ミクロネシア全域に展開された南進の実態を究明．
支配された側の視座から問う，新たな「大東亜戦争」論．

ISBN：9784007307157 ／底本 ISBN：9784000205382

近代日本政軍関係の研究
纐纈　厚
A5 判・並製／ 462 頁／本体価格 11,000 円

1945 年の敗戦に到る政軍間の角逐を丹念に追いながら，
総力戦体制の構築と，統帥権の独立という相反する指向
の妥協として，「軍部による合法的・間接的支配」が成
立したことを明らかにする．著者の長年にわたる研究の
集大成．

ISBN：9784007302022 ／底本 ISBN：9784000006224

遣唐使と正倉院
東野　治之
A5 判・並製／ 388 頁／本体価格 8,500 円

遣唐使はどんな役割を担って海を渡ったのか．正倉院に
残された文物は今に何を語り伝えているか．内外の史料
の丹念な読みとりを通して，古代日本の対外文化受容の
実像と日本文化の深層に迫る気鋭の日唐文化交流史論．

ISBN：9784007302046 ／底本 ISBN：9784000028868

国家神道形成過程の研究
阪本　是丸
A5 判・並製／ 470 頁／本体価格 10,000 円

国家神道とは何だったのか．歴史的実態の検証が不十分
なまま形づくられた通説を問い直すべく，神道史研究の
第一人者が，明治以降の神社をめぐる法令・政策の緻密
な分析を通じて，国家神道の形成と展開を丹念に跡づけ
た労作．

ISBN：9784007301919 ／底本 ISBN：9784000016520

資料 日中戦争期阿片政策
蒙疆政権資料を中心に
江口　圭一　編著
A5 判・並製／ 648 頁／本体価格 14,000 円

日本は中国侵略を通じて阿片や麻薬の生産・販売に積極
的に関与した．その犯罪性のゆえに，行政側の資料は秘
匿・湮滅され全貌は不明のままであった．蒙疆政権の内
部文書により阿片政策の実態が初めて明らかにされる．

ISBN：9784007300387 ／底本 ISBN：4000022172

室町幕府解体過程の研究
今谷　明
A5 判・並製／ 526 頁／本体価格 13,000 円

応仁の乱以後，室町幕府は崩壊の一途を辿ったとされる．
従来その研究上の大きな障害であった史料上の制約を克
服し，広く文献史料を渉猟し緻密な実証作業を積み重ね，
百年にも及ぶ解体過程の全体像に挑んだ本格的研究．
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ISBN：9784007302596 ／底本 ISBN：9784000284370

書の古代史
東野　治之
四六判・並製／ 250 頁／本体価格 3,800 円

正倉院宝物から無名の人々の手による木簡の文字まで，
固有の書風をそなえ，時に墨継ぎの跡が書き手の息遣い
をも伝える肉筆の文字資料に，「書」という視点から新
たな光を当てて，古代日本の文化と社会を照らし出す．

ISBN：9784007300158 ／底本 ISBN：4000926136

将軍権力の創出
朝尾　直弘
A5 判・並製／ 392 頁／本体価格 9,000 円

幕藩制国家権力の中核をなす「将軍権力」はいかに形成
されたか．書名に採られた論文をはじめ，「豊臣政権論」
「幕藩制と天皇」「将軍政治の権力構造」「鎖国制の成立」
など一貫した問題意識に基く主要論文の一大集成．

ISBN：9784007303777 ／底本 ISBN：9784000029599

植民地帝国日本の文化統合
駒込　武
A5 判・並製／ 504 頁／本体価格 11,000 円

日本は異民族を支配するためにいかなる「同化」政策を
行い，異文化の逆流を防ぐためにいかなる差別装置を築
いたのか？　台湾・朝鮮・「満洲国」・中国での教育・言
語政策と皇民化の実態を手がかりに，文化支配の構想と
自壊を跡づける．

ISBN：9784007302701 ／底本 ISBN：0

神代史の新研究
白鳥　庫吉
A5 判・並製／ 456 頁／本体価格 10,000 円

近代的東洋史学を確立した著者による『古事記』『日本
書紀』神代の構成に関する講演を収録．神代の記載を，
言語学・神話学・民俗学などの方法を広く援用して分析
した本書は，日本古代史研究における先駆的業績である．

ISBN：9784007302619 ／底本 ISBN：9784000284394

生き神の思想史
日本の近代化と民衆宗教
小沢　浩
四六判・並製／ 256 頁／本体価格 5,000 円

幕末から明治にかけて続々と誕生した民衆宗教．それら
を創始した生き神＝教祖たちの独自の宗教意識は，人々
の自己解放・変革といかに関わりあったのか．「生き神」
思想の変遷を通して，転換期の民衆思想の展開過程を描
く．

ISBN：9784007303067 ／底本 ISBN：9784000236010

戦国期の政治経済構造
永原　慶二
A5 判・並製／ 440 頁／本体価格 9,800 円

16 世紀，大名領国という地域国家が列島各地で形成され，
古代以来の中央集中型の政治社会秩序を一挙に解体させ
た．この歴史的変動は日本社会に何を生みだし，後代に
何をもたらしたか．大名領国制の基本構造，戦国大名に
よる流通支配の実態，領域支配の正統性をめぐる問題な
ど，著者の戦国期研究を集成した論文集．

ISBN：9784007303548 ／底本 ISBN：9784000236980

戦時経済体制の構想と展開
日本陸海軍の経済史的分析
荒川　憲一
A5 判・並製／ 326 頁／本体価格 4,900 円

第一次大戦という総力戦から衝撃を受けた日本陸海軍
は，「戦時経済体制」をどのように構想したのか．そし
てアジア太平洋戦争の敗戦に至るまで，構想はいかに準
備，展開され，そして破綻したのか．経済史・経済思想
史的視点から詳細に解明する．
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ISBN：9784007301445 ／底本 ISBN：9784000015363

続 南洋日本町の研究
南洋島嶼地域分散日本人移民の
生活と活動
岩生　成一
A5 判・並製／ 572 頁／本体価格 11,000 円

鎖国政策下の 17世紀初頭，オランダ東インド会社の兵
士に雇われ，あるいは切支丹禁教令により追放された無
名の日本人たち．東南アジア諸島における彼等の生活や
活動を，各国公文書館所蔵の原史料を博捜して解明した．

ISBN：9784007300578 ／底本 ISBN：400001658X

続　日本鉱山史の研究
小葉田　淳
A5 判・並製／ 606 頁／本体価格 14,000 円

学士院賞を受賞した『日本鉱山史の研究』の続篇．本書
ではさらに加賀金平金山から薩摩芹ヶ野金山に及び，近
世の主要な金・銀山の実態を明らかにしていく．近年亡
失の甚しい鉱山史料が著者の努力で筆録され収録をみ
た．

ISBN：9784007303746 ／底本 ISBN：9784000012966

大名領国の経済構造
岸田　裕之
A5 判・並製／ 416 頁／本体価格 9,600 円

戦国西国大名の雄・毛利氏の領国下における流通経済構
造の実態を，数多くの新出文書の活用により解明しつつ，
東アジア世界と緊密な関係にあった西国地域社会の固有
性・自立性，さらに中世的地域秩序の解体過程を明らか
にする．

ISBN：9784007305863 ／底本 ISBN：9784000240499

帝国日本の生活空間
ジョルダン・サンド／天内　大樹　訳
A5 判・並製／ 294 頁／本体価格 4,600 円

衣食住や家具，都市空間，身体の振る舞いに目を向け，
日本が植民地帝国だった時代の日常生活と文化に迫る．
人，もの，知識の流通回路を通じて，帝国が引き起こし
ていた差異の構造を探る意欲的論考．

ISBN：9784007306617 ／底本 ISBN：9784000258449

東北「海道」の古代史
平川　南
A5 判・並製／ 212 頁／本体価格 3,300 円

古代の東日本太平洋沿岸すなわち「海道」地域では，いかな
る歴史が繰り広げられていたのか．行政・軍事や交易の重要
な拠点であった 5つのエリアに焦点を合わせ，最新の研究成
果をもとに「海道」の人と自然，地域社会と国家のせめぎ合
いの実相を鮮やかに描き出し，内陸部に偏りがちだった東北
古代史に新たな光を当てる．図版多数．

ISBN：9784007305870 ／底本 ISBN：9784000241281

毒ガス戦と日本軍
吉見　義明
四六判・並製／ 372 頁／本体価格 5,700 円

戦間期と第二次大戦中に本格的毒ガス戦を行った唯一の国日
本．しかし政府はその核心部分を認めていない．旧軍史料を
元に，人体実験をともなう開発から 1945 年の敗戦までの主
に中国に対する毒ガス戦の展開，戦後のアメリカによる免責
や，負の遺産としての国内外の遺棄・廃棄問題まで，日本軍
の毒ガス戦の全貌を初めて明らかにする画期的研究．

ISBN：9784007302459 ／底本 ISBN：9784000015240

南洋日本町の研究
岩生　成一
A5 判・並製／ 438 頁／本体価格 10,000 円

近世の初期，日本民族の海外展開の中心的な基地であっ
た南洋日本人町．その移民活動の全貌を，単に日本側史
料のみならず，ひろくバタビヤ文書館で蒐集した関係資
料をも駆使して精査究明した，学士院賞受賞の名著．
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ISBN：9784007302961 ／底本 ISBN：9784000016940

日本ファシズムと医療
ハンセン病をめぐる実証的研究
藤野　豊
A5 判・並製／ 320 頁／本体価格 7,400 円

ファシズム体制が推し進めた優生政策の下で，ハンセン
病患者は強制隔離され，人権はおろかその人間存在まで
が否定された．本書は，具体的なハンセン病対策と患者
の実態の分析を通して，医療政策から見た日本ファシズ
ムの確立過程とその矛盾を明らかにする．医学史・医療
史のみならず広く日本近代史を見通した研究．

ISBN：9784007302039 ／底本 ISBN：9784000016773

日本近世国家史の研究
高木　昭作
A5 判・並製／ 428 頁／本体価格 9,500 円

戦国大名を倒して近世国家が成立する過程で武士以下の諸身
分の人々がどのように「統一的軍隊」に編成されたのか，そ
のような軍隊を維持することが統一完成後の国家と社会にど
のような特質を与えることになったのか．新しい近世史像樹
立の構想のもとに実証的に解明する．「寛永の軍役令」を再
検討した新稿二編を含む待望の論文集．

ISBN：9784007306358 ／底本 ISBN：9784000204545

日本経済史
永原　慶二
B6 判・並製／ 340 頁／本体価格 5,300 円

生産様式，社会的分業，所有と階級関係，政治史および
国際関係とのかかわりという 4つの基本視角から，日本
経済史の諸段階と移行過程を具体的かつ理論的に把握す
る．前近代から近代への連続した展開が明らかにされる．

ISBN：9784007301896 ／底本 ISBN：9784000016650

日本古代宮都の研究
岸　俊男
A5 判・並製／ 612 頁／本体価格 13,000 円

遺跡の発掘，とくに日本古代の宮室・都城の調査は著しい進
展を見せている．著者は，これらの宮都発掘・調査を手がか
りにして，飛鳥から平安に至るまで詳細な宮都研究を推し進
め，日本古代国家の展開を跡づけるうえで指導的な役割を果
してきた．1987 年に急逝した著者の遺志に基づいてその研
究を集大成した書．

ISBN：9784007304651 ／底本 ISBN：9784000242240

日本古代金石文の研究
東野　治之
A5 判・並製／ 408 頁／本体価格 9,000 円

江戸時代以来の蓄積を誇り，近代実証史学においても高い位
置づけを与えられた古代金石文研究は，戦後の古代史研究の
進展にもかかわらず，充分な成果をあげてきたとはいえない．
本書は，木簡や古代文物の研究に他の追随を許さぬ業績をあ
げてきた著者の長年の金石文研究の集大成であり，今日の古
代金石学の新しい礎石となるものである．

ISBN：9784007300561 ／底本 ISBN：4000016288

日本鉱山史の研究
小葉田　淳
A5 判・並製／ 804 頁／本体価格 18,000 円

幕府・諸藩・地方役人・旧鉱山業者の史料を採訪して実
地踏査を重ねてきた著者の三〇数年にわたる研究生活の
蓄積をまとめた書．前近代日本の鉱山史についての本格
研究として，学士院賞を受賞した古典的名著．

ISBN：9784007304415 ／底本 ISBN：9784000261364

日本史史料　1　古代
歴史学研究会　編／石上　英一　編集
A5 判・並製／ 468 頁／本体価格 6,800 円

本シリーズは，進展著しい日本史研究の第一線にある研究者
により厳選された基本的な史料集であり，全 5巻で古代から
現在までをカバーしている．史料学の成果を反映した周到な
解説に加え，漢文には読み下しを付すなど，高校・大学にお
ける歴史教育の現場に必備なスタンダードな史料集として使
いやすさを追求した．
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ISBN：9784007304422 ／底本 ISBN：9784000261371

日本史史料　2　中世
歴史学研究会　編／村井　章介　編集
A5 判・並製／ 462 頁／本体価格 6,800 円

本シリーズは，進展著しい日本史研究の第一線にある研究者
により厳選された基本的な史料集であり，全 5巻で古代から
現在までをカバーしている．史料学の成果を反映した周到な
解説に加え，漢文には読み下しを付すなど，高校・大学にお
ける歴史教育の現場に必備なスタンダードな史料集として使
いやすさを追求した．

ISBN：9784007304439 ／底本 ISBN：9784000261388

日本史史料　3　近世
歴史学研究会　編／高埜　利彦　編集
A5 判・並製／ 478 頁／本体価格 7,000 円

本シリーズは，進展著しい日本史研究の第一線にある研究者
により厳選された基本的な史料集であり，全 5巻で古代から
現在までをカバーしている．史料学の成果を反映した周到な
解説に加え，漢文には読み下しを付すなど，高校・大学にお
ける歴史教育の現場に必備なスタンダードな史料集として使
いやすさを追求した．

ISBN：9784007304446 ／底本 ISBN：9784000261395

日本史史料　4　近代
歴史学研究会　編／宮地　正人　編集
A5 判・並製／ 448 頁／本体価格 6,800 円

本シリーズは，進展著しい日本史研究の第一線にある研究者
により厳選された基本的な史料集であり，全 5巻で古代から
現在までをカバーしている．史料学の成果を反映した周到な
解説に加え，漢文には読み下しを付すなど，高校・大学にお
ける歴史教育の現場に必備なスタンダードな史料集として使
いやすさを追求した．

ISBN：9784007304453 ／底本 ISBN：9784000261401

日本史史料　5　現代
歴史学研究会　編／小林　英夫　編集
A5 判・並製／ 428 頁／本体価格 6,400 円

本シリーズは，進展著しい日本史研究の第一線にある研究者
により厳選された基本的な史料集であり，全 5巻で古代から
現在までをカバーしている．史料学の成果を反映した周到な
解説に加え，漢文には読み下しを付すなど，高校・大学にお
ける歴史教育の現場に必備なスタンダードな史料集として使
いやすさを追求した．

ISBN：9784007300806 ／底本 ISBN：4000016792

日本中世の国家と宗教
黒田　俊雄
A5 判・並製／ 578 頁／本体価格 13,000 円

中世における国家と宗教の多様かつ緊密な結び付きの解
明は，いまだ十分になされているとは言えない．著者多
年の研究成果と，その模索の道程で生れた構図を提示し，
国家史，宗教史研究に新しい展望を切り拓いた名著．

ISBN：9784007302954 ／底本 ISBN：9784000016209

日本中世農村史の研究
大山　喬平
A5 判・並製／ 512 頁／本体価格 8,200 円

中世社会の基本的な諸問題である荒野開発・個別経営・
在地領主制・中世村落・河川灌漑・銭貨流通などについ
ての画期的論考を収める．その考察は都市を中心とする
中世の被差別身分の形成史及び都市と農村の対立をも照
射する．

ISBN：9784007300493 ／底本 ISBN：400024213X

日本中世被差別民の研究
脇田　晴子
A5 判・並製／ 426 頁／本体価格 15,000 円

日本中世の被差別民たちが担わされたものは何であった
のか．宗教史，芸能史，女性史など多彩な分野にわたる
史料の分析をふまえて，中世社会における被差別民形成
の歴史的過程を総合的に検証した基盤的な研究書．
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ISBN：9784007300714 ／底本 ISBN：400001644X

日本封建社会成立史論 （上）
安良城　盛昭
A5 判・並製／ 350 頁／本体価格 9,000 円

太閤検地論により日本封建制研究に一段階を画した著者
の業績の集大成．家父長制的奴隷制論と日本変革の特質
論を基調に，厳密な資料批判による日本歴史総体の法則
的な認識をめざす．下巻は著者の遺稿を中心に構成．

ISBN：9784007300721 ／底本 ISBN：4000016458

日本封建社会成立史論 （下）
安良城　盛昭
A5 判・並製／ 342 頁／本体価格 9,000 円

太閤検地論により日本封建制研究に一段階を画した著者
の業績の集大成．家父長制的奴隷制論と日本変革の特質
論を基調に，厳密な資料批判による日本歴史総体の法則
的な認識をめざす．下巻は著者の遺稿を中心に構成．

ISBN：9784007301544 ／底本 ISBN：9784000015837

日本灌漑水利慣行の史的研究
各論篇
喜多村　俊夫
A5 判・並製／ 624 頁／本体価格 13,000 円

一九三七年から一九五一年になされた全国一八地域にお
よぶ灌漑水利慣行に関する綿密な調査は，近世から近代
にわたって日本の村落社会に深く関わってきた構造的特
質を明らかにした．「總論篇」と対になる実証研究の成果．

ISBN：9784007301537 ／底本 ISBN：9784000017336

日本灌漑水利慣行の史的研究
総論篇
喜多村　俊夫
A5 判・並製／ 504 頁／本体価格 12,000 円

集約的小規模経営と用水管理を特色とした日本農業の灌
漑水利慣行を，膨大な史料踏査と慣行調査によって体系
化した労作．日本農業の基本的性格を浮き彫りにし，特
に近世日本の政治 ･経済 ･社会構造の究明に重要な示唆
を与える．

ISBN：9784007307140 ／底本 ISBN：9784000020541

平安時代の貴族と天皇
玉井　力
A5 判・並製／ 448 頁／本体価格 10,000 円

平安時代に入ると律令国家の変質が進行し，12 世紀以
降の王朝国家成立につながる新しい要素が芽生えてく
る．このような歴史的展開の中で，貴族や天皇がどんな
支配機構を作り出し運営したのか．長年の課題を集大成
した労作．

ISBN：9784007300585 ／底本 ISBN：0

平戸オランダ商館の日記
第一輯
永積　洋子　訳
A5 判・並製／ 502 頁／本体価格 12,000 円

1627 年から 41 年まで商館員達が残した克明な日記の
全文と関係書簡類を翻訳．朱印船貿易最盛期から鎖国に
至る日蘭関係と日本の政情の推移を知る際に不可欠な史
料．第一輯は1627年から30年までを収める．（全4冊）

ISBN：9784007300646 ／底本 ISBN：0

平戸オランダ商館の日記
第二輯
永積　洋子　訳
A5 判・並製／ 580 頁／本体価格 14,000 円

1627 年から 41 年まで商館員達が残した克明な日記の
全文と関係書簡類を翻訳．朱印船貿易最盛期から鎖国に
至る日蘭関係と日本の政情の推移を知る際に不可欠な史
料．第二輯は1631年から32年までを収める．（全四冊）



41

ISBN：9784007300677 ／底本 ISBN：0

平戸オランダ商館の日記
第三輯
永積　洋子　訳
A5 判・並製／ 608 頁／本体価格 14,000 円

1627 年から 41 年まで商館員達が残した克明な日記の
全文と関係書簡類を翻訳．朱印船貿易最盛期から鎖国に
至る日蘭関係と日本の政情の推移を知る際に不可欠な史
料．第三輯は1633年9月から37年10月までを収める．
（全四冊）

ISBN：9784007300707 ／底本 ISBN：0

平戸オランダ商館の日記
第四輯
永積　洋子　訳
A5 判・並製／ 584 頁／本体価格 14,000 円

1627 年から 41 年まで商館員達が残した克明な日記の
全文と関係書簡類を翻訳．朱印船貿易最盛期から鎖国に
至る日蘭関係と日本の政情の推移を知る際に不可欠な史
料．第四輯は，1937 年 11 月から 41年．（全四冊完結）

ISBN：9784007301452 ／底本 ISBN：9784000021050

暴力の予感
伊波普猷における危機の問題
冨山　一郎
四六判・並製／ 374 頁／本体価格 5,500 円

現代世界にいまなお満ちる植民地主義の暴力を，われわ
れはどのように知覚できるか．伊波普猷を参照し，本書
は日常の絶えざる「占領行為」としての植民地的暴力を
暴き出し，その「予感」に回避の可能性を探ろうとする．

ISBN：9784007302275 ／底本 ISBN：9784000029728

幕末維新期の社会的政治史研究
宮地　正人
A5 判・並製・函入／ 494 頁／本体価格 11,000 円

ペリー来航から西南戦争までを巨大な過渡期として捉え
なおし，国内の相抗する政治諸集団と国際政治の両側面
から，激動する諸段階のダイナミックな把握を試みる．
独自の方法論により真の政治史の構築をめざす意欲的論
文集．

ISBN：9784007303760 ／底本 ISBN：9784000022538

明治国家と地域社会
大島　美津子
A5 判・並製／ 344 頁／本体価格 7,900 円

日本近代の地方制度・地方自治はどのように形作られた
のか．改変を重ねた府県・郡・町村の区域や，地方官僚
機構の精細な分析を通じ，国家の政策と地域の動向のせ
めぎあいの中に進んだ地方統合過程の全体像を解明す
る．

ISBN：9784007307614 ／底本 ISBN：9784000926416

網野善彦著作集　第一巻
中世荘園の様相
稲葉 伸道 編集委員／桜井 英治 編集委員／
盛本 昌広 編集委員／山本 幸司 編集委員
A5 判・並製／ 386 頁／本体価格 5,900 円

東寺領若狭国太良荘の歴史を，成立から崩壊まで通して
あまねく叙述した著者の最初の著書，および関連する初
期の論文を収録．荘園を舞台に生きた無名の人々を，社
会制度や政治動向など歴史的背景とともに描き出す．

ISBN：9784007307621 ／底本 ISBN：9784000926423

網野善彦著作集　第二巻
中世東寺と東寺領荘園
稲葉 伸道 編集委員／桜井 英治 編集委員／
盛本 昌広 編集委員／山本 幸司 編集委員
A5 判・並製／ 612 頁／本体価格 9,300 円

東寺文書の精密な読解に基づいた平野殿荘・弓削島荘な
どの東寺領荘園の個別研究と，東寺の中世寺院としての
自立過程を荘園経営・修造事業・集会制度などから検討
した研究論文を収めた，著者の初期の代表的論文集．
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ISBN：9784007307775 ／底本 ISBN：9784000926461

網野善彦著作集　第六巻
転換期としての鎌倉末・南北朝期
稲葉 伸道 編集委員／桜井 英治 編集委員／
盛本 昌広 編集委員／山本 幸司 編集委員
A5 判・並製／ 506 頁／本体価格 7,700 円

建武新政府の成立に至る鎌倉末期，南北朝期の社会変動
を問い直す論考を収録．転換期としての十三世紀後半の
時代相，楠木正成・後醍醐天皇らの人物像，後醍醐王権
の特質，「悪党」という存在をどう捉えるかを論じる．

ISBN：9784007307782 ／底本 ISBN：9784000926478

網野善彦著作集　第七巻
中世の非農業民と天皇
稲葉 伸道 編集委員／桜井 英治 編集委員／
盛本 昌広 編集委員／山本 幸司 編集委員
A5 判・並製／ 626 頁／本体価格 9,500 円

著者の非農業民研究を集成した論文集『日本中世の非農
業民と天皇』を収録．天皇の山野河海支配と非農業民と
の関係を論じて反響を呼んだ「天皇の支配権と供御人・
作手」をはじめ，海民，鋳物師に関する主要論文を収める．

ISBN：9784007301346 ／底本 ISBN：9784000023641

洋学史研究序説 洋学と封建権力
佐藤　昌介
A5 判・並製／ 430 頁／本体価格 9,500 円

本書の中核「蛮社の獄」の研究は，新発見の資料を駆使
して真相解明に努め，幕府の軍事改革と関連づけてその
意義を明らかにした．遅れていた我国洋学史研究の旧説
を実証的見地から批判，洋学史の基本問題を再検討した
書．

ISBN：9784007307935 ／底本 ISBN：0

網野善彦著作集 第九巻
中世の生業と流通
稲葉 伸道 編集委員／桜井 英治 編集委員／
盛本 昌広 編集委員／山本 幸司 編集委員
A5 判・並製／ 488 頁／本体価格 7,400 円

製塩・漁業，鉄や紙の生産など非農業的な生業の内実，
その生産物の流通，人が生きていく基本となる衣食住に
関わる生業に関する諸論考を収載．日常生活における必
需品の生産という基礎構造から中世史を捉え直す．

ISBN：9784007307942 ／底本 ISBN：0

網野善彦著作集 第十巻
海民の社会
稲葉 伸道 編集委員／桜井 英治 編集委員／
盛本 昌広 編集委員／山本 幸司 編集委員
A5 判・並製／ 552 頁／本体価格 8,400 円

海・湖に生きる人々の，漁業や水運にかかわる多様な活
動に光を当てる．琵琶湖・霞ヶ浦・北浦という東西の代
表的な湖で展開された自治組織の形成過程や，能登時国
（ときくに）家の調査とその成果に関する論考を収録．

ISBN：9784007308055 ／底本 ISBN：0

網野善彦著作集 第十二巻
無縁　公界　楽
稲葉 伸道 編集委員／桜井 英治 編集委員／
盛本 昌広 編集委員／山本 幸司 編集委員
A5 判・並製／ 518 頁／本体価格 7,800 円

代表作『無縁・公界・楽―日本中世の自由と平和』を，本文・
引用史料に全面的補訂を加え，より完全なテキストとし
て収める．「日本中世の自由について」ほかの関連論文，
貨幣論・金融論・宗教論に関する諸論考もあわせて収録．

ISBN：9784007308062 ／底本 ISBN：0

網野善彦著作集 第十五巻
列島社会の多様性
稲葉 伸道 編集委員／桜井 英治 編集委員／
盛本 昌広 編集委員／山本 幸司 編集委員
A5 判・並製／ 462 頁／本体価格 7,000 円

東西日本の文化の相違が典型的に示すように，歴史上，
日本列島には多様な地域社会が存在していた．日本は単
一民族・単一文化だとする通念の見直しを迫った『東と
西の語る日本の歴史』をはじめとする一連の論考を収め
る．



43

ISBN：9784007300998 ／底本 ISBN：4000024477

利休の茶室
堀口　捨己
A5 判・並製／ 682 頁／本体価格 14,500 円

利休に導かれ，秀吉により進められた桃山文化の華，茶
の湯．その道の場として出来た茶室は，また数寄屋造り
となって，わが国の住宅を完成させた．本書はその成立
について，20年にわたる著者の利休研究が生んだ労作．

ISBN：9784007307805 ／底本 ISBN：9784000255639

理性ある人びと 力ある言葉
大内兵衛グループの思想と行動
ローラ・ハイン／大島　かおり　訳
A5 判・並製／ 320 頁／本体価格 5,800 円

日本資本主義論争，戦時下の逮捕投獄，戦後の経済復興，
平和問題への参画，美濃部都政──公平な経済こそ民主
主義の要と信じ，経済政策・教育を通じて 20世紀日本
の政治を問い続けた社会科学者たちの軌跡．

ISBN：9784007305375 ／底本 ISBN：9784000024389

律令国家と古代の社会
吉田　孝
A5 判・並製／ 488 頁／本体価格 7,400 円

中国の律令制と発展段階も構造も異なる日本の社会とが
規定しあって成立した日本律令国家に関する本格的論
考．律令国家の変質・解体の指標とされた墾田永年私財
法が，その基盤を拡げるものであった等の創見が示され
る．

ISBN：9784007300400 ／底本 ISBN：0

歴史家の同時代史的考察について
増淵　龍夫
B6 判・並製／ 288 頁／本体価格 5,000 円

歴史家は，他国の同時代史をいかに認識しうるか．近代
日本の優れた歴史家，津田左右吉と内藤湖南が何故中国
革命を認識できなかったかを検討し，歴史研究とはいか
なる営みで，歴史家とはいかなる存在かを問い直した真
摯な作業．

ISBN：9784007305313 ／底本 ISBN：9784000099707

アジア経済研究所叢書 1
中東・中央アジア諸国における権力構造
したたかな国家・翻弄される社会
酒井　啓子　編／青山　弘之　編
A5 判・並製／ 294 頁／本体価格 4,600 円

国内外からの「民主化」要求や体制変換圧力に曝されな
がらも，中東・中央アジア地域の国々の多くでは，権威
主義体制が存続できたのはなぜか．各国別の綿密な実証
分析から明らかにする．

ISBN：9784007305306 ／底本 ISBN：9784000242608

日本労働政治の国際関係史
1945 － 1964
社会民主主義という選択肢
中北　浩爾
A5 判・並製／ 398 頁／本体価格 6,000 円

アメリカの強い影響下に置かれた冷戦期の日本で，自民党・
財界の保守支配に代わる選択肢はなかったのか．社会民主主
義を後押しする国際的な圧力が日本に対して加えられていた
ことを，米英日の公文書や労働組合の 1次資料を駆使して明
らかにする．国際関係の視座から日本の労働政治史を新たに
読み替える力作．

ISBN：9784007300233 ／底本 ISBN：4000024515

両大戦間の日本外交
1914 ～ 1945
細谷　千博
A5 判・並製／ 368 頁／本体価格 9,400 円

第 1次大戦後の「パックス・アングロ・サクソニカ体制」
への対応政策にはじまり，日中戦争，対日経済措置，真
珠湾奇襲などの一連の事象が照射する「太平洋戦争への
道」を歩んだ日本の外交政策を歴史的に分析する．
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ISBN：9784007305573 ／底本 ISBN：9784000028189

環境リスク論
技術論からみた政策提言
中西　準子
四六判・並製／ 232 頁／本体価格 3,500 円

公害対策の延長線上に置かれてきた日本の環境政策．
100％の安全が幻想と化すなか，現前するリスクをいか
に合理的に管理するか．従来の公害政策を再検討した上
で，対立の構図を超えた，新しいリスク管理の方法を提
示した画期的な名著．

ISBN：9784007300042 ／底本 ISBN：400000154X

ヴェーバーとマルクス
内田　芳明
B6 判・並製／ 424 頁／本体価格 7,400 円

マルクス主義社会科学の理論的・実践的な自己形成の過程で，
ヴェーバーの社会科学はどのような接点をもち，有効性をも
ちえたか．こうした観点から日本の社会科学について考察し，
とくにいわゆる講座派の日本資本主義分析，羽仁五郎，服部
之総，山田盛太郎，大塚久雄など各氏の研究業績について，
その思想構造を綿密に分析する．

ISBN：9784007302428 ／底本 ISBN：9784000058681

ワークライフバランス社会へ
個人が主役の働き方
大沢　真知子
四六判・並製／ 236 頁／本体価格 3,600 円

展望のないフリーターや派遣社員の増加，正社員への過重な
労働……いま日本に必要なのは，機能不全を起こしている正
社員＝組織人間という組織中心の会社や社会を見直し，働く
人間＝個人が中心となったワークライフバランス社会を作る
ことではないか．働くことや生きることの意味を問い，日本
企業の新しい組織像を提言する．

ISBN：9784007305320 ／底本 ISBN：9784000221610

移民社会フランスの危機
宮島　喬
四六判・並製／ 266 頁／本体価格 4,000 円

2005 年 11 月，「人権の祖国」フランスのパリ郊外で，移民
たちの「暴動」が起きた．その社会的背景をさぐり，「大革命」
以来培ってきた平等理念と共和国的統合モデルの有効性を問
い直す．本書は長年にわたり移民統合問題を追究してきた著
者の書き下ろしの論考であり，今日のフランス社会を考える
うえでも示唆に富む．

ISBN：9784007303944 ／底本 ISBN：9784000224024

沖縄論
平和・環境・自治の島へ
宮本　憲一　編／川瀬　光義　編
A5 判・並製／ 298 頁／本体価格 4,500 円

名護市辺野古への新基地建設に抗議して，米軍普天間飛
行場の県外・海外移設を求める沖縄県民の声は高まる．
米軍基地をどうするか．経済自立，環境保全，沖縄の経
済と社会をいかに改革していくかを検証した画期的な論
集．

ISBN：9784007302299 ／底本 ISBN：9784000028349

革命イランの教科書メディア
イスラームとナショナリズムの相剋
桜井　啓子
A5 判・並製／ 306 頁／本体価格 7,500 円

世界を揺るがせたホメイニ革命を挟む四〇年に及ぶイランの
国定教科書改訂の経過を克明にたどり，二つの正反対の国家
がいかなる国民の創出をめざしたかを比較しつつ，イスラー
ムとナショナリズムのせめぎあいを鮮明に描きだす．「イス
ラーム原理主義」の国民意識形成の実態に迫り，国家と教育
に新たな視角を拓いた労作．

ISBN：9784007306365 ／底本 ISBN：9784000010375

社会学原理
富永　健一
A5 判・並製／ 440 頁／本体価格 9,900 円

今日，家族，組織，地域社会，社会階層，国家などの個
別領域における専門的研究は深化しつづけており，それ
らを横に貫く新たな原理の構築が求められている．長年
にわたる経済・産業社会学，社会階層・移動論の実証的
研究をふまえ，現代社会学をトータルに展望する．
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ISBN：9784007300868 ／底本 ISBN：4000233211

社会調査と数量化 増補版
国際比較におけるデータの科学
林　知己夫／鈴木　達三
B5 判・並製／ 378 頁／本体価格 13,000 円

正しい国際相互理解のためには科学的基盤に立った国際
比較による知見が必要である．新しい形の社会調査の考
え方・手続きや，データ解析から深い情報を取り出すた
めの数量化の方法等を，豊富な調査実例を素材として解
説．

ISBN：9784007300912 ／底本 ISBN：4000233386

障害者差別の社会学
ジェンダー・家族・国家
要田　洋江
A5 判・並製／ 370 頁／本体価格 9,000 円

秀逸な着眼と方法で障害者差別の具体的な姿と日本社会
の構造的問題を浮彫りにする瞠目すべき社会学研究の達
成．綿密な聞き取りと，ジェンダー論から福祉国家論に
まで及ぶ理論的考察は，差別研究に新地平を拓く必読の
労作である．

ISBN：9784007306631 ／底本 ISBN：9784000284769

新装増補 リスク学入門 1
リスク学とは何か
橘木 俊詔 編／今田 高俊 編／長谷部 恭男 編／
益永 茂樹 編
A5 判・並製／ 230 頁／本体価格 3,500 円

リスク社会において，リスクはどう定義されるのか，個々
のリスクを最小化しつつ，互いに拮抗するリスクをどう
調整していくのか．諸学に通底する新たな総合的学問と
してリスクマネジメントの体系化を目指すシリーズの総
論．

ISBN：9784007303920 ／底本 ISBN：9784000228206

新版 コミュニティ・ソリューション
ボランタリーな問題解決にむけて
金子　郁容
四六判・並製／ 288 頁／本体価格 4,300 円

ネット上に生まれる新しい形のボランタリーなコミュニ
ティ．だがそれらはネットの抱える信用や認証などの深
刻な問題を解決できるのか．社会や経済にどのような変
革をもたらすのか．現場から徹底的に検証する．

ISBN：9784007302657 ／底本 ISBN：9784000285032

探偵小説の社会学
内田　隆三
四六判・並製／ 274 頁／本体価格 4,000 円

近代が生み出した探偵小説というジャンルは，都市にお
ける欲望を考察する上で，多くの示唆を与える．十九世
紀から今日までの作品群を通じて，探偵小説を消費する
精神の土壌を分析し，その言説の本質に迫る．

ISBN：9784007302060 ／底本 ISBN：9784000020176

福音書研究と文学社会学
大貫　隆
A5 判・並製／ 406 頁／本体価格 9,500 円

福音書の本文が読者にどのような働きを及ぼし，どのよ
うな新しい社会的行動に動機づけていくかを分析する．
解釈学，文芸学，テキスト言語学など隣接諸理論との積
極的な対話を試み，福音書研究の方法論的地平を拡大す
る．

ISBN：9784007305566 ／底本 ISBN：9784000244169

墓と家族の変容
井上　治代
A5 判・並製／ 302 頁／本体価格 7,100 円

核家族化，個人化，少子化と家族が大きく変化するなか，
非継承墓，両家墓，散骨や樹木葬が出現．いま墓の在り
方に何が起きているのか．膨大な調査をもとに，墓にお
ける「脱家」過程を捉え，綿密かつ学問的な裏づけを行っ
た労作．
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ISBN：9784007305337 ／底本 ISBN：9784000255660

「領域」をめぐる分権と統合
スコットランドから考える
山崎　幹根
四六判・並製／ 212 頁／本体価格 3,600 円

スコットランドでは 1999 年に独自の立法権を持つ議会が発
足，先端を行く環境政策や政策決定プロセスの透明化，請願
の積極的受け付けなど，「新しい政治」を実践する努力を重
ねている．「領域」を単位とした，この新しい分権改革の動
きを紹介し，それが国家統合にどのような影響を与えている
かを考察．日本の分権改革論議にも刺激を与える一冊．

ISBN：9784007300318 ／底本 ISBN：400002471X

アーレントと現代
自由の政治とその展望
千葉　眞
A5 判・並製／ 288 頁／本体価格 7,500 円

アーレントへの関心は今なお高いが，その政治の概念や人間
理解の独創性のゆえにきわめて難解でもある．本書は長年
アーレントに親しみ刺激を受けてきたラディカル・デモクラ
シーの理論家が，アーレントの公的世界をめぐる難解な思考
を読みほぐし，市民の自由のための政治理論として創造的に
再構成した知的冒険の書である．

ISBN：9784007302282 ／底本 ISBN：9784000010658

スターリニズムの統治構造
1930 年代ソ連の政策決定と国民統合
富田　武
A5 判・並製／ 352 頁／本体価格 8,000 円

1930 年代ソ連の政治過程の研究は，ソ連崩壊以降の文書公
開により大きく進歩した．本書は党政治局会議議事録などの
資料をいち早く使用し，同時代の政治のダイナミクスを，トッ
プレベルの政治決定のメカニズムとともに，政治社会の底辺
や周辺における国民統合の様相を含めて検討し，スターリン
時代の全体像の解明を試みた労作．

ISBN：9784007302053 ／底本 ISBN：9784000015394

ナチ・ドイツの精神構造
宮田　光雄
A5 判・並製／ 468 頁／本体価格 10,000 円

ナチ支配体制＝政治文化の構造分析．政治言語と政治祭
儀に新しい光を当て，民衆意識における〈ヒトラー神話〉
の成立条件と政治的役割を解明し，教育政策の分析から
青年世代に特有なナチ意識の構造的な特質を摘出する．

ISBN：9784007305511 ／底本 ISBN：9784000010009

バーリン選集 1 思想と思想家
福田　歓一　編／河合　秀和　編
B6 判・並製／ 452 頁／本体価格 6,900 円

イギリスの政治哲学者バーリンの業績は，政治哲学のみ
ならず，思想史，同時代史，知識人論と多彩である．本
巻では，マキアヴェッリ論やモンテスキュー論，ナショ
ナリズムに関する透徹した論考など八本を収録．

ISBN：9784007305528 ／底本 ISBN：9784000010023

バーリン選集 2 時代と回想
福田　歓一　編／河合　秀和　編
B6 判・並製／ 372 頁／本体価格 5,700 円

チャーチル，ルーズヴェルト，ワイツマン等のパーソナ
リティとリーダーシップを解明し，ネーミエ，オースティ
ンなどとの知的交流を回想する 10本を収録．碩学の同
時代史であり，鋭い現実認識を提示する．

ISBN：9784007305535 ／底本 ISBN：9784000025652

バーリン選集 3 ロマン主義と政治
福田　歓一　編／河合　秀和　編
B6 判・並製／ 418 頁／本体価格 6,300 円

普遍的な客観的真理を中心命題とした西洋政治思想は，
すべての人間や国家は独自の固有の価値をもつというロ
マン主義の挑戦により転換を迫られた．ロマン主義の政
治における意義を解明した七本の論考．
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ISBN：9784007305542 ／底本 ISBN：9784000024549

バーリン選集 4 理想の追求
福田 歓一 訳／河合 秀和 訳／田中 治男 訳／
松本 礼二 訳
B6 判・並製／ 354 頁／本体価格 5,400 円

普遍的真理と多元的価値の相剋下の近代ヨーロッパにお
いて，一つの理想を追求することは，いかなる結果をも
たらしたのか．保守主義やロマン主義，ナショナリズム
など，現代の諸問題にもつながる七本の論考．

ISBN：9784007300219 ／底本 ISBN：4000926926

フィヒテの政治哲学
南原　繁
A5 判・並製／ 350 頁／本体価格 8,900 円

―

ISBN：9784007306761 ／底本 ISBN：9784000021166

マキアヴェッリの政治思想
佐々木　毅
A5 判・並製／ 366 頁／本体価格 8,400 円

イタリア・ルネサンス期を生きた思想家ニッコロ・マキ
アヴェッリ（1469 － 1527）．マキアヴェッリの哲学と
国家理論とを解明し，これと従来分析されてきた統治技
術の側面とを有機的に連関させ，彼の全体像を構築する．
ルネサンス政治思想の貴重な研究である，グィッチャル
ディーニ論も収録．

ISBN：9784007303937 ／底本 ISBN：9784000222174

宇宙開発と国際政治
鈴木　一人
A5 判・並製／ 310 頁／本体価格 4,500 円

宇宙開発は，冷戦期を通じて米ソの軍拡競争の一環として進
められてきた．冷戦終焉後の今日，各国は何をめざして宇宙
開発に取り組んでいるのか．宇宙を語る際にありがちな「夢」
や「希望」といった美化されたイメージを離れ，また，宇宙
の軍事利用を告発するセンセーショナリズムとも一線を画
し，宇宙開発を今日の国際政治の中で捉え直す．

ISBN：9784007305412 ／底本 ISBN：9784000257800

外交証言録
湾岸戦争・普天間問題・イラク戦争
折田 正樹／服部 龍二 編／白鳥 潤一郎 編
A5 判・並製／ 286 頁／本体価格 6,000 円

宇野・海部内閣で総理大臣秘書官を務め，橋本内閣の普
天間返還合意など，ポスト冷戦期の安全保障政策に深く
かかわった元駐英大使・折田正樹．そのオーラル・ヒス
トリーは，外交交渉を考察する際に必須となる複眼的な
視座を与えてくれる．

ISBN：9784007304194 ／底本 ISBN：9784000919319

吉野作造選集 1 政治と国家
松尾 尊兊（マツオ タカヨシ）編集／
三谷 太一郎 編集／飯田 泰三 編集／
清水 靖久 解説
A5 判・並製／ 416 頁／本体価格 9,000 円

若き日の木下尚江との論争以来，キリスト教の人間観に
立つ吉野の国家観・政治理論は，第一次大戦後，さらに
転回進化する．（解説＝清水靖久）

ISBN：9784007304200 ／底本 ISBN：9784000919326

吉野作造選集 2
デモクラシーと政治改革
松尾 尊兊（マツオ タカヨシ）編集／
三谷 太一郎 編集／飯田 泰三 編集／松沢 弘陽 解説

A5 判・並製／ 344 頁／本体価格 7,500 円

代議制を根幹とした「国民的監督」のシステムを明治憲
法下で追求した，吉野の卓越した政治戦略論．一世を風
靡した「民本主義」論文はじめ，吉野の代表的論説を収録．
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ISBN：9784007304217 ／底本 ISBN：9784000919333

吉野作造選集 3
大戦から戦後への国内政治
松尾 尊兊（マツオ タカヨシ）編集／
三谷 太一郎 編集／飯田 泰三 編集／清水 靖久 解説

A5 判・並製／ 394 頁／本体価格 8,500 円

状況のリアルな学問的認識と，可能性の技術としての政
策構想力により立論された時論の集成．軍閥批判と政党
政治追求のゆくえ．

ISBN：9784007304224 ／底本 ISBN：9784000919340

吉野作造選集 4
大戦後の国内政治
松尾 尊兊（マツオ タカヨシ）編集／
飯田 泰三 編集／三谷 太一郎 編集 / 解説
A5 判・並製／ 424 頁／本体価格 9,000 円

吉野作造の政治思想は，複数政党制の確立と脱植民地化，
国内民主主義と国際民主主義とを不可分とした点で他に
類を見ず，今日の課題につながる先見性を示している．
初めて公開される幻の吉野日記を加えて，その全体像に
迫る．

ISBN：9784007304231 ／底本 ISBN：9784000919357

吉野作造選集 5
大戦期の国際政治
松尾 尊兊（マツオ タカヨシ）　編集／
三谷 太一郎 編集／飯田 泰三 編集／清水 靖久 解説

A5 判・並製／ 414 頁／本体価格 9,000 円

吉野作造の国際政治論を収録．第一次世界大戦を機に，
明治的ナショナリズムからの脱却を求め，国際民主主義
と世界平和追求の立場から，帝国主義的アジア侵略と軍
部専横を痛烈に批判した諸論考．

ISBN：9784007304248 ／底本 ISBN：9784000919364

吉野作造選集 6
大戦後の国際政治
松尾 尊兊（マツオ タカヨシ）編集／
三谷 太一郎 編集／飯田 泰三 編集／清水 靖久 解説

A5 判・並製／ 342 頁／本体価格 7,500 円

吉野作造の政治思想は，複数政党制の確立と脱植民地化，
国内民主主義と国際民主主義とを不可分とした点で他に
類を見ず，今日の課題につながる先見性を示している．
初めて公開される幻の吉野日記を加えて，その全体像に
迫る．

ISBN：9784007304255 ／底本 ISBN：9784000919371

吉野作造選集 7　中国論 一
松尾 尊兊（マツオ タカヨシ）編集／
三谷 太一郎 編集／飯田 泰三 編集／清水 靖久 解説

A5 判・並製／ 424 頁／本体価格 9,000 円

留学生や亡命革命家との交流の中から生まれた，中国革
命運動・朝鮮独立運動に対する吉野の深い理解にもとづ
く諸論考．中国革命史および日中関係の単行本も収録．

ISBN：9784007304262 ／底本 ISBN：9784000919388

吉野作造選集 8　中国論 二
松尾 尊兊（マツオ タカヨシ）編集／
三谷 太一郎 編集／飯田 泰三 編集／清水 靖久 解説

A5 判・並製／ 378 頁／本体価格 8,500 円

吉野作造の政治思想は，複数政党制の確立と脱植民地化，
国内民主主義と国際民主主義とを不可分とした点で他に
類を見ず，今日の課題につながる先見性を示している．
初めて公開される幻の吉野日記を加えて，その全体像に
迫る．

ISBN：9784007304279 ／底本 ISBN：9784000919395

吉野作造選集 9
朝鮮論 付中国論三
松尾　尊兊（マツオ　タカヨシ）　編集／
三谷 太一郎 編集／飯田 泰三 編集／清水 靖久 解説

A5 判・並製／ 414 頁／本体価格 9,000 円

吉野作造の政治思想は，複数政党制の確立と脱植民地化，
国内民主主義と国際民主主義とを不可分とした点で他に
類を見ず，今日の課題につながる先見性を示している．
初めて公開される幻の吉野日記を加えて，その全体像に
迫る．
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ISBN：9784007304286 ／底本 ISBN：9784000919401

吉野作造選集 10
社会運動と無産政党
松尾 尊兊（マツオ タカヨシ）編集／
三谷 太一郎 編集／飯田 泰三 編集／清水 靖久 解説

A5 判・並製／ 360 頁／本体価格 8,000 円

米騒動や水平運動の勃興を前に，マルクス・レーニン主
義の階級政党論とは一線を画する「自由主義的政党観」
に立ちながら，労働運動と無産政党の発展に望みを託し
た諸論考．

ISBN：9784007304293 ／底本 ISBN：9784000919418

吉野作造選集 11
開国と明治文化
松尾 尊兊（マツオ　タカヨシ）　編集／
三谷 太一郎 編集／飯田 泰三 編集／清水 靖久 解説

A5 判・並製／ 396 頁／本体価格 9,000 円

朝日新聞社退社後，吉野が創立した明治文化研究会は，
大正デモクラシーの必然性と正当性を弁証しようとする
実践的関心から吉野が開拓した新地平であった．明治文
化研究の諸業績を収録．

ISBN：9784007304309 ／底本 ISBN：9784000919425

吉野作造選集 12 随筆
松尾 尊兊（マツオ タカヨシ）編集／
三谷 太一郎 編集／飯田 泰三 編集／清水 靖久 解説

A5 判・並製／ 396 頁／本体価格 9,000 円

自らの生い立ちや信条を語り，知友・先達の思い出や留
学時代の見聞，さらには身近に経験した時代の変化を印
象深く語る諸篇．

ISBN：9784007304316 ／底本 ISBN：9784000919432

吉野作造選集 13　日記 一
［明治 40―大正 2］

松尾 尊兊（マツオ タカヨシ）編集／
三谷 太一郎 編集／飯田 泰三 編集／清水 靖久 解説

A5 判・並製／ 452 頁／本体価格 10,000 円

吉野没後，門外不出とされてきた日記の初公開．欧州留
学時代をはじめ，生涯にわたる日々の記録からは，その
多彩をきわめた人間関係と，八面六臂ともいえる多面的
で精力的な活動ぶりが浮かび上がる．

ISBN：9784007304323 ／底本 ISBN：9784000919449

吉野作造選集 14　日記 二
［大正 4 － 14］

松尾 尊兊（マツオ　タカヨシ）編集／
三谷 太一郎 編集／飯田 泰三 編集／清水 靖久 解説

A5 判・並製／ 426 頁／本体価格 9,500 円

吉野作造の政治思想は，複数政党制の確立と脱植民地化，
国内民主主義と国際民主主義とを不可分とした点で他に
類を見ず，今日の課題につながる先見性を示している．
初めて公開される幻の吉野日記を加えて，その全体像に
迫る．

ISBN：9784007304330 ／底本 ISBN：9784000919456

吉野作造選集 15　日記 三
［昭和 2 － 7］

松尾 尊兊（マツオ タカヨシ）編集／
三谷 太一郎 編集／飯田 泰三 編集／清水 靖久 解説

A5 判・並製／ 516 頁／本体価格 11,000 円

吉野作造の政治思想は，複数政党制の確立と脱植民地化，
国内民主主義と国際民主主義とを不可分とした点で他に
類を見ず，今日の課題につながる先見性を示している．
初めて公開される幻の吉野日記を加えて，その全体像に
迫る．

ISBN：9784007304347 ／底本 ISBN：9784000919463

吉野作造選集 別巻
書簡・年譜・著作年表 ほか
松尾 尊兊（マツオ タカヨシ）編集／
三谷 太一郎 編集／飯田 泰三 編集
A5 判・並製／ 316 頁／本体価格 7,000 円

現存する吉野作造書簡と同時代人による回想録を収める
ほか，詳細な「年譜」，著述を極力網羅した「著作年表」，
「単行本一覧」など，研究の基礎となる諸データを作成・
収録．
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ISBN：9784007300295 ／底本 ISBN：4000921428

近代政治原理成立史序説
福田　歓一
A5 判・並製／ 454 頁／本体価格 11,000 円

ホッブス，ロック，ルソーなどの思想家の徹底した分析
を通して，近代政治原理の基本的特徴を解明する．近代
自然法の機能転換と，政治社会の構成原理としての社会
契約説の特質を考察した，政治哲学研究の金字塔．

ISBN：9784007303630 ／底本 ISBN：9784000225601

近代日本の国際秩序論
酒井　哲哉
四六判・並製／ 300 頁／本体価格 4,200 円

近代日本の様々な論者による国際秩序論の形成過程を，
同時代の内外の学知との連鎖において捉え，国際政治学
―植民地政策学―国際関係論の系譜をたどる．そこから
今日の市民社会論や国際的社会連帯論が導かれる．

ISBN：9784007300196 ／底本 ISBN：4000029142

公職追放論
増田　弘
A5 判・並製／ 368 頁／本体価格 9,400 円

戦後初期，日本社会を震撼させた公職追放とは何だったのか．
誰がどのような基準で追放の対象となったのか．闇に包まれ
ていたその実態と全過程を，初公開の資料と証言に依拠して
描き出す本格的研究．知られざる日米関係秘史を描き出した
本書は，パージ研究という主題のみならず広く現代史に関心
を持つ人の必読書である．

ISBN：9784007303272 ／底本 ISBN：9784000017251

考証 日ソ中立条約
公開されたロシア外務省機密文書
ボリス・スラヴィンスキー／高橋 実 訳／
江沢 和弘 訳
四六判・並製／ 408 頁／本体価格 6,200 円

第二次大戦期の日ソ外交には，どんなドラマが隠されて
いたのか．本書は第一級史料・ロシア外務省所蔵文書の
分析を通して，条約締結から破棄への全軌跡をつぶさに
描く．国際関係論，現代史研究者にとっての必読文献．

ISBN：9784007303289 ／底本 ISBN：9784000228985

国家と宗教
ローマ書十三章解釈史＝影響史の研究
宮田　光雄
A5 判・並製／ 550 頁／本体価格 9,000 円

国家と宗教の問題は，ヨーロッパ政治思想史を背骨のように
貫いている．とりわけ，「すべての人は上に立つ権威に従う
べきである」とするローマ書 13 章の言葉は，この問題にお
いて比肩しうるもののない影響を後世に与えてきた．その膨
大な解釈史に分け入り，ヨーロッパ政治思想の普遍的価値を
明らかにした著者積年の研究の集大成．

ISBN：9784007307515 ／底本 ISBN：9784000008983

裁かれる民主主義
J．B．エルシュテイン／河合 秀和 訳
B6 判・並製／ 184 頁／本体価格 2,900 円

人種差別，性差別，肥大した個人主義，教育の荒廃，家
庭の崩壊，暴力の蔓延……．民主主義の伝統の上に形成
された欧米諸国が直面している危機的状況とは．問題の
本質を平易な語り口で説く，政治学の副読本に格好の書．

ISBN：9784007301742 ／底本 ISBN：9784000270151

坂本義和集 1
国際政治と保守思想
坂本　義和
四六判・並製／ 336 頁／本体価格 4,900 円

日本も世界も激動と変革の真只中にあった 1953 年，あえて
エドマンド・バークと取り組み，保守の思想を内在的に論じ
た記念碑的なデビュー作．当時の資料の制約により未完と
なっていたが，今回新たに 250 枚を書下ろし，完成に至った．
続編としてメッテルニヒを扱った気鋭の論文と，付論「レゾ
ン・デタ（国家理性）」を収録．
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ISBN：9784007301858 ／底本 ISBN：9784000270168

坂本義和集 2 冷戦と戦争
坂本　義和
A5 判・並製／ 330 頁／本体価格 4,900 円

あの「冷戦という名の戦争」は何だったのか．「力の均衡」
政策を原理的に批判しつつ，キューバ危機，ヴェトナム
戦争，中国の核武装，チェコ事件，そしてニクソン訪中
へと激動する同時代を鋭く考察した論文を収録．

ISBN：9784007302091 ／底本 ISBN：9784000270175

坂本義和集 3 戦後外交の原点
藤原　帰一　解題
四六判・並製／ 332 頁／本体価格 4,900 円

敗戦と占領の下で，保守・革新の国内二極化に国際的な
冷戦が重なった．そのなかで新生日本を原点とする人び
とは，国内民主化と国際平和とを，不可分の課題として
追求してきた．「中立日本の防衛構想」「革新ナショナリ
ズム試論」など刺激的な論考を収録．

ISBN：9784007302381 ／底本 ISBN：9784000236706

坂本義和集 4 日本の生き方
坂本　義和
四六判・並製／ 362 頁／本体価格 5,000 円

「国を守る」とは，一体何を意味するのか．誰が何をど
のように守るのか．沖縄，大国主義，日米安保，歴史認識，
国際貢献，冷戦終結の六つのテーマを軸に，「守る」に
値する国としての日本の生き方とは何かを追求する．（解
題＝遠藤誠治）

ISBN：9784007302480 ／底本 ISBN：9784000270199

坂本義和集 5 核対決と軍縮
坂本　義和
四六判・並製／ 334 頁／本体価格 5,000 円

冷戦が終わっても，グローバルな暴力体系をなす軍備の
本格的な削減や廃絶は実現していない．冷戦とポスト冷
戦の軍拡を，その基底にある近代という時代の倒錯の表
われとしてとらえ，市民の視点に立って考察と提言を行
う．

ISBN：9784007302770 ／底本 ISBN：9784000270205

坂本義和集 6
世界秩序と市民社会
坂本　義和
四六判・並製／ 366 頁／本体価格 5,400 円

日本から世界を見るのでなく，まず人間として世界から
日本を見る．表層の変化を追うのでなく，より長い射程
の歴史の中で自分を位置づける．この二つの視点から地
球的に激動する現代を解明し，「市民社会」の意味を考察．
（大串和雄　解題）

ISBN：9784007300905 ／底本 ISBN：0

主権・抵抗権・寛容
ジャン・ボダンの国家哲学
佐々木　毅
A5 判・並製／ 314 頁／本体価格 8,000 円

16 世紀西欧の政治哲学の課題は，国家と宗教，国家と
人間との関係を新しい視点から再解釈することであっ
た．政治哲学者ジャン・ボダンの国家論を，主権論と統
治論の結合と緊張から捉え，その思想の全体像を明らか
にする．

ISBN：9784007307041 ／底本 ISBN：9784000228787

新版 国家と個人
市民革命から現代まで
田中　浩
四六判・並製／ 294 頁／本体価格 4,500 円

本書は，近代民主主義思想がその誕生から現代にいたるまで，
各時代の課題と格闘しながら発展してゆくさまを，簡潔に叙
述したものである．1990 年に刊行された旧版は，優れた教
科書として多くの読者に迎えられてきた．新版では，第 2次
大戦以降を扱った現代の章を全面的に書き換え，注を大幅に
増補した．索引付き．
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ISBN：9784007300523 ／底本 ISBN：0

枢密院重要議事覚書
深井　英五
A5 判・並製／ 534 頁／本体価格 12,000 円

日銀総裁を退任した後の著者が，枢密顧問官として
1938年から45年に出席した会議の覚書．日独防共協定，
三国同盟，日ソ中立条約，太平洋戦争の開戦・終戦など
枢密院に諮詢された審議事項について詳細に記されてい
る．

ISBN：9784007301483 ／底本 ISBN：0

政治の弁証
バーナード・クリック／前田　康博　訳
B6 判・並製／ 246 頁／本体価格 3,500 円

多様な利益の調停と妥協の営みとしての「政治」をいか
に擁護するのか。英国の政治学者の古典的名著。

ISBN：9784007301186 ／底本 ISBN：9784000029945

戦後デモクラシーの源流
武田　清子
四六判・並製／ 244 頁／本体価格 3,500 円

吉野作造，新渡戸稲造，市川房枝，尾崎咢堂……土着の
リベラリズムが育まれ花開いた大正期に，戦後デモクラ
シーの根を探る．近代思想がはらんでいた豊かな可能性
を，時代をつらぬく視点でわかりやすく説く，感銘深い
講演集．

ISBN：9784007300226 ／底本 ISBN：4000236598

戦後日本の公務員制度史
「キャリア」システムの成立と展開
川手　摂
A5 判・並製／ 244 頁／本体価格 6,900 円

めざましいスピードで昇進し，幹部ポストを独占する「キャ
リア」官僚たち．しかしその地位は，インフォーマルな人事
慣行・運用によって維持されている．「キャリア」システム
はどのように形成され，どのような仕組みによって支えられ
てきたのか．「職階制」「給与法体制」「給与等級型試験」の 3
つの制度を手がかりに，その歴史を明らかにする．

ISBN：9784007306716 ／底本 ISBN：9784000012430

存在の政治
マルティン・ハイデガーの政治思想
リチャード・ウォーリン／小野 紀明 訳／
堀田 新五郎 訳／小田川 大典 訳
四六判・並製／ 408 頁／本体価格 6,100 円

世紀を超えて争点化される哲学者は，なぜ熱烈に国家社
会主義を支持したのか．〝ハイデガーと政治″という二〇
世紀の精神史上で最も困難な問題を，その哲学と世界観
の深部に読み解く，刺激と興奮に満ちた思想史的究明．

ISBN：9784007300332 ／底本 ISBN：4000012584

大正デモクラシー期の政治
松本剛吉政治日誌
岡　義武／林　茂
A5 判・並製／ 696 頁／本体価格 14,000 円

著者松本剛吉は元老山県有朋，西園寺公望の情報係とし
て活躍した．その日誌は政界の往来，政治の推移を克明
に記し，史料的価値は原敬日記，原田日記と並び称せら
れる．大正元年から昭和三年にわたる全文を収録．

ISBN：9784007304460 ／底本 ISBN：9784000238601

地球的問題の政治学
中村　研一
四六判・並製／ 546 頁／本体価格 7,800 円

環境破壊，資源枯渇，感染症，飢饉，人口増加，難民，そし
て第二の核の時代……．国境を越えて地球上のすべての生命
に迫ってくる問題群を正確に捉えるには，国際政治から地球
政治へのパラダイムシフトが必要だ．深刻化するこれらの問
題の実態を認識し，対処するための新たな枠組みを模索する，
政治学の真摯な試み．
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ISBN：9784007300752 ／底本 ISBN：0

二〇世紀の政治理論
藤原　保信
A5 判・並製／ 420 頁／本体価格 10,000 円

二〇世紀の歴史的現実は，さまざまに交錯する思想とイ
デオロギーの闘争の場でもあった．理念と現実を直截に
表現する政治理論はこの世紀をどのように描いてきた
か．代表的理論家の業績と学説を客観的に記述．

ISBN：9784007300127 ／底本 ISBN：4000019333

比較議会政治論
ウェストミンスターモデルと
欧州大陸型モデル
大山　礼子
A5 判・並製／ 288 頁／本体価格 7,800 円

近年の政治改革論には，イギリス型議院内閣制（ウェストミ
ンスターモデル）に範をとったものが目立つ．だが，議院内
閣制には，政府と与党が相互に自律性をもち，野党とも協力
して議会の場で合意をはかり，法案を修正することが多い欧
州大陸型もあることを忘れてはならない．両者を比較するこ
とで展開される，スリリングで斬新な議論．

ISBN：9784007301902 ／底本 ISBN：9784000020114

普通選挙制度成立史の研究
松尾 尊兊（マツオ タカヨシ）
A5 判・並製／ 520 頁／本体価格 11,000 円

普通選挙制の実現は明治憲法下で政治的自由を求める国民の
目標であり，大正デモクラシーの中心課題であった．本書は
普選運動の展開過程を婦人参政権運動を含めて精密に追跡
し，体制側の民衆統合政策が，治安維持法との抱合せという，
ゆがんだ普選制に収斂されて行くさまを実証．大正デモクラ
シー期の政治構造の変化を析出した名著．

ISBN：9784007302015 ／底本 ISBN：9784000028707

武力なき平和
日本国憲法の構想力
水島　朝穂
B6 判・並製／ 272 頁／本体価格 4,000 円

軍事力こそ平和の前提条件であり，日米同盟・自衛隊は
日本の安全に不可欠だ，憲法は古くなったという議論を
憲法学者が根底から批判する．グローバルな問題意識，
鋭敏な現実感覚によって憲法と平和について考える．

ISBN：9784007306877 ／底本 ISBN：9784000023795

翼賛・翼壮・翼政 続
近衛新体制と大政翼賛会
赤木　須留喜
A5 判・並製／ 658 頁／本体価格 15,000 円

「国民再組織」を目指した大政翼賛会は，いかに機能し
たのか．組織論・運動論を取り上げ，「三位一体」の協
力関係となるべき諸組織が，なぜ，たえざる対立・緊張・
相克にみまわれ，「三位三体」に終ったのかを解明する．

ISBN：9784007303081 ／底本 ISBN：9784000025232

歴史としてのドイツ統一
指導者たちはどう動いたか
高橋　進
四六判・並製／ 416 頁／本体価格 6,000 円

一九八九年一一月九日ベルリンの壁が崩れ，翌年一〇月
三日にはドイツ統一が実現した．新たに明らかにされた
史料をもとに，統一実現への道程を再現する．これは「現
代史」がいかに出来上がるかの物語である．

ISBN：9784007303012 ／底本 ISBN：9784000285131

介護問題の社会学
春日　キスヨ
四六判・並製／ 276 頁／本体価格 4,200 円

なぜ介護は女性が担い，その負担は軽減されないのか．そし
て要介護者の多数を占める高齢女性は，なぜ二重の困難を抱
えるのか．従来の社会福祉論に欠落するジェンダーの視点か
ら，日本が抱える社会問題の本質を浮き彫りにした介護の臨
床社会学．著者の鋭い問題意識と丁寧な聞取り調査の実践は，
社会学の魅力を再認識させずにはおかない．
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ISBN：9784007300189 ／底本 ISBN：400002759X

行政法学
兼子　仁
A5 判・並製／ 344 頁／本体価格 8,900 円

一般行政法論，自治体行政法論，特殊法総論，というユニー
クな 3部構成をとる本書は，従来の教科書で扱う行政法の総
論と各論の両方をカバーしている．著者の長年の研究の蓄積
がここに初めて集成した．具体的な問題事例を挙げて論ずる
ことで分かりやすさに努め，学生と研究者のみならず実務家
にも役に立つよう叙述に配慮した．

ISBN：9784007301704 ／底本 ISBN：0

イギリス土地所有権法研究
戒能　通厚
A5 判・並製／ 524 頁／本体価格 11,500 円

イギリスの土地所有権法を歴史的に分析し，その特殊性
が，資本制生産様式の展開において果たした土地所有の
役割の相異に由来することを明らかにする．社会科学の
理論的課題の一つとしての近代的土地所有権論に大きく
寄与する研究．

ISBN：9784007303616 ／底本 ISBN：9784000201285

近代法の形成
村上　淳一
B6 判・並製／ 276 頁／本体価格 4,200 円

歴史的な概念分析の方法を手掛りとして，ドイツを中心
に，国家・所有・人権の近代的概念の形成，公法＝私法
体系の確立，平和観念の変質など，重層的構造をしめす
近代法形成過程における基本的問題を綿密に検討する．

ISBN：9784007301414 ／底本 ISBN：0

憲法の原理
宮沢　俊義
A5 判・並製／ 440 頁／本体価格 10,000 円

憲法におけるその「外見」と「現実」の矛盾をするどく
指摘し，憲法理論や憲法学説が演ずる役割を究明する．
「国民代表の概念」「国民主権と天皇制」「立憲主義の原
理」「憲法の正当性ということ」など，著者の代表的論
文十一篇を収録．

ISBN：9784007302992 ／底本 ISBN：9784000286749

憲法学のフロンティア
長谷部　恭男
四六判・並製／ 270 頁／本体価格 3,900 円

人権，主権といった，憲法に登場する概念はそもそも何
のためにあるのか．デジタル化に伴いメディアが変容す
るなかで放送の自由やプライバシー権をどう理解すれば
よいのか．注目を集める長谷部憲法学のエッセンスを示
した名著．

ISBN：9784007306341 ／底本 ISBN：9784000006361

憲法裁判の可能性
奥平　康弘
A5 判・並製／ 320 頁／本体価格 7,400 円

憲法 81 条のもとで構築された司法審査，憲法裁判は歴
史的にどのように展開してきたのか．そして，憲法裁判
のありようと判例をめぐる理論状況はどのように展望で
きるか．司法審査の制度と運用の実態を可能な限り客観
的に検討し，学界に一石を投じた意欲的な憲法訴訟理論．

ISBN：9784007302138 ／底本 ISBN：9784000227742

現代日本の議会政と憲法
高見　勝利
A5 判・並製／ 302 頁／本体価格 6,800 円

日本の議会政が混迷に陥っている現在，日本国憲法の定
めるデモクラシーのあり方が，あらためて根底から問わ
れている．五五年体制崩壊後の議会政について，憲法の
視点から分析を重ねてきた著者の論考を初めて集成．
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ISBN：9784007302923 ／底本 ISBN：9784000007955

国民主権の史的展開
人民主権との対抗のなかで
杉原　泰雄
A5 判・並製／ 404 頁／本体価格 9,000 円

「国民主権」はフランス革命のなかで市民憲法原理として成
立した法イデオロギーである．その「国民主権」の理念が，
近現代の憲法史において「人民主権」と対抗しつつどのよう
に展開したのかを詳細に検討し，「国民主権」の枠内におけ
る「人民主権への傾斜」の過程を論証する．前二著と併せ，
著者の憲法史研究の三部作がここに完結．

ISBN：9784007303265 ／底本 ISBN：9784000009102

新版　所有権法の理論
川島　武宜
A5 判・並製／ 346 頁／本体価格 6,000 円

「所有権」として法律的に現象してくる近代的所有権につい
て，規範論理的な意味をではなく，その現実的な社会現象と
しての構造を分析する．そして，所有権を個人と個人との間
の社会関係として構成して，近代市民法の基礎構造を明らか
にする．著者の研究の出発点となった記念碑的著作．新版で
は新たに著者による解題を付した．

ISBN：9784007302312 ／底本 ISBN：9784000236669

戦争犯罪と法
多谷　千香子
A5 判・並製／ 198 頁／本体価格 3,000 円

戦争犯罪とは何か．どのような者が戦犯になるのか．た
んに条文を解説するのではなく，ICC（国際刑事裁判所）
の将来を見据えつつ，実際の裁判の場でどのように法が
適用されているのかを，具体的に説明する教科書．

ISBN：9784007302671 ／底本 ISBN：9784000011778

戦争放棄と平和的生存権
深瀬　忠一
A5 判・並製／ 566 頁／本体価格 12,000 円

人類の戦争と平和の歴史のなかに平和的生存権の規定を
置きなおして考察し，思想的原点をとらえてその規範性
を明らかにする．日本国憲法の平和主義の普遍性と独創
性を指摘し，それを踏まえた総合的平和保障構想を提示．
多年にわたる著者の憲法学・平和研究の成果を集大成．

ISBN：9784007303791 ／底本 ISBN：9784000020770

法と裁判をささえる精神
鵜飼　信成
B6 判・並製／ 250 頁／本体価格 3,800 円

現代における法の研究とは，個人を規律している客観的
法則と，にもかかわらず与えられた状況と理想の下で自
分で判断し選択していく人間精神との不思議な交錯過程
の解明である――と考える著者のエッセイ 14編を収め
る．

ISBN：9784007301827 ／底本 ISBN：0

法制史の研究　（上）
三浦　周行
菊判・並製／ 724 頁／本体価格 15,000 円

「法制も亦，これ国民の社会的生活の一表現のみ」という，
「文化的」法制史の立場から，古代より徳川時代に至る
法史料を駆使し，その底に潜む民衆の生活を再現．法制
史のみならずの政治史・経済史・社会史研究の基本的文
献．

ISBN：9784007301834 ／底本 ISBN：0

法制史の研究　（下）
三浦　周行
菊判・並製／ 532 頁／本体価格 12,000 円

「法制も亦，これ国民の社会的生活の一表現のみ」という，
「文化的」法制史の立場から，古代より徳川時代に至る
法史料を駆使し，その底に潜む民衆の生活を再現．法制
史のみならずの政治史・経済史・社会史研究の基本的文
献．
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ISBN：9784007307959 ／底本 ISBN：9784000259293

華僑・華人と中華網 移民・交易・
送金ネットワークの構造と展開
濱下　武志
A5 判・並製／ 348 頁／本体価格 5,700 円

巨大化する華僑・華人社会の構造と動態を，商業活動に
おける移民・交易・送金システムを通して解明する．様々
な結節点をもちながら放射状にネットワークを広げてい
くさいに明示化されていく中華性とはいかなるものか．

ISBN：9784007304996 ／底本 ISBN：0

大蔵官僚支配の終焉
山口　二郎
B6 判・並製／ 354 頁／本体価格 5,400 円

「官僚政治」の主役として行政を牽引してきた大蔵省．だが，
戦後数十年を経て日本の官僚制は変容し，「党高官低」と
も言える現象が生じた．昭和 40 年，均衡財政主義から脱
却し赤字公債発行を余儀なくされた大蔵官僚の事例を取り
上げ，日本の政策決定過程において大蔵省が果たした役割
を分析する．行政学者山口二郎氏の鮮やかなデビュー作．

ISBN：9784007307973 ／底本 ISBN：9784000027663

北朝鮮　遊撃隊国家の現在
和田　春樹
四六判・並製／ 336 頁／本体価格 5,000 円

抗日戦争以来の数々の「神話」を検証し，歴史的存在と
しての北朝鮮の姿を 20世紀史のなかで描き出す．国家
社会主義を土台に，1960 年代に構築された遊撃隊国家
は，いかなる特質を持つのか．隣国を理解するために必
読の書．

ISBN：9784007300875 ／底本 ISBN：9784000013789

新版 中国古代の社会と国家
増淵　龍夫
A5 判・並製／ 584 頁／本体価格 14,000 円

秦漢帝国を歴史的にどう位置づけるか？　戦後日中の学
界で体系的把握が求められているさなか本書は刊行され
た．国家支配と下からの民間秩序を初めて統一的に解明
し，古代史研究の有力な指針の書となった．新版では 6
篇を増補した．

ISBN：9784007305009 ／底本 ISBN：9784000011938

宣旨試論
早川　庄八
A5 判・並製／ 414 頁／本体価格 9,000 円

古代の文書には中世とは異なる独自の世界があった．宣
旨の本質・起源の再吟味を通じて，律令公文書制度の精
緻なシステムの背後にひろがる口頭の世界の存在を解明
した画期的論考．著者による古代古文書学体系化の第一
歩．

ISBN：9784007305016 ／底本 ISBN：9784000242950

日本中世境界史論
村井　章介
A5 判・並製／ 438 頁／本体価格 8,800 円

中世の日本国は，国境線によってではなく，緩やかな境
界領域に囲まれて存在していた．この空間を活動の舞台
とする多様な境界人たち，越境するモノに焦点を当てる
ことで，著者は日本史における境界研究という未踏の領
域を切り開いた．

ISBN：9784007307836 ／底本 ISBN：9784000045599

第一次世界大戦と
社会主義者たち
西川　正雄
四六判・並製／ 296 頁／本体価格 4,400 円

第一次世界大戦は社会民主主義と共産主義にとっても決
定的な分岐点であった．ローザ・ルクセンブルク，ジョ
レス，カウツキー，レーニンら社会主義者たちの反戦平
和活動を綿密な史料的裏付けのもとに生きいきと描いた
名著．
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ISBN：9784007307966 ／底本 ISBN：9784000246019

フランスにおけるファシズムの形成
ブーランジスムからフェソーまで
深沢　民司
A5 判・並製／ 408 頁／本体価格 9,200 円

理性と啓蒙の国に自生したファシズムとは，どのような
ものであったのか．一九世紀末のブーランジスムから
一九二〇年代のフェソー運動までをあとづけつつ，フラ
ンスにおけるファシズム形成の理路を明らかにする．

ISBN：9784007308017 ／底本 ISBN：9784000254625

吉益東洞の研究
日本漢方創造の思想
寺澤　捷年
A5 判・並製／ 274 頁／本体価格 7,200 円

中国の伝統医学に源を発しながら，日本の「漢方」は江
戸時代中期に大きな変革を遂げた．その変革の立役者吉
益東洞が，どのようにして医療の革新を起こすにいたっ
たのか．画期的な「漢方創造」の過程を明らかにする．

ISBN：9784007308383 ／底本 ISBN：9784000028066

鎌倉幕府訴訟制度の研究
佐藤 進一
A5 判・並製／ 354 頁／本体価格 6,900 円

裁判理念や訴訟機関がどのように変遷したのかを幕府政
治史との関連で考究した，鎌倉幕府史研究にとって不可
欠の基礎的な文献である．諸史料を検索渉猟して成った
「鎌倉幕府職員表復原の試み」を新たに付録とした．

ISBN：9784007308291 ／底本 ISBN：9784000242677

日露戦争起源と開戦（上）
和田 春樹
A5 判・並製／ 540 頁／本体価格 8,100 円

従来の日露戦争観を覆す，画期的研究．著者は，二国間
の関係だけではなく朝鮮をめぐる戦争であったことに注
目，ロシアで機密資料を渉猟し，朝鮮側の資料とも突き
合わせた．上巻は，戦争の起源を維新前夜から辿る．

ISBN：9784007308796 ／底本 ISBN：9784000016407

日本近代憲法思想史研究
家永　三郎
A5 判・並製／ 346 頁／本体価格 8000 円

人権の保障を究極目標とする近代憲法の精神の，我国に
おける輸入と消化，そして明治憲法の下での変貌を，歴
史的展望に立ち，実証によって跡づける．特に学校にお
ける憲法教育の変遷の究明に力を注いだ学問的労作．

ISBN：9784007309168 ／底本 ISBN：9784000285315

叢書 震災と社会
南海トラフ巨大地震 歴史・科学・社会
石橋 克彦
B6 判・並製／ 262 頁／本体価格 3,200 円

大災害を繰り返してきた南海トラフ地震の歴史記録を徹
底検証し，発生機構に独自の視点で迫る．都市型震災の
脅威を『大地動乱の時代』で予見し，〈原発震災〉を警
告してきた著者が「地震に強い社会」を根底から問う．

ISBN：9784007309670 ／底本 ISBN：9784000280389

岩波テキストブックス
平和研究講義
高畠 通敏 ,五十嵐 暁郎，佐々木 寛 編
A5 判・並製／ 186 頁／本体価格 2,300 円

日本の憲法九条改正の動き，世界各地での暴力の応酬と
貧困，そして環境問題．これらはより深刻になっている．
平和の意味を再び問い，その実現のために私たちは何を
なすべきかを考える講義録．
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ISBN：9784007308888 ／底本 ISBN：9784000008402

新訂債権総論（民法講義Ⅳ）
我妻 栄
A5 判・並製／ 620 頁／本体価格 9300 円

1940 年に刊行された初版は，資本主義経済機構の根幹
をなす債権関係の法解釈に新地平を開いて，高い評価を
得た．この新訂版は，海外理論などを紹介しながら全篇
を新たに書き下ろした，債権法の古典的名著である．

ISBN：9784007309038 ／底本 ISBN：9784000008402

債権各論上巻（民法講義Ⅴ 1）
我妻 栄
A5 判・並製／ 230 頁／本体価格 3400 円

「民法講義」の第 5巻として，本巻は債権法各論序説お
よび契約総論の 2章から構成される．著者の多年にわた
る蓄積の集大成から生まれたものであり，契約総論の体
系を，契約の成立，効力，解除の順に明快に叙述する．

ISBN：9784007309120 ／底本 ISBN：9784000008426

債権各論中巻一（民法講義Ⅴ 2）
我妻 栄
A5 判・並製／ 358 頁／本体価格 5,400 円

債権の物権化を説く著者は本巻で，贈与，売買，買戻，
交換，消費貸借，使用貸借，賃貸借に関する民法の解釈
を平明に論述する．「借地法」「借家法」等の改正にとも
ない本文に若干の補正と巻末に 35頁の補注を付した．

ISBN：9784007309106 ／底本 ISBN：9784000285841

安丸良夫集 4 近代化日本の深層
島薗 進／成田 龍一／成田 龍一／
若尾 政希 編
四六判・並製／ 396 頁／本体価格 6,000 円

研究の出発点である一九六〇年代初頭と，昭和の終焉前
後という二つの時期に，著者は集中的に「近代日本の形
成」をめぐる論考を執筆した．両時期の著作を通じて，
民衆思想史から「全体史としての思想史」への展開をた
どる．【解説＝若尾政希】

ISBN：9784007309229 ／底本 ISBN：9784000008433

債権各論 中巻 二（民法講義Ⅴ3）
我妻 栄
A5 判・並製／ 366 頁／本体価格 5,600 円

前巻にひきつづき，債権の根幹をなす諸問題を解明する．
他人の労務を利用する契約である雇傭・請負・委任・寄
託を説き，つづいて組合の諸問題と頼母子講・無尽講を
詳説し，終身定期金，和解，混合契約に及ぶ．

ISBN：9784007309199 ／底本 ISBN：9784000285858

安丸良夫集 5 戦後知と歴史学
島薗 進／成田 龍一／成田 龍一／
若尾 政希 編
四六判・並製／ 392 頁／本体価格 6,000 円

歴史学の歴史を跡づけ，その問題意識と方法論を問い直
す「史学史」が焦点となる今，初期の近代化論批判から
社会史評価，現代歴史学の課題の展望まで，著者の史学
史論が本巻により初めて体系的に提示される．【解説：
成田龍一】

ISBN：9784007309014 ／底本 ISBN：9784000285810

安丸良夫集 1 民衆思想史の立場
安丸 良夫／島薗 進／成田 龍一／
岩崎 稔／若尾 政希 編
四六判・並製／ 404 頁／本体価格 6100 円

「近代」の意味を生活世界に根ざす視角から問い直す「通
俗道徳」論を出発点に，絶えざる方法的省察を通じて紡
ぎだされた著者の「民衆思想史」．その形成と展開，ゆ
くえを見通すべく，代表的な論考と単行本未収録論考を
併せ収める．
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ISBN：9784007309342 ／底本 ISBN：9784000008440

債権各論 下巻 （民法講義Ⅴ 4）
我妻 栄
A5 判・並製／ 312 頁／本体価格 4,600 円

本巻には債権各論のうち事務管理，不当利得の 2篇を収
める．民法のなかでも特に深い研究が望まれていたこの
分野に，著者は意欲的な筆をすすめ，内外の学説・判例
を充分に検討して，最高水準の理論を築きあげた．

ISBN：9784007309212 ／底本 ISBN：9784000013253

中世法制史料集 第 1 巻
鎌倉幕府法
牧 健二 監修／佐藤 進一／池内 義資 編
A5 判・並製／ 586 頁／本体価格 7,800 円

多年にわたり編者が渉猟した法令の異本・写本を集大成
し，中世法の原型を再現した本史料集は，中世史・法制
史研究の基本文献として信頼されてきた．第一巻には，
「校本御成敗式目」「追加法」「参考資料」を収録した．

ISBN：9784007309236 ／底本 ISBN：9784000224796

貨幣の地域史 中世から近世へ
鈴木 公雄 編
A5 判・並製／ 362 頁／本体価格 8,300 円

地域ごとにばらばらであった日本中世の貨幣流通が江
戸・寛永期に統合されるまでのプロセスとは？　この日
本貨幣史上最大の問題点の一つに第一線の研究者たちが
挑む．近年めざましく進展をとげた貨幣史研究の成果．

ISBN：9784007309298 ／底本 ISBN：9784000013277

中世法制史料集 第 3 巻
武家家法 I
牧 健二 監修／佐藤 進一／池内 義資／
百瀬 今朝雄 編
A5 判・並製／ 540 頁／本体価格 7,600 円

中世法の原型を再現した本史料集は，中世史・法制史研
究の基本文献として信頼されてきた．第三巻には，「宇
都宮家式条」「宗像氏事書」「相良氏法度」「大内氏掟書」
など，武家十二氏の基本法規を収録した．

ISBN：9784007309458 ／底本 ISBN：9784000013284

中世法制史料集 第四巻
武家家法 II
佐藤 進一 , 百瀬 今朝雄 編
A5 判・並製／ 432 頁／本体価格 6,900 円

第四巻には，武家家法のうち，中世武家諸氏が随時に制
定発布した法規・法令に加えて，武家法の実質を含む制
誡・免許・盟約等の史料をも広く採録編集した．嘉禎四
年より弘治三年までを収める．

ISBN：9784007309571 ／底本 ISBN：9784000013291

中世法制史料集 第五巻
武家家法 III
佐藤 進一，百瀬 今朝雄 編
A5 判・並製／ 440 頁／本体価格 8,000 円

武家 12 氏の基本法規を収めた第 3巻（武家家法 I）に続
く第 4．5巻には，中世武家諸氏が随時に制定発布した法
規・法令に加え，武家法の実質を含む制誡・免許・盟約
等の史料をも広く採録編集，これにより中世武家法の全
容を知ることができる．第 5巻には弘治 4年より天正 10
年までを収める．

ISBN：9784007309663 ／底本 ISBN：9784000013864

中世法制史料集 第六巻
公家法 公家家法 寺社法
佐藤 進一，百瀬 今朝雄 ,笠松 宏至 編
A5 判・並製／ 678 頁／本体価格 12,000 円

第六巻には，保元元年より天正十年に至る朝廷・公家・
寺社の法規及び家法・置文類を収録した．公家法につい
ては，朝廷・公家諸家の法令と，「法曹至要抄」「裁判至
要抄」「明法条々勘録」等の法書を併収した．
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ISBN：9784007308659 ／底本 ISBN：9784000002523

温泉権
川島　武宜
A5 判・並製／ 338 頁／本体価格 7800 円

著者が生前，著作集から温泉権についての論文だけをま
とめた川島温泉権論の集大成．基礎理論・旧慣温泉権・
温泉権の変動と明認方法・温泉の集中管理，の 4部から
成り，重要な判決や事例研究を収録している．

ISBN：9784007309434 ／底本 ISBN：9784000240284

「帝国」と「祖国」のはざま 
植民地期台湾映画人の交渉と越境
三澤 真美恵
A5 判・並製／ 384 頁／本体価格 8,400 円

「帝国」日本と「祖国」中国のはざまで映画に自己表現
の場を求めて「交渉」と「越境」を繰り返した二人の映
画人の行動を通して，植民地期の台湾映画の歴史をト
レースし，中華映画圏の失われた環をつなぐ．

ISBN：9784007309465 ／底本 ISBN：9784000225472

教養の歴史社会学
ドイツ市民社会と音楽
宮本 直美
A5 判・並製／ 360 頁／本体価格 6,800 円

なぜ他の国々とは異なり，19 世紀ドイツでは教養なる
ものが大きな意味をもったのか．バッハ復興運動やアマ
チュア音楽活動の展開，音楽作法の成立等を考証し，音
楽の社会的意味を究明する音楽社会学の貴重な達成

ISBN：9784007309335 ／底本 ISBN：9784000803014

古代オリエント事典 4
付録・索引
日本オリエント学会　編
菊判・並製／ 188 頁／本体価格 5,200 円

〃

ISBN：9784007309328 ／底本 ISBN：9784000803014

古代オリエント事典 3
事典 シ－ワ
日本オリエント学会　編
菊判・並製／ 322 頁／本体価格 8,800 円

〃

ISBN：9784007309311 ／底本 ISBN：9784000803014

古代オリエント事典 2
事典 ア－サ
日本オリエント学会 編
菊判・並製／ 226 頁／本体価格 6,200 円

〃

ISBN：9784007309304 ／底本 ISBN：9784000803014

古代オリエント事典 1
総論・付編
日本オリエント学会 編
菊判・並製／ 298 頁／本体価格 8,200 円

文明の揺籃の地である古代オリエントに関する日本人によ
る世界で初の総合的事典．今年創立 50周年を迎えた日本
オリエント学会が総力を挙げて編集．環境・言語・宗教な
どテーマ別で概説する総論の部と，小中項目2000項目余
の事典の部からなる．先史時代からサーサーン朝までを対
象とし，古代オリエント世界全域をカヴァーする．
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ISBN：9784007307249 ／底本 ISBN：9784000045520

世界歴史叢書
地中海世界とローマ帝国
弓削　達
B6 判・並製／ 384 頁／本体価格 5,700 円

複雑な多様性を内包する地中海世界は，いかなる意味で
「一つの世界」だったのか．ローマ帝国はなぜ，この巨
大な世界に対する支配を樹立できたのか．帝国の成立か
ら崩壊までを，著者独自の共同体論に基づいて解き明か
す．

ISBN：9784007308826 ／底本 ISBN：9784000045612

世界歴史叢書
イスラム世界の成立と国際商業
国際商業ネットワークの変動を中心に
家島　彦一
B6 判・並製／ 472 頁／本体価格 7100 円

アジア・アフリカの広大な諸地域に展開し，人々の移動
と経済・文化の交流によって，世界史の中に多層の国際
的流動社会を形成したイスラム世界．その歩みを，形成・
展開期の七～一〇世紀を中心に考察する．

ISBN：9784007307256 ／底本 ISBN：9784000045605

世界歴史叢書
ヨーロッパの一九三○年代
斉藤　孝
B6 判・並製／ 216 頁／本体価格 3,200 円

一九三〇年代の世界は直面した深刻な問題を解決でき
ず，戦争に突入した．この時代に浮かび上がった，資本
主義と社会主義，ファシズムと民主主義，権力政治と平
和の理念等々の問題を，ヨーロッパを中心に概観する．

ISBN：9784007308819 ／底本 ISBN：9784000045551

世界歴史叢書 ビザンツ帝国
井上　浩一
B6 判・並製／ 412 頁／本体価格 6200 円

ビザンツ帝国として政治的に統合されてきた地域世界の
歴史像を明らかにする．その時代範囲に独自な見解を提
出するなど，世界史的視野と，従来のビザンツ研究に対
する鋭い問題意識のもとに執筆された力作．

ISBN：9784007309441 ／底本 ISBN：9784000112512

岩波講座 「帝国」日本の学知
第 1 巻　「帝国」編成の系譜
酒井 哲哉 編集
A5 判・並製／ 372 頁／本体価格 8,500 円

政治学・法学・植民政策学などの「帝国」の政治システ
ムを運用する実践的技術知の文脈を分析し，帝国統治を
本国から植民地への一方向的な権力過程としてではな
く，両者の相互規定的な関係として捉える．

ISBN：9784007309564 ／底本 ISBN：9784000112529

岩波講座「帝国」日本の学知 
第 2 巻「帝国」の経済学
杉山 伸也 編集
A5 判・並製／ 400 頁／本体価格 7,400 円

19 世紀半ばに輸入学問として導入された経済学は，「帝
国」日本に対する期待を背景に，たえず日本社会への適
応可能性を模索しながら，理論的・実証的な成果をつみ
かさねてきた．本巻では，経済学の日本化の局面を，国
際環境の変化と日本経済の連続性のダイナミズムのなか
で具体的に検討し，経済学の学知の可能性を問い直す．

ISBN：9784007309656 ／底本 ISBN：9784000112536

岩波講座「帝国」日本の学知
第3巻 東洋学の磁場
岸本 美緒 編集
A5 判・並製／ 388 頁／本体価格 7,300 円

アジアを研究対象とする近代日本の人文社会科学は，欧
米の東洋学と中国の伝統的学問を意識し，それらとの交
流と対抗の中で発展した．現代のアジア学に繋がる長期
的視野にたって，近代日本の東洋学の軌跡を振り返る．
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ISBN：9784007305559 ／底本 ISBN：9784000090247

日本思想大系 6　源信
石田　瑞麿　校注
A5 判・並製／ 506 頁／本体価格 7,800 円

地獄の恐ろしさを直視させ，人びとを極楽浄土に赴くた
めの念仏の道へと導く体系的な教学書『往生要集』．平
安時代の浄土信仰に深い影響を及ぼし，日本浄土教史上
に一大金字塔を打ち立てた源信の代表的著作を収める．

ISBN：9784007309113 ／底本 ISBN：9784000112871

岩波講座
東アジア近現代通史 第 7 巻
アジア諸戦争の時代 1945－1960 年
和田 春樹／後藤 乾一／木畑 洋一／山室 信一／
趙景達／中野 聡／川島 真 編集委員
A5 判・並製／ 392 頁／本体価格 6,100 円

第二次世界大戦後，列強の支配下にあった諸地域では独
立をめぐる争いが起こり，各地では熱い戦いが展開，ア
ジアでは新しい秩序も模索され始めた．帝国主義支配か
ら解放された東アジアの急激な変動の時代を描く．

ISBN：9784007309205 ／底本 ISBN：9784000112857

岩波講座
東アジア近現代通史 
第 5 巻 新秩序の模索 1930 年代
和田 春樹／後藤 乾一／木畑 洋一／山室 信一／
趙景達／中野 聡／川島 真 編集委員
A5 判・並製／ 406 頁／本体価格 6,200 円

世界恐慌の打撃を受け「危機の時代」を迎えたアジア．
危機の打開策は混迷をもたらし，総力戦体制に向けて社
会は変容を迫られた．女性も徴用や動員の対象としてと
りこまれる一方，社会保障制度の構築が進められた．

ISBN：9784007309649 ／底本 ISBN：9784000112864

岩波講座 東アジア近現代通史 第6巻
アジア太平洋戦争と「大東亜共栄圏」
1935－1945 年
和田 春樹，後藤 乾一，木畑 洋一，山室 信一，
趙 景達，中野 聡，川島 真 編集委員
A5 判・並製／ 406 頁／本体価格 7,500 円

日中戦争が泥沼化の様相を呈するなか，第二次世界大戦
がはじまり，やがて二つの戦争は結びつていく．45 年
8月，大日本帝国は崩壊へと至りアジアには解放が訪れ
るが，それはアジアの新たな苦難の始まりでもあった．

ISBN：9784007309021 ／底本 ISBN：9784000112840

岩波講座
東アジア近現代通史 第 4 巻
社会主義とナショナリズム 1920 年代
和田 春樹／後藤 乾一／木畑 洋一／山室 信一／
趙景達／中野 聡／川島 真 編集委員
A5 判・並製／ 392 頁／本体価格 6000 円

社会主義，民族自決，ナショナリズム，民主主義，平和主義など
さまざまな思想潮流が現れ，第一次大戦への反省に基づき国際連
盟が組織されるなど，1920 年代は「新しい時代」の始まりであっ
た．欧州に代わり，アメリカ合衆国とソヴィエト連邦の影響力が
強まり，ほとんどの地域が欧米諸国の植民地であった東アジアで
は，自由主義，民族主義，民主主義などの思想とともに，社会主
義やコミンテルンの影響によって，各地で自治や独立を求める動
きが強まっていく．

ISBN：9784007309557 ／底本 ISBN：9784000112833

岩波講座
東アジア近現代通史 第 3 巻
世界戦争と改造 1910 年代
和田 春樹／後藤 乾一／木畑 洋一／山室 信一／
趙 景達／中野 聡／川島 真 編集委員
A5 判・並製／ 400 頁／本体価格 7,500 円

列強がヨーロッパで総力戦に没頭する中，日本は「韓国
併合」に続き「対華 21カ条要求」を中国に強要し，大
陸での勢力拡大を進めた．この時期，産業の発展と同時
に，民族意識の高まりや独立へのさまざまな動きが見ら
れたアジア諸地域の様相を多角的に検証する．

ISBN：9784007308802 ／底本 ISBN：9784000112819

岩波講座
東アジア近現代通史第 1 巻
東アジア世界の近代 19 世紀
和田 春樹／後藤 乾一／木畑 洋一／山室 信一／
趙景達／中野 聡／川島 真 編集委員
A5 判・並製／ 394 頁／本体価格 6000 円

19 世紀における世界史的な歴史変容は，東アジアにお
いて一定の共通体験をはらみながらも，多面的な相貌を
見せることになった．その後の歴史観にも大きな影響を
与える東アジアの多元的な「近代」の始まりを提示する．
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ISBN：9784007307799 ／底本 ISBN：9784000263870

世界史史料 9
帝国主義と各地の抵抗 II
東アジア・内陸アジア・東南アジア・オセア
歴史学研究会　編
A5 判・並製／ 444 頁／本体価格 6,700 円

19 世紀から 20世紀初頭にかけて，支配領域の拡大をは
かる列強の侵出や近隣諸国との交渉から，転換・改革を
迫られたアジア・オセアニア諸地域の動揺を，多角的な
史料でとらえる．索引つき．

ISBN：9784007308147 ／底本 ISBN：9784000263856

世界史史料 7 南北アメリカ
先住民の世界から 19 世紀まで
歴史学研究会　編
A5 判・並製／ 434 頁／本体価格 6,600 円

古代文明の豊かさを示す考古学的資料や，新大陸を訪れ
た探検家や宣教師の報告書，植民地や奴隷の過酷な状況
を伝える記録，各地の独立に関する宣言・法令などで，
広大な南北アメリカの歴史をたどる．（索引付）

ISBN：9784007309427 ／底本 ISBN：9784000263801

世界史史料 2
南アジア・イスラーム世界・
アフリカ　18 世紀まで
歴史学研究会 編
A5 判・並製／ 424 頁／本体価格 6,400 円

インダス文明を擁しながらムスリムの侵入とイギリスの
支配を経験する南アジア，預言者ムハンマドを戴き独自
の文化を築いてきたイスラーム世界，人類発生の地とさ
れるアフリカ．一八世紀末までの多様な史料を扱う．

ISBN：9784007307102 ／底本 ISBN：9784000263832

世界史史料 5
ヨーロッパ世界の成立と膨張
17 世紀まで
歴史学研究会　編
A5 判・並製／ 412 頁／本体価格 6,200 円

ギリシア・ローマの古代文明を経て，ヨーロッパ世界が
形作られていった中世期から，ルネサンス，宗教改革，
大航海時代の発展の様相までを，年代記や勅令，修道院
文書，裁判記録，土地台帳などさまざまな史料から読み
取る．

ISBN：9784007308390 ／底本 ISBN：9784000263849

世界史史料 6 ヨーロッパ近代
社会の形成から帝国主義へ 
18・19 世紀
歴史学研究会
A5 判・並製／ 392 頁／本体価格 5,900 円

18．19 世紀，ヨーロッパは大きな変動を経験し，新た
な秩序を模索し続ける．また，他地域への優越が認識さ
れ，ナショナリズムの萌芽が見られた時期でもあった．
近代の形成から帝国主義の時代への変容を多様な史料で
たどる．

ISBN：9784007307096 ／底本 ISBN：9784000263795

世界史史料 1
古代のオリエントと地中海世界
歴史学研究会　編
A5 判・並製／ 390 頁／本体価格 5,900 円

メソポタミア，エジプト，ギリシア，ローマなど，紀元
前から統一国家を形づくり，建築，美術，工芸，演劇に
も豊かな成果を見せた文明を擁する地域の歴史を，粘土
板や碑文，『法典』『年代記』など多様な史料でたどる．
索引付．

ISBN：9784007308284 ／底本 ISBN：9784000700313

日本思想大系　31
山崎闇斎学派
西 順蔵， 阿部 隆一， 丸山 眞男 校注
A5 判・並製／ 678 頁／本体価格 11,000 円

神儒一致を唱え垂加神道を創始した山崎闇斎，および崎
門三傑である佐藤直方，浅見絅斎，三宅尚斎による講義
聞書類を精選．『大学垂加先生講義』『本然気質性講説』『敬
説筆記』『絅斎先生敬斎箴講義』など二三編を収録．
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ISBN：9784007309540 ／底本 ISBN：9784000291866

岩波現代全書 086 沖縄戦後民
衆史ガマから辺野古まで
森 宣雄
四六判・並製／ 294 頁／本体価格 3,600 円

県民の四人に一人が死亡した沖縄戦，辛くも生き延びた
三二万人の戦後は軍事収容所から始まった．米軍による占
領と軍政，日本「復帰」後も変わらない基地負担や米兵の
犯罪，そして辺野古基地移転問題――いまも続く差別と苦
しみに対峙し，自力で民主主義を勝ち取ってきた沖縄の戦
後史を，ひとびとの無数の声を通して生き生きと描き出す．

ISBN：9784007308307 ／底本 ISBN：9784000263894

世界史史料 11 20 世紀の世界 II
第二次世界大戦後 冷戦と開発
歴史学研究会
A5 判・並製／ 442 頁／本体価格 6,700 円

社会と経済に大きな打撃を与えた第二次世界大戦の終結
後の世界．復興を進め新たな統治体制と国際秩序が模索
された時代から，東西冷戦終結以降，資本主義が大きく
変貌しつつある現代までを多様な史料でたどる．索引付．
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ISBN：9784007301308 ／底本 ISBN：9784000003445

教育の過程
J．S．ブルーナー／
鈴木 祥蔵 訳／佐藤 三郎 訳
B6 判・並製／ 216 頁／本体価格 3,400 円

教育学だけでなくあらゆる関係分野の学者と教師が教育
過程の問題について行なった共同討議の成果をまとめた
書であり，教育過程改善についての画期的提案を含む．
初版刊行後の研究の進展をふまえて解説を増補．

ISBN：9784007306938 ／底本 ISBN：9784000004916

現代教育の思想と構造
国民の教育権と教育の自由の
確立のために
堀尾　輝久
B6 判・並製／ 478 頁／本体価格 7,200 円

「公教育」「義務教育」「教育の機会均等」「教育の中立性」「教
育の自由」など，戦後教育を支える根本的価値の理論化に絶
大な貢献を為した著者の代表作が全文収録で復刊．基本的人
権としての公教育をいかに基礎づけるか，根源的思索に貫か
れた本書は今なお，あらゆる教育問題がつねに立ち返るべき
思索の原点である．

ISBN：9784007300110 ／底本 ISBN：4000006347

現代日本の教育と能力主義
共通教育から新しい多様化へ
黒崎　勲
A5 判・並製／ 224 頁／本体価格 6,500 円

能力主義の理念は決して自明ではない．本書は 60年代
以降の能力主義教育の提唱とそれに対峙する批判理論を
辿り，ロールズ「公正としての正義論」と対話するなか
で能力主義の原理的考察と批判理論の再検討を試みる．

ISBN：9784007303906 ／底本 ISBN：9784000002325

音声学
服部　四郎
A5 判・並製／ 232 頁／本体価格 5,900 円

生きた言語の構造の記述は音声学的観察を基礎とした音韻論
的考察が必要であり，音声学は人類の言語行動の音声的面を
対象とする経験科学である．音声学の科学的研究方法が初学
者にも理解できるよう術語の明確な定義を述べ，丁寧に説明
する．諸説を批判的に検討し，できるだけ妥当な結論を説き，
専門家の参考となるよう概説．

ISBN：9784007307195 ／底本 ISBN：9784000074582

岩波科学ライブラリー 118
アクセントの法則
窪薗　晴夫
B6 判・並製／ 134 頁／本体価格 1,900 円

どんな言語や方言にも，それぞれに美しい規則の体系が
備わっていて，私たちは日々，無意識にその規則を操っ
てことばを話している．標準語や鹿児島弁のアクセント
を例に，一見混沌とした言語現象に潜む法則を探ってみ
よう．

ISBN：9784007304187 ／底本 ISBN：9784000295765

岩波科学ライブラリー 176
さえずり言語起源論 新版
小鳥の歌からヒトの言葉へ
岡ノ谷　一夫
B6 判・並製／ 134 頁／本体価格 1,900 円

ジュウシマツの歌には「文法」がある――これが転機をもた
らす大発見だった．進化的な起源の異なる小鳥の歌が言語進
化の謎に迫るカギとなるのはなぜなのか．初版刊行から七年
半を経て性淘汰起源説に相互分節化仮説が加わった．「言語
の起源は求愛の歌だった」とする進化のシナリオを，苦労・
喜び・興奮満載の研究者人生とともに描く．

ISBN：9784007304798 ／底本 ISBN：9784000066921

現代言語学入門 2
日本語の音声
窪薗　晴夫
A5 判・並製／ 264 頁／本体価格 4,000 円

音変化，連濁，言い間違い，アクセントの変化など，日
本語の音声をめぐる素朴な疑問について丁寧に検討し，
音韻論の基本的な考え方と分析方法を解説．日常使う言
葉に見られる面白い現象を豊富に盛り込んだテキスト．
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ISBN：9784007303913 ／底本 ISBN：9784000066945

現代言語学入門 4 意味と文脈
金水　敏／今仁　生美
A5 判・並製／ 280 頁／本体価格 4,200 円

一見つかみどころのない言葉の意味は，どのようにとらえた
らよいのか．語・文の意味から意味の形式的な取り扱いへ，
さらに会話における意味やメタファーなど，語用論や認知意
味論などさまざまなアプローチまでを取り上げる．進展めざ
ましい意味研究の成果を，豊富な例をもとにわかりやすく解
説した画期的な入門書．

ISBN：9784007305610 ／底本 ISBN：9784000227605

言語類型論入門
言語の普遍性と多様性
リンゼイ J．ウェイリー／大堀 壽夫 訳／
古賀 裕章 訳／山泉 実 訳
菊判・並製／ 332 頁／本体価格 5,000 円

世界中の多数の言語を比較し，言語や言語の構成部分を
形式的特徴に基づいて分類する言語類型論．その方法論
と知見に馴染むことは，文法理論や日本語学，言語獲得
や言語心理学を専攻する人にとっても今後は必須であ
る．

ISBN：9784007304392 ／底本 ISBN：9784000221542

イエスの時
大貫　隆
四六判・並製／ 328 頁／本体価格 4,800 円

古代人イエスが抱いた終末のイメージ・ネットワーク──「地
上に広がりつつある神の国」が編まれた背景を，旧約とユダ
ヤ教黙示文学に探り，時間変容の経験としてその救済のヴィ
ジョンを論じる．〈全時的今〉の時間論をパウロの十字架の
神学，ベンヤミンの「今この時」と対比し，姉妹篇『イエス
という経験』を補強する，書下しイエス論．

ISBN：9784007301773 ／底本 ISBN：9784000046527

イスラーム古典叢書 鳩の頸飾り
愛と愛する人々に関する論攷
イブン・ハズム／黒田 壽郎 訳・解説
A5 判・並製／ 368 頁／本体価格 8,000 円

愛とは魂を完成させる形態への相互的接近であり，相似
た魂は相似た相手を求める．愛とは精神的な執着であり
魂の相互融合である．11 世紀イベリア半島で活躍した
著者が，自身の秘められた悲恋をふまえて愛の秘密を解
きあかす．

ISBN：9784007301605 ／底本 ISBN：0

イスラーム古典叢書
ルーミー語録
ルーミー／井筒　俊彦　訳・解説
A5 判・並製／ 452 頁／本体価格 10,000 円

13 世紀ペルシャの詩人ルーミーは深遠な神秘主義的実
在体験を美しい詩的形象に結実させた．彼が親しい門弟
や訪問客たちに語った言葉を記録した本書は，このスー
フィズムの師の思想・生活を知る貴重な資料である．

ISBN：9784007306426 ／底本 ISBN：9784000221252

イスラムの宗教思想
ガザーリーとその周辺
中村　廣治郎
A5 判・並製／ 376 頁／本体価格 8,500 円

イスラム史上最大の神学者にして神秘思想家ガザーリー．そ
の振幅の大きな生涯を通して，イスラム宗教思想の原像に迫
る．11 世紀後半のイスラムは，西欧の宗教改革にも比すべ
き転換期を迎えていた．正統と異端，神秘思想と哲学がせめ
ぎあう渦の中心に，ガザーリーは立っていた．主要な思潮の
初発の形を捉え，宗教思想史の座標原点を探る．

ISBN：9784007301650 ／底本 ISBN：0

インド哲学から仏教へ
宇井　伯寿
A5 判・並製／ 570 頁／本体価格 11,000 円

著者没後に，インド文化・インド哲学・仏教・自身の研
究回顧にかんする諸論稿を中村元が編集したもの．付録
として著者の著作目録と弔辞・追悼文を収める．日本を
代表するインド学・仏教学の碩学による学術の精華が結
集．
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ISBN：9784007300097 ／底本 ISBN：4000003550

キリスト教の展開
ヨーロッパ・キリスト教史（下）
石原　謙
A5 判・並製／ 678 頁／本体価格 15,000 円

過去 20 世紀の間，キリスト教はヨーロッパ文化の原動力た
りえたのみならず，教会組織を通して社会に支配的影響力を
及ぼした．本書は，著者の多年にわたるキリスト教史研究の
成果をふまえ，新たに書きおろした「ヨーロッパ・キリスト
教史」の上巻で，原始キリスト教からアウグスティヌスまで
を収める．

ISBN：9784007302510 ／底本 ISBN：9784000004473

グノーシス考
大貫　隆
A5 判・並製／ 416 頁／本体価格 9,500 円

古代末期に実在した宗教運動グノーシス主義の宗教的・
哲学的な本質と，現代的な意義に迫る．キリスト教の正
統主義に抗して築かれた精緻な神学の可能性と限界，後
の神秘主義の系譜に与えた影響とは何か．

ISBN：9784007306044 ／底本 ISBN：9784000261074

ナグ・ハマディ文書　I
救済神話
荒井 献 編訳／大貫 隆 編訳／小林 稔 訳
A5 判・並製／ 416 頁／本体価格 9,300 円

新約聖書の時代，その周辺で成立したもうひとつの宗教思想であ
るグノーシス主義の神論・宇宙論・人間論・救済観の全貌が，日
本語によって接近できるものとなった．死海文書と共に20世紀の
二大発見のひとつとされる文書群を，コプト語から全訳する．ヨ
ハネのアポクリュフォン /アルコーンの本質 /この世の起源につい
て /プトレマイオスの教説 /バシリデースの教説 /バルクの書

ISBN：9784007306051 ／底本 ISBN：9784000261081

ナグ・ハマディ文書 II 福音書
荒井 献 編訳／大貫 隆 編訳／
小林 稔 訳／筒井 賢治 訳
A5 判・並製／ 448 頁／本体価格 10,000 円

新約聖書の時代，その周辺で成立したもうひとつの宗教思想
であるグノーシス主義の神論・宇宙論・人間論・救済観の全
貌が，日本語によって接近できるものとなった．死海文書と
共に 20 世紀の二大発見のひとつとされる文書群を，コプト
語から全訳する．トマスによる福音書 /フィリポによる福音
書 /マリヤによる福音書ほか

ISBN：9784007306068 ／底本 ISBN：9784000261098

ナグ・ハマディ文書 III
説教・書簡
荒井 献 編訳／大貫 隆 編訳／
小林 稔 訳／筒井 賢治 訳
A5 判・並製／ 568 頁／本体価格 12,400 円

新約聖書の時代，その周辺で成立したもうひとつの宗教思想
であるグノーシス主義の神論・宇宙論・人間論・救済観の全
貌が，日本語によって接近できるものとなった．死海文書と
共に 20 世紀の二大発見のひとつとされる文書群を，コプト
語から全訳する．魂の解明 /イエスの知恵 / 救い主の対話 /
三体のプローテンノイアほか

ISBN：9784007306075 ／底本 ISBN：9784000261104

ナグ・ハマディ文書 IV 黙示録
荒井 献 編訳／大貫 隆 編訳／
小林 稔 訳／筒井 賢治 訳
A5 判・並製／ 464 頁／本体価格 10,200 円

新約聖書の時代，その周辺で成立したもうひとつの宗教思想
であるグノーシス主義の神論・宇宙論・人間論・救済観の全
貌が，日本語によって接近できるものとなった．死海文書と
共に 20 世紀の二大発見のひとつとされる文書群を，コプト
語から全訳する．パウロの黙示録 /アダムの黙示録 /シェー
ムの釈義 /ペトロの黙示録ほか

ISBN：9784007300080 ／底本 ISBN：4000003542

キリスト教の源流
ヨーロッパ・キリスト教史（上）
石原　謙
A5 判・並製／ 608 頁／本体価格 15,000 円

ヨーロッパ中世史はローマ教皇のユニヴァーサリズムと地方
教会のパティキュラリズムとの相剋を軸に展開したが，宗教
改革はこのカトリック教会的統一・支配の原理を打破して近
世を創出する運動となった．本書は，中世より現代に至るキ
リスト教の史的展開，ことにプロテスタンティズムの各国に
おける運動の特質・成果を明らかにする．
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ISBN：9784007301476 ／底本 ISBN：9784000028295

解体する言葉と世界
仏教からの挑戦
末木　文美士
四六判・並製／ 356 頁／本体価格 5,000 円

私たちが生きている世界は一見安定している．しかしテキス
トとして与えられた言葉を解体する作業によってこの世界が
掘り崩される時，その底に人間存在の不安定性が顔をだす．
無我・空という仏教の概念や現代文学に表れた罪の意識，あ
るいは古典文学に見られる風狂・瘋癲等を題材に，「方法と
しての仏教」の提示を試みた異色の論文集．

ISBN：9784007303715 ／底本 ISBN：9784000225250

近代日本の宗教言説とその系譜
宗教・国家・神道
磯前　順一
A5 判・並製／ 342 頁／本体価格 6,600 円

日本において，「宗教」概念はどのように誕生したのか．
「宗教」の侵入によって，従来の心性構造はいかに変貌し，
いかなる言説の空間が開かれたのか．幕末から明治 30
年代まで，日本における「宗教」をめぐる言説の命運．

ISBN：9784007300776 ／底本 ISBN：4000004816

原始浄土思想の研究
藤田　宏達
A5 判・並製／ 700 頁／本体価格 16,000 円

インドにおける大乗仏教の根幹となった浄土思想につい
て，その起源と成立を解明した画期的な著作．サンスク
リット語，バーリ語，チベット語等の原典資料の精緻な
分析は，その後のインド学・仏教学に幅広い影響を与え
た．

ISBN：9784007307829 ／底本 ISBN：9784000229081

語録の思想史 中国禅の研究
小川　隆
A5 判・並製／ 492 頁／本体価格 13,000 円

語録原典の精読により，唐宋代の禅宗の思想史を考察し
た研究．中国禅の最盛期である唐宋代の語録を，語義・
語法をふまえて語学的に解読しつつ，関連の問答を相関
的・連鎖的に解釈することで，禅思想の解読を試みる．

ISBN：9784007300592 ／底本 ISBN：4000029053

孔子神話
宗教としての儒教の形成
浅野　裕一
A5 判・並製／ 374 頁／本体価格 9,000 円

孔子とは誰か．現在もなお東アジア一円を支配する儒教文化
圏の礎を築いた「聖人」の実像とは――孔子の生涯に具現さ
れた，中国的世界観に内在する矛盾，それが儒教という宗教
運動の壮大なプロジェクトを生み出した．春秋戦国から清代
まで，教団と教義の形成史をたどりながら，儒教思想のダイ
ナミズムに迫る脱神話化の試み．

ISBN：9784007307362 ／底本 ISBN：9784000225700

今日の宗教の諸相
チャールズ・テイラー／伊藤 邦武 訳／
佐々木 崇 訳／三宅 岳史 訳
四六判・並製／ 146 頁／本体価格 2,200 円

神的な秩序も国家の規範も，一切の拠り所なくさまよう孤独
な魂──今日の精神の深層をいかに位置づけるべきだろう
か．W．ジェイムズの名著『宗教的経験の諸相』との対話／
対決を手がかりに，この課題に挑む．宗教が呼び起こす生の
現実と，再編されようとする共同性の次元と，二つの課題の
交点に精神史的現代の顔を浮かび上がらせる．

ISBN：9784007303593 ／底本 ISBN：9784000018173

残りの時　パウロ講義
ジョルジョ・アガンベン／上村 忠男 訳
四六判・並製／ 322 頁／本体価格 4,900 円

現代思想の最前線に立つアガンベンの方法序説．終末論
でも永劫回帰でもないメシア的な時間とは何か．パウロ
書簡の挑戦的な読解によって，階級・止揚など哲学の基
本概念を蘇生させ，思想史的な現代の風景を見事に更新
する．
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ISBN：9784007300370 ／底本 ISBN：9784000234337

浄土三部経の研究
藤田　宏達
A5 判・並製／ 808 頁／本体価格 18,000 円

インドの初期大乗仏教において形成された浄土思想は，浄土経典
の編纂という形をとって，ひろく東アジア世界へと展開した．漢
訳の『無量寿経』『観無量寿経』『阿弥陀経』のいわゆる「浄土三部経」
は，東アジアの諸地域にどのように流伝し受容されていったのか．
敦煌写本，トゥルファン写本をはじめ，膨大な数の経典本文を蒐
集し，その対照を通して浄土三部経の発展過程を究明する．

ISBN：9784007300820 ／底本 ISBN：4000225332

清沢満之と哲学
今村　仁司
A5 判・並製／ 540 頁／本体価格 12,000 円

明治期の仏教思想家清沢満之の思想を西洋哲学を援用し
て再構成し，その可能性を探究する．清沢の有機組織論
から展開する問題は西洋哲学の問題と通底しつつ，他力
の思想に収斂する倫理へと至る哲学として徹底読解する
初の試み．

ISBN：9784007307003 ／底本 ISBN：9784000236645

聖書の日本語　翻訳の歴史
鈴木　範久
四六判・並製／ 288 頁／本体価格 4,400 円

「神」も「愛」も日本語ではなかった──現在の語義を生み出し
た聖書日本語訳の歴史を人と出来事でたどる．中国語訳を継承し
たギュツラフ，ヘボンらの努力，明治元訳・大正改訳などの共同
訳の成立，そして新共同訳へ．その苦渋に満ちた過程に，中国経
由のキリスト教という軽視されてきた一面をはじめ，現代日本語
のもう 1つの源と埋もれた系譜とを発掘する．

ISBN：9784007304408 ／底本 ISBN：9784000236973

聖書を発見する
本田　哲郎
四六判・並製／ 294 頁／本体価格 4,200 円

虐げられ，社会の片隅に追いやられている者たちをとお
して，神は働く──聖書のテクストに寄り添いつつ，独
自の「選びの神学」を展開する．釜ケ崎での経験を踏まえ，
新しい光の下にとらえ直された，回心，選び，神の国．

ISBN：9784007302404 ／底本 ISBN：9784000257589

禅キリスト教の誕生
佐藤　研
四六判・並製／ 254 頁／本体価格 4,000 円

禅に保存されている生きた体験の事実と，キリスト教に
具わる共同体的・歴史的な力とを二つの媒介とする，新
しい宗教性のヴィジョン．「復活」の禅的理解，「公案」
の聖書的創作……「宗教的なるもの」のより普遍的かつ
根源的な場への転回を目指す．

ISBN：9784007304880 ／底本 ISBN：9784000236867

禅入門
カトリック修道女の歩んだ道
イレーヌ・マキネス／堀澤 祖門 訳／
石村 巽 訳／吉岡 美佐緒 訳／田中 正夫 訳
四六判・並製／ 244 頁／本体価格 3,700 円

禅とはなにか？　東西宗教の交差点に立って，禅の真実
を，端的にわかりやすく語る．キリスト教の修道と重ね
られ，社会的実践へと導く，禅体験のもう一つのかたち
──異なった光に照らされた悟りと救いの姿とは．

ISBN：9784007306082 ／底本 ISBN：9784000233859

宗教の系譜
キリスト教とイスラムにおける
権力の根拠と訓練
タラル・アサド／中村　圭志　訳
A5 判・並製／ 382 頁／本体価格 6,200 円

西洋が他者理解のために作り上げた人類学を西洋自身の歴史
に適用するとき，なにが見えてくるだろうか．近代的な宗教
概念の形成を素材として，西洋の知のヘゲモニーの歴史と構
造をイスラームと対比しつつ鋭く抉り出す本書は，近代の学
問が隠蔽してきた知の異なった起源や由来の探求へと人々を
いざなう，強い力を秘めている．
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ISBN：9784007300530 ／底本 ISBN：400001322X

中観と唯識
長尾　雅人
A5 判・並製／ 664 頁／本体価格 15,000 円

シャーキャムニ仏陀の原始仏教は，竜樹・提婆の中観学
派と無着・世親の唯識学派とにより，インド大乗仏教と
して体系化されていった．その過程を，洞察力にみちた
25 の論考によって哲学的論理学的に考察した不朽の名
著．

ISBN：9784007303074 ／底本 ISBN：9784000203548

中国仏教史
鎌田　茂雄
B6 判・並製／ 396 頁／本体価格 6,000 円

仏教伝搬から現代にいたるまでの中国仏教の歴史を，仏
教学の成果を踏まえ，いかに中国的に変容し漢民族に適
応したかという観点から，儒教・道教との交渉に目を配っ
て，教理・教団史に偏することのない全体像を提示する．

ISBN：9784007300011 ／底本 ISBN：4000014951

道教思想史研究
福永　光司
A5 判・並製／ 512 頁／本体価格 9,200 円

日本の宗教思想文化との比較研究を行なうために，道教を国
教とした北魏ないし唐代における皇帝・貴族・高級官僚など
を牽引車とする “正一明咸の道 ”の教えとしての道教，鬼道・
神道・真道・聖道の四重構造をもつ複合の宗教として，中国
宗教思想史の全体的な展開のなかに組み込みながら究明を試
みる．

ISBN：9784007302145 ／底本 ISBN：9784000017428

日本の宗教とキリストの道
門脇　佳吉
四六判・並製／ 242 頁／本体価格 3,700 円

本来のキリストの「行－道」へ戻る助けとして，日本の
古神道，日蓮，親鸞，道元などの「行」を理解し学ぶ．
ヨーロッパのキリスト教が失った「行」を再発見し，21
世紀のキリストの教え－道を模索する意欲的な試み．

ISBN：9784007300516 ／底本 ISBN：4000246224

仏教のなかの男女観
原始仏教から法華経に至る
ジェンダー平等の思想
植木　雅俊
A5 判・並製／ 446 頁／本体価格 10,000 円

サンスクリット原典の徹底的な読み込みを通して，釈尊
の元来の教えが女性の宗教的救済を認めていたこと，原
始仏教は誰に対しても開かれている平等主義を貫いた普
遍宗教であったことを明らかにした研究書．

ISBN：9784007301247 ／底本 ISBN：0

プラトン著作集 ゴルギアス
田中 美知太郎 訳注／加来 彰俊 訳注
A5 判・並製／ 594 頁／本体価格 13,000 円

当時の諸外国の研究成果を参照し，岩波文庫版，さらに
プラトン全集所収の翻訳に結実した研究成果を「序説」
「註解」「研究用註」として収録した．翻訳書であるとと
もに，注釈書もしくは研究書としての役割も果たす書．

ISBN：9784007303104 ／底本 ISBN：9784000918312

河合隼雄著作集　1
第 I 期 ユング心理学入門
河合　隼雄
A5 判・並製／ 386 頁／本体価格 6,000 円

ユング心理学の形成過程と豊かなひろがり
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ISBN：9784007303111 ／底本 ISBN：9784000918329

河合隼雄著作集　2
第 I 期 ユング心理学の展開
河合　隼雄
A5 判・並製／ 360 頁／本体価格 5,600 円

意識と無意識との構造を豊かに解きあかし，心の深層に
ある「影」や「悪」の問題，内心のイメージと宗教や創
造性，ライフ・スタイルとの関係を考える．現代人の揺
れ動く心と生き方を考えるための必読の書．

ISBN：9784007303340 ／底本 ISBN：9784000924924

河合隼雄著作集　2
第 II 期 心理療法の展開
河合　隼雄
A5 判・並製／ 422 頁／本体価格 6,400 円

多様な課題に取り組む現場と最先端の理論

ISBN：9784007303128 ／底本 ISBN：9784000918336

河合隼雄著作集　3
第 I 期 心理療法
河合　隼雄
A5 判・並製／ 368 頁／本体価格 5,600 円

心理療法とは何か．心理療法を，治る－治すという関係
をこえた人間の自己実現に関わるものとして豊かに考察
し，一人一人の生きている現実に関わっていく臨床の知
としての心理療法の本質を，文化や社会の背景をおりま
ぜながらわかりやすく説く．

ISBN：9784007303357 ／底本 ISBN：9784000924931

河合隼雄著作集　3
第 II 期 ユング心理学と超越性
河合　隼雄
A5 判・並製／ 328 頁／本体価格 5,000 円

宗教，神話などに関わる心の理論を探究する

ISBN：9784007303135 ／底本 ISBN：9784000918343

河合隼雄著作集　4
第 I 期 児童文学の世界
河合　隼雄
A5 判・並製／ 368 頁／本体価格 5,600 円

ファンタジー等が切り開く「たましい」の現実

ISBN：9784007303364 ／底本 ISBN：9784000924948

河合隼雄著作集　4
第 II 期　子どもといのち
河合　隼雄
A5 判・並製／ 352 頁／本体価格 5,400 円

子どもの「たましいの現実」を読み解く

ISBN：9784007303333 ／底本 ISBN：9784000924917

河合隼雄著作集　1
第 II 期 コンプレックスと人間
河合　隼雄
A5 判・並製／ 366 頁／本体価格 5,600 円

ユング心理学の基本理論をわかりやすく説く
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ISBN：9784007303142 ／底本 ISBN：9784000918350

河合隼雄著作集　5
第 I 期 昔話の世界
河合　隼雄
A5 判・並製／ 336 頁／本体価格 5,200 円

昔話の深層にある「心」のありようを求める

ISBN：9784007303371 ／底本 ISBN：9784000924955

河合隼雄著作集　5
第 II 期 臨床教育学入門
河合　隼雄
A5 判・並製／ 358 頁／本体価格 5,400 円

子どもの心の深層にふれる教育の実践とは

ISBN：9784007303159 ／底本 ISBN：9784000918367

河合隼雄著作集　6
第 I 期 子どもの宇宙
河合　隼雄
A5 判・並製／ 352 頁／本体価格 5,400 円

子どもの持つ世界の深さとひろがり

ISBN：9784007303388 ／底本 ISBN：9784000924962

河合隼雄著作集　6
第 II 期 神話と日本人の心
河合　隼雄
A5 判・並製／ 424 頁／本体価格 6,400 円

日本人の心の根源を問う画期的論考

ISBN：9784007303166 ／底本 ISBN：9784000918374

河合隼雄著作集　7
第 I 期 子どもと教育
河合　隼雄
A5 判変型・並製／ 376 頁／本体価格 5,800 円

教育と学校のあり方を根底から問い直す

ISBN：9784007303395 ／底本 ISBN：9784000924979

河合隼雄著作集　7
第 II 期 物語と人間
河合　隼雄
A5 判・並製／ 432 頁／本体価格 6,600 円

古典解読により日本人の心的世界を追究する

ISBN：9784007303173 ／底本 ISBN：9784000918381

河合隼雄著作集　8
第 I 期 日本人の心
河合　隼雄
A5 判・並製／ 370 頁／本体価格 5,600 円

日本人の「心」を昔話・神話の分析から解明
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ISBN：9784007303180 ／底本 ISBN：9784000918398

河合隼雄著作集　9
第 I 期 仏教と夢
河合　隼雄
A5 判・並製／ 352 頁／本体価格 5,400 円

夢分析から「心」の全体性と宗教の本質を描く

ISBN：9784007303418 ／底本 ISBN：9784000924993

河合隼雄著作集　9
第II期 多層化するライフサイクル
河合　隼雄
A5 判・並製／ 408 頁／本体価格 6,200 円

現代人の生き方を問い，生老病死を捉え直す

ISBN：9784007303197 ／底本 ISBN：9784000918404

河合隼雄著作集　10
第 I 期 日本社会とジェンダー
河合　隼雄
A5 判・並製／ 338 頁／本体価格 5,200 円

心の内なる〈男〉と〈女〉の声をきく

ISBN：9784007303425 ／底本 ISBN：9784000925006

河合隼雄著作集　10
第 II 期「日本人」という病
河合　隼雄
A5 判・並製／ 302 頁／本体価格 4,800 円

危機の本質を日本人の心のあり方から考察

ISBN：9784007303203 ／底本 ISBN：9784000918411

河合隼雄著作集　11
第 I 期 宗教と科学
河合　隼雄
A5 判・並製／ 360 頁／本体価格 5,400 円

生命と世界の根源を新たな方法で求める

ISBN：9784007303432 ／底本 ISBN：9784000925013

河合隼雄著作集　11
第 II 期 日本人と日本社会のゆくえ
河合　隼雄
A5 判・並製／ 428 頁／本体価格 6,600 円

内なる力を発見し，いかに生きるかを問う

ISBN：9784007303401 ／底本 ISBN：9784000924986

河合隼雄著作集　8
第 II 期 物語と現実
河合　隼雄
A5 判・並製／ 362 頁／本体価格 5,600 円

物語という方法で現実世界の意味を描く
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ISBN：9784007303210 ／底本 ISBN：9784000918428

河合隼雄著作集　12
第 I 期 物語と科学
河合　隼雄
A5 判・並製／ 360 頁／本体価格 5,400 円

人間の「心」の理解と新しい人間科学の構築

ISBN：9784007303227 ／底本 ISBN：9784000918435

河合隼雄著作集　13
第 I 期 生きることと死ぬこと
河合　隼雄
A5 判・並製／ 370 頁／本体価格 5,600 円

人間が生きることの新しい可能性を探る

ISBN：9784007303234 ／底本 ISBN：9784000918442

河合隼雄著作集　14
第 I 期 流動する家族関係
河合　隼雄
A5 判・並製／ 328 頁／本体価格 5,000 円

ゆれ動く家族と社会の在り方を問い直す

ISBN：9784007301339 ／底本 ISBN：9784000233576

人格障害とは何か
鈴木　茂
B6 判・並製／ 258 頁／本体価格 3,800 円

近年社会的話題になる犯罪の多くについて，人格の障害によ
るものと診断されることが少なくないが，はたして人格障害
とは何か．社会の揺らぎと密接不可分に現像する現代的な精
神病理について究明し続けてきた精神科医が，安易な解釈の
仕方に警鐘をならし，より本質的な人間理解の視点を提示す
べく論じた，書き下ろしによるタイムリーな本格的考察．

ISBN：9784007301209 ／底本 ISBN：9784000013581

〈中間者〉の哲学
メタ・フィジックを超えて
市川　浩
四六判・並製／ 308 頁／本体価格 4,500 円

あらゆる文化装置は中間から生成する．中間とは限りな
く複雑なシステム，諸次元が相互に入り組む錯綜体であ
り，言語，身体，認識はその中の一断片に過ぎない．「過
程」に留まり続ける中間者の存在論を提唱する

ISBN：9784007303821 ／底本 ISBN：9784000267359

アリストテレスの形而上学
自然学と倫理学の基礎
坂下　浩司
A5 判・並製／ 214 頁／本体価格 7,600 円

神学としての第一哲学と「存在としての存在」の学という二
重の本性を持つアリストテレスの形而上学の内的統一性を明
らかにして，それと理論学としての自然学および実践学とし
ての倫理学がいかに関係するかを解明する．文献を精査し，
テクストの周到な分析を通じて古典的な「永遠の問題」に真
正面から取り組んだ労作．

ISBN：9784007302978 ／底本 ISBN：9784000912938

アリストテレス全集 13
ニコマコス倫理学
加藤　信朗　訳／アリストテレス
A5 判・並製／ 502 頁／本体価格 11,000 円

旧版『アリストテレス全集』所収の本書は，通例「徳」
と訳される「アレテー」に「器量」の訳を与えるなど，
日本語としての独自の工夫に優れた翻訳として知られて
きた．天草版『羅葡日辞典』（1595 年）などを活用した
成果．
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ISBN：9784007301926 ／底本 ISBN：9784000046572

イスラーム古典叢書
哲学者の意図
イスラーム哲学の基礎概念
ガザーリー／黒田　壽郎　訳・解説
A5 判・並製／ 372 頁／本体価格 8,000 円

アリストテレス主義の論駁を意図した書籍の序論部分で
あった本書は，反駁の前提として書かれたこの部分だけ
が，皮肉にもアリストテレス主義を解明する第一級の哲
学入門として，後世に伝わった．哲学史上著名な基本文
献．

ISBN：9784007301711 ／底本 ISBN：0

イデアと世界 哲学の基本問題
藤澤　令夫
A5 判・並製／ 374 頁／本体価格 8,500 円

日本のギリシア哲学研究を牽引した著者の主著．テキス
トの厳密な読解によってプラトンのイデア論解釈の基本
線を提示するとともに，言葉，形而上学，哲学と文学の
関係について根底的かつ透徹した思索を展開する．

ISBN：9784007306600 ／底本 ISBN：9784000923415

カント全集 1 前批判期論集　I
大橋　容一郎　訳／松山　寿一　訳
A5 判・並製／ 476 頁／本体価格 7,100 円

『活力測定考』『火について』『地震原因論』など，カン
トの学問的出発点である自然哲学論考七篇を収める．

ISBN：9784007306709 ／底本 ISBN：9784000923422

カント全集 2　前批判期論集 II
宮武 昭 訳／山本 道雄 訳／松山 寿一 訳／
植村 恒一郎 訳／加藤 泰史 訳／
田山 令史 訳／久保 光志 訳
A5 判・並製／ 604 頁／本体価格 9,100 円

太陽系の起源と形成，そしてその崩壊を論じる『天界の一般
自然史と理論』．矛盾律に対して充足理由律の根本性を説く
『形而上学的認識の第一原理』．人間の社会的・道徳的な諸相
に現れる美と崇高の多様な現象を観察し分析する『美と崇高
の感情にかんする観察』．自然学的探究から形而上学へと豊
かに広がる三十代の著作十篇を収める．

ISBN：9784007306129 ／底本 ISBN：9784000923484

カント全集 8 判断力批判 （上）
牧野　英二　訳
A5 判・並製／ 372 頁／本体価格 5,600 円

悟性・理性とならぶ上級の認識能力である「判断力」を解明
する『純粋理性批判』『実践理性批判』に続く「第三批判書」．
上巻には「美」と「崇高」の判定能力としての趣味の原理を
明らかにする「美感的判断力の批判」を収める．下巻の目的
論的判断力の批判とともに最も現代的課題を含む本書を正確
で明快な翻訳で贈る．

ISBN：9784007306136 ／底本 ISBN：9784000923491

カント全集 9 判断力批判 （下）
牧野　英二　訳
A5 判・並製／ 356 頁／本体価格 5,300 円

悟性・理性とならぶ上級の認識能力である「判断力」を解明
する『純粋理性批判』『実践理性批判』に続く「第三批判書」．
上巻には「美」と「崇高」の判定能力としての趣味の原理を
明らかにする「美感的判断力の批判」を収める．下巻の目的
論的判断力の批判とともに最も現代的課題を含む本書を正確
で明快な翻訳で贈る．

ISBN：9784007307638 ／底本 ISBN：9784000000079

アリストテレス哲学入門
出　隆
B6判・並製・カバー／402頁／本体価格6,100円

日本のアリストテレス研究の創始者の一人である著者が，戦
前から幾度も刊行し彫琢した入門書の最終形．生涯・著作・
学説の概要を述べ，学説の部門ごとにこの「万学の祖」の諸
著作を整理してそれぞれ重要部分の抄訳を提示し，注釈で解
説する．巻末には用語と人名の索引を配する．人と思想を原
典に即して知るハンドブック．
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ISBN：9784007306273 ／底本 ISBN：9784000923507

カント全集 10
たんなる理性の限界内の宗教
北岡　武司　訳
A5 判・並製／ 476 頁／本体価格 7,200 円

真の宗教は理性的な道徳的宗教のみであり，道徳は必然的に
宗教に至る．自らの実践哲学の枠組みをもって真の宗教のあ
るべき姿を論じた本書は，三批判書と並ぶカント哲学の重要
書である．理性と信仰の関係を考え抜いた到達点であり，現
代において宗教について考える際にも必須の参照軸となるも
のである．

ISBN：9784007306433 ／底本 ISBN：9784000923538

カント全集 13 批判期論集
谷田 信一 訳／北尾 宏之 訳／
福谷 茂 訳／円谷 裕二 訳／
田山 令史 訳／遠山 義孝 訳
A5 判・並製／ 532 頁／本体価格 8,000 円

『純粋理性批判』刊行後に表明される多くの誤解や論難．カ
ントはときに論争の中で自らの哲学の要諦を説く．『思考の
方位を定めるとはどういうことか』『純粋理性批判の無用論』
『人間愛からの嘘』など，歴史の文脈においてその独創性を
明らかにすると同時に，今なおありうべき誤解に対して批判
哲学を証し立てる諸論考 19編．

ISBN：9784007306211 ／底本 ISBN：9784000923545

カント全集 14　歴史哲学論集
福田 喜一郎 訳／望月 俊孝 訳／
北尾 宏之 訳／酒井 潔 訳／遠山 義孝 訳
A5 判・並製／ 468 頁／本体価格 6,800 円

『啓蒙とは何か』『永遠平和のために』『普遍史の理念』
など，世界市民の立場から歴史と現実を考察した諸論考．
現代的意義の深い批判期の著作．

ISBN：9784007305696 ／底本 ISBN：9784000923552

カント全集 15　人間学
渋谷　治美　訳／高橋　克也　訳
A5 判・並製／ 602 頁／本体価格 9,200 円

二十年以上行った人気講義をカントが最晩年に出版したも
の．経験のうちに生きる豊かなものの働きの把握を通じて，
自らを啓蒙し世界市民へと形成するという課題がどのように
して果たされるかを論じる．「人間とは何か」を哲学の最終
課題とした彼ならではの多岐にわたる話題が，平易にしてと
きに軽妙な語り口で取り上げられる．

ISBN：9784007302626 ／底本 ISBN：9784000285117

ケインズの哲学
伊藤　邦武
四六判・並製／ 256 頁／本体価格 3,900 円

ケインズの知的背景には，ケンブリッジにおけるウィト
ゲンシュタイン，ラムジーらとの交流があった．『確率論』
から『一般理論』に至る思想的転換の意味を探り，彼の
経済学者としてではなく，哲学者としての側面に光を当
てる．

ISBN：9784007302756 ／底本 ISBN：9784000027113

デカルトの自然哲学
小林　道夫
B6 判・並製／ 234 頁／本体価格 3,600 円

デカルトの形而上学をその自然学との連関のもとで探究
し，さらにその自然学の内容を検討して，デカルト自然
学の価値・限界・意義を，近代における物理学の発展の
歴史を踏まえて明らかにした著者の学問的成果の結晶．

ISBN：9784007302251 ／底本 ISBN：9784000027083

デカルト研究 理性の境界と周縁
谷川　多佳子
A5 判・並製／ 342 頁／本体価格 8,000 円

17 世紀にみるデカルトの独自性とは？　本書は初期
ノートから『省察』まで「理性」概念の体系を追い，二元論，
心身結合の問題点を大胆かつ具体的に検証する．言語・
想像力など理性の限界領域に迫る新しいデカルト研究．
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ISBN：9784007303814 ／底本 ISBN：9784000267311

ハイデガーの言語哲学
志向性と公共性の連関
古荘　真敬
A5 判・並製／ 272 頁／本体価格 7,500 円

難解なハイデカー哲学を丹念に解きほぐしつつ，特有の言語
論の解明を試みた意欲的な作品．「言語の志向性」と「存在
の公共性」との根源的な連関という問題事象を発掘すること
を通じて，世界内共存在を規定する言語現象の本質を考察．
「良心」論の内実が「詩的言語」論として結実する態様を分
析して，その思想の核心に迫る．

ISBN：9784007303951 ／底本 ISBN：9784000018425

パスカル『パンセ』注解 第一
前田　陽一
B5 判・並製／ 270 頁／本体価格 8,700 円

著者創案の「複読法」（ジャン・メナールの命名による）を
用いて『パンセ』の第 1稿から最終稿に至るまでの思索の定
着過程を忠実に再現する．その作業を通してパスカルの思想
の真の偉大さが明らかになった．ラフュマ版第 1－ 76 の各
断章に精細な注解を付す．世界のパスカル研究の水準を大き
く引き上げた研究成果の集成．

ISBN：9784007303975 ／底本 ISBN：9784000018449

パスカル『パンセ』注解 第三
前田　陽一
B5 判・並製／ 220 頁／本体価格 8,400 円

著者創案の「複読法」（ジャン・メナールの命名による）を
用いて『パンセ』の第 1稿から最終稿に至るまでの思索の定
着過程を忠実に再現する．その作業を通してパスカルの思想
の真の偉大さが明らかになった．ラフュマ版第 1－ 76 の各
断章に精細な注解を付す．世界のパスカル研究の水準を大き
く引き上げた研究成果の集成．

ISBN：9784007303968 ／底本 ISBN：9784000018432

パスカル『パンセ』注解 第二
前田　陽一
B5 判・並製／ 288 頁／本体価格 9,000 円

著者創案の「複読法」（ジャン・メナールの命名による）を
用いて『パンセ』の第 1稿から最終稿に至るまでの思索の定
着過程を忠実に再現する．その作業を通してパスカルの思想
の真の偉大さが明らかになった．ラフュマ版第 1－ 76 の各
断章に精細な注解を付す．世界のパスカル研究の水準を大き
く引き上げた研究成果の集成．

ISBN：9784007305702 ／底本 ISBN：9784000020060

フレーゲ哲学論集
G．フレーゲ／藤村　龍雄　訳
A5 判・並製／ 238 頁／本体価格 5,800 円

現代の記号論理を創始し，それをもって論理学による数学（算
術）の基礎づけを試みたゴットロープ・フレーゲ．「意義と
意味について」「関数とは何か」「否定」など，彼の著作のう
ちからすぐれて現代的意義をもち読解にあたって専門的知識
を要しない哲学論考七編を選ぶ．現代の意味論・論理学の出
発点を刻す平易で独創的な諸論文．

ISBN：9784007301124 ／底本 ISBN：9784000265447

ヘーゲルと近代社会
チャールズ・テイラー／渡辺 義雄 訳
四六判・並製／ 392 頁／本体価格 6,000 円

ヘーゲルは近代社会の特質を全体的かつ本質的に浮彫り
にした最初の思想家であった．人間の主体性と自己疎外，
政治の優位と自由の可能性，理性の絶対視と歴史の弁証
法――壮大な思想体系の現代的意義を論じた画期的な入
門書．

ISBN：9784007301216 ／底本 ISBN：9784000016667

ニーチェとその時代
氷上　英廣
四六判・並製／ 278 頁／本体価格 4,000 円

” 文化の野蛮 ” の冷徹な観察者ニーチェ．超ヨーロッパ
的なものを求め，始源的世界を遥かに望んだその思想に
深く降り立ち，現代日本の場から，ニヒリズムと永劫回
帰の意味を獲得したことで知られる著者の遺稿集．
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ISBN：9784007304705 ／底本 ISBN：9784000918725

ヘーゲル全集 2a
自然哲学　上巻
加藤　尚武　訳
A5 判・並製／ 448 頁／本体価格 9,500 円

「論理学」「精神哲学」とともにヘーゲルの哲学体系（エンツュ
クロペディ）を構成する「自然哲学」の全訳．時間・空間・
運動や天体力学を扱う第 1部＝力学，光・熱・音響・化学・
電気磁気などを扱う第 2部＝物理学（以上，上巻），地質・鉱物・
植物・動物を扱う第 3部＝有機体の物理学（下巻）の三部構
成をなす．下巻に用語，解説を収録．

ISBN：9784007304712 ／底本 ISBN：9784000918701

ヘーゲル全集 2b
自然哲学　下巻
加藤　尚武　訳
A5 判・並製／ 432 頁／本体価格 9,500 円

「論理学」「精神哲学」とともにヘーゲルの哲学体系（エンツュ
クロペディ）を構成する「自然哲学」の全訳．時間・空間・
運動や天体力学を扱う第 1部＝力学，光・熱・音響・化学・
電気磁気などを扱う第 2部＝物理学（以上，上巻），地質・鉱物・
植物・動物を扱う第 3部＝有機体の物理学（下巻）の三部構
成をなす．下巻に用語，解説を収録．

ISBN：9784007304767 ／底本 ISBN：9784000268059

ヘーゲル全集 4
精神の現象学　上巻
金子　武蔵　訳
A5 判・並製／ 762 頁／本体価格 15,500 円

現代思想に多大な影響を及ぼした，ヘーゲルの代表作．個々
の箇所に即した個別註，段落全体の思考行程をたどる総註，
基本概念の解説を付した索引を充実させることにより，「ヘー
ゲル哲学の生誕地」とも呼ばれるこの重要著作の確かな読解
を可能にする．多年の研究を凝縮した本書は，ヘーゲルを理
解するうえで欠くことができない．

ISBN：9784007304774 ／底本 ISBN：9784000268066

ヘーゲル全集 5
精神の現象学　下巻の 1
金子　武蔵　訳
A5 判・並製／ 468 頁／本体価格 10,000 円

現代思想に多大な影響を及ぼした，ヘーゲルの代表作．個々
の箇所に即した個別註，段落全体の思考行程をたどる総註，
基本概念の解説を付した索引を充実させることにより，「ヘー
ゲル哲学の生誕地」とも呼ばれるこの重要著作の確かな読解
を可能にする．多年の研究を凝縮した本書は，ヘーゲルを理
解するうえで欠くことができない．

ISBN：9784007304781 ／底本 ISBN：9784000268066

ヘーゲル全集 5
精神の現象学　下巻の 2
金子　武蔵　訳
A5 判・並製／ 668 頁／本体価格 14,000 円

現代思想に多大な影響を及ぼした，ヘーゲルの代表作．個々
の箇所に即した個別註，段落全体の思考行程をたどる総註，
基本概念の解説を付した索引を充実させることにより，「ヘー
ゲル哲学の生誕地」とも呼ばれるこの重要著作の確かな読解
を可能にする．多年の研究を凝縮した本書は，ヘーゲルを理
解するうえで欠くことができない．

ISBN：9784007304729 ／底本 ISBN：9784000268004

ヘーゲル全集 6a
大論理学　上巻の 1
武市　健人　訳
A5 判・並製／ 304 頁／本体価格 7,000 円

ヘーゲルの論理学とは，単なる思考の規則や形式についての
学ではなく，存在論でもあり体系的方法論でもある．当時の
哲学や科学思考への批判的考究が体系的で抽象化された論述
のうちに緊密に撚りあわされてゆく本書は，ヘーゲルの弁証
法の特質をはっきりと提示している．

ISBN：9784007304736 ／底本 ISBN：9784000268011

ヘーゲル全集 6b
大論理学　上巻の 2
武市　健人　訳
A5 判・並製／ 320 頁／本体価格 7,000 円

ヘーゲルの論理学とは，単なる思考の規則や形式につい
ての学ではなく，存在論でもあり体系的方法論でもある．
当時の哲学や科学思考への批判的考究が体系的で抽象化
された論述のうちに緊密に撚りあわされてゆく本書は，
ヘーゲルの弁証法の特質をはっきりと提示している．
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ISBN：9784007304750 ／底本 ISBN：9784000268035

ヘーゲル全集 8
大論理学　下巻
武市　健人　訳
A5 判・並製／ 424 頁／本体価格 9,000 円

ヘーゲルの論理学とは，単なる思考の規則や形式につい
ての学ではなく，存在論でもあり体系的方法論でもある．
当時の哲学や科学思考への批判的考究が体系的で抽象化
された論述のうちに緊密に撚りあわされてゆく本書は，
ヘーゲルの弁証法の特質をはっきりと提示している．

ISBN：9784007302633 ／底本 ISBN：9784000285537

ヨーロッパ精神史入門
カロリング・ルネサンスの残光
坂部　恵
四六判・並製／ 210 頁／本体価格 3,200 円

近現代ヨーロッパの哲学者たちの起源，中世．精神史に
おける斬新な時代区分の提起によって，中世哲学の課題
と成果を改めて問う．文学世界にも言及した本書は，若
い世代への挑発に充ちた 25の講義から成る．

ISBN：9784007302466 ／底本 ISBN：9784000025522

ロゴスとレンマ
山内　得立
A5 判・並製／ 392 頁／本体価格 9,000 円

ロゴスの体系としての西洋文化に対して，レンマの方法
による東洋文化はいかなる論理性を有するか．テトラレ
ンマとしての大乗仏教の論理，ディレンマとしての老荘
思想の論理を分析する．文化の階型を求める多年の思索
の成果．

ISBN：9784007301872 ／底本 ISBN：9784000003193

管子の研究
中国古代思想史の一面
金谷　治
A5 判・並製／ 396 頁／本体価格 10,000 円

中国の学者が「戦国秦漢学術の宝蔵」と評した『管子』．
著者は，雑多な諸篇の集合と見なされてきた『管子』の
統一的理解を唱え，その政治・経済・哲学思想を斉の管
仲学派と関連づけ，道法思想の意義づけを試みる．

ISBN：9784007304873 ／底本 ISBN：9784000016247

岩波現代叢書 ニーチェの哲学
K．レーヴィット／柴田　治三郎　訳
B6 判・並製／ 378 頁／本体価格 5,600 円

『ツァラトゥストラ』の精緻な哲学的読解により，ニー
チェの思想を「等しいものの永遠回帰の教説」として体
系的に解釈し，その思想と近代哲学全体との内的連関を
明らかにする．以後のニーチェ理解の基本線を定めた名
著．

ISBN：9784007306228 ／底本 ISBN：9784000285568

記憶のエチカ
戦争・哲学・アウシュヴィッツ
高橋　哲哉
四六判・並製／ 298 頁／本体価格 4,500 円

「記憶」は「和解」や「赦し」を可能にするのか．戦争
の記憶を哲学はどのように語ることができるのか．アー
レント，レヴィナス，京都学派など国内外の思想を批判
的に読み直しつつ，戦後精神の忘却と空白を問う．歴史
修正主義や戦後責任，歴史認識を考えるときの必読書．

ISBN：9784007304743 ／底本 ISBN：9784000268028

ヘーゲル全集 7
大論理学　中巻
武市　健人　訳
A5 判・並製／ 320 頁／本体価格 7,000 円

ヘーゲルの論理学とは，単なる思考の規則や形式につい
ての学ではなく，存在論でもあり体系的方法論でもある．
当時の哲学や科学思考への批判的考究が体系的で抽象化
された論述のうちに緊密に撚りあわされてゆく本書は，
ヘーゲルの弁証法の特質をはっきりと提示している．
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ISBN：9784007303258 ／底本 ISBN：9784000004893

言語・知覚・世界
大森　荘蔵
A5 判・並製／ 330 頁／本体価格 5,000 円

世界と意識の問題に，知覚の構造の緻密な分析を手掛か
りとして，新しい視角から照明を与え，物・世界・他者
の哲学的意味を探究するとともに，言語的表現の検討を
通して，科学の基礎にある二元論的世界像の構成を解明
する．

ISBN：9784007301001 ／底本 ISBN：9784000264013

近代の哲学的ディスクルス　I
ユルゲン・ハーバーマス／三島 憲一 訳／
轡田 收 訳／木前 利秋 訳／大貫 敦子 訳
四六判・並製／頁／本体価格 5,600 円

近代のプロジェクトははたして終焉したのか．ヘーゲル
からハイデガーに至るドイツの思索，デリダ，フーコー
らのポスト構造主義とカストリアディスらのポストモダ
ン論を俎上に，モダンとポストモダンの本質を鋭く問う．

ISBN：9784007301018 ／底本 ISBN：9784000264020

近代の哲学的ディスクルス　II
ユルゲン・ハーバーマス／三島 憲一 訳／
轡田 收 訳／木前 利秋 訳／大貫 敦子 訳
四六判・並製／ 336 頁／本体価格 5,300 円

近代のプロジェクトははたして終焉したのか．ヘーゲル
からハイデガーに至るドイツの思索，デリダ，フーコー
らのポスト構造主義とカストリアディスらのポストモダ
ン論を俎上に，モダンとポストモダンの本質を鋭く問う．

ISBN：9784007301155 ／底本 ISBN：0

原始儒家思想と経学
重沢　俊郎
A5 判・並製／ 298 頁／本体価格 7,000 円

儒教は経学としていかに体系化されていったのか．儒家
思想を原始時代と経学時代に大別し，孔子から前漢以降
の経学が構築された時代にいたるまで，中国社会の変化
に応じた儒家思想の変容を通史的に記述する．

ISBN：9784007300837 ／底本 ISBN：400000638X

現象学と近代哲学
新田　義弘
A5 判・並製／ 326 頁／本体価格 9,000 円

フッサール研究を本領とし，わが国の現象学研究を一貫
してリードしてきた著者の到達点を示す主要論文を集
成．すぐれて今日的な哲学的テーマを射程に収め，現代
に相応しい現象学の構築を企図した労作．

ISBN：9784007301391 ／底本 ISBN：0

現代の論理的意味論
フレーゲからクリプキまで
野本　和幸
B5 判・並製／ 478 頁／本体価格 7,000 円

フレーゲからクリプキやカプランにいたる現代理論をめ
ぐる〈意味論的〉ないし〈言語哲学的〉な主要問題とは
何か，またそれら諸問題解決のさまざまな試みがどのよ
うな基本的道筋において展開されてきたのかを論じる．

ISBN：9784007303623 ／底本 ISBN：9784000053150

現代論理学入門 情報から論理へ
本橋　信義
B6 判・並製／ 290 頁／本体価格 4,400 円

日常的な情報伝達の場で，論理がどのような役割を果た
しているかを見れば，論理の姿がおのずからあらわれて
くる．本書は情報を通して論理を説明しようとする，新
しい論理学への意欲的な入門書である．
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ISBN：9784007306983 ／底本 ISBN：9784000228336

古代中国の言語哲学
浅野　裕一
A5 判・並製／ 370 頁／本体価格 7,500 円

春秋戦国の時代に，論理学的思考と認識批判の体系が存
在した．ギリシアのソフィストに比肩する，その革新的
な言語思想を甦らせる．『公孫龍子』6篇の解読を中心に，
彼ら弁者たちの埋もれた概念実在論の立場を明らかにす
る．

ISBN：9784007301353 ／底本 ISBN：0

孔子 その人とその伝説
H．G．クリール／田島　道治　訳
A5 判・並製／ 488 頁／本体価格 11,000 円

著者は 1932 年から 36年まで北京に留学した中国文学・
中国制度史の米国人専門家．本書は背景・孔子・儒教の
3部から成る．孔子の人柄や言行を，古今東西の文献を
渉猟し，孔子が打ち立てた儒教を民主政治との関連から
解説する．

ISBN：9784007301988 ／底本 ISBN：9784000010481

自然と人間の哲学
内山　節
B6 判・並製／ 296 頁／本体価格 4,500 円

自然と人間は同時に変容する．傷ついた自然の奥には，
それと相即的に労働の世界の変貌がある．自然と人間，
そしてそれをつなぐ労働の意味を問いなおし思索を重ね
てきた著者が，山里での経験を踏まえて構築する自然哲
学

ISBN：9784007301094 ／底本 ISBN：9784000234405

社会性の哲学
今村　仁司
A5 判・並製／ 586 頁／本体価格 11,500 円

人間は何ものかに贈与された存在である．現実社会は返
礼の自己贈与の代わりに犠牲のメカニズムを作り出す．
人間存在を贈与論的構造に位置づけ，政治，経済，法の
社会性の諸相を考察．著者の研究を総合的に展開した大
作．遺著．

ISBN：9784007301780 ／底本 ISBN：9784000009713

朱子の自然学
山田　慶兒
四六判・並製／ 486 頁／本体価格 7,000 円

朱子は，卓越した自然学者であり，自然科学者であった．
生涯を通じてなされた彼の思索の成果を，宇宙論，天文
学，気象学の 3つの分野にわけて体系的に再構成し，朱
子の自然学の全貌を初めて明らかにした待望の書．

ISBN：9784007300257 ／底本 ISBN：4000026992

信仰と知
G．W．F．ヘーゲル／上妻　精　訳
A5 判・並製／ 368 頁／本体価格 9,400 円

神学と哲学の関係は近代に入り，信仰と知，理性と悟性の対
立となって先鋭化する．両者の対立を揚棄すべく，ヘーゲル
はカント，ヤコービ，フィヒテら先行の哲学を厳しく批判し，
自らの拠ってたつ思弁的理性の立場を闡明にする．イエナ期
に著された本論文はヘーゲルの思想発展において重要な位置
を占める．懇切な訳注を付す．

ISBN：9784007302688 ／底本 ISBN：9784000233972

人類学的認識論のために
川田　順造
A5 判・並製／ 398 頁／本体価格 7,000 円

いま，人類学はどのような可能性をもつのか．本書は民
族，文化，地域などの基本概念を再検討し，人類学の記
述や方法を根底から問い直す．研究者のみならず，多元
化する世界の中で「異文化」を考える読者にも必読の書．
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ISBN：9784007301865 ／底本 ISBN：9784000015370

中江兆民のフランス
井田　進也
A5 判・並製／ 502 頁／本体価格 11,000 円

『民約訳解』をもって日本近代思想の先駆をなし，“ 東洋のル
ソー ” と謳われた兆民．その思想の根底にあるフランス学と
は何であったのか．著者は，日仏の資料を博捜し，綿密な考
証と鋭い洞察により，兆民の著作に絶えず出現する “ フラン
ス ” をつぶさに検証し，その思想的営為を明らかにする．兆
民研究に新局面を切り拓いた労作．

ISBN：9784007301643 ／底本 ISBN：9784000009591

仁斎・徂徠・宣長
吉川　幸次郎
A5 判・並製／ 390 頁／本体価格 9,000 円

稀にみる体系生と独創性を以て己の思想を構築した近世
思想史における巨峰たち──伊藤仁斎・荻生徂徠・本居
宣長──に伊藤東涯を加えて，彼らそれぞれの学説の形
成を論じ，通貫する思想的特質と方法論の発展を考察す
る．

ISBN：9784007301292 ／底本 ISBN：9784000010627

随眠の哲学
山内　得立
A5 判・並製／ 256 頁／本体価格 6,000 円

煩悩を表わす仏教語「随眠」から出発して存在の根拠の
問題に肉薄してゆく著者の思索は惜しくもその死によっ
て中断された．東洋西洋両哲学の統一を企図した著者最
後の思索の跡を示す遺著．（校訂・編集　酒井修）

ISBN：9784007304668 ／底本 ISBN：9784000236317

政治哲学の起源
ハイデガー研究の視角から
小野　紀明
四六判・並製／ 264 頁／本体価格 4,000 円

起源への断念と郷愁――本書は，いま最もポレミックな
「自然」「政治」「市民」「正義」という四つの概念をとり
あげ，二〇世紀を体現するハイデガーによるその脱構築
的解釈に焦点をあてて，彼の政治哲学と起源の問題を解
明する．

ISBN：9784007302497 ／底本 ISBN：9784000029827

精神の生活（上）第 1 部 思考
ハンナ・アーレント／佐藤　和夫　訳
A5 判・並製／ 362 頁／本体価格 6,800 円

人間の精神の営みは何のためにあるのか．ナチスの蛮行のよ
うな巨悪は，人間が「考えない」ことにかかわって生まれる
のではないのか．生涯をかけて人間の自由と全体主義的独裁
の問題を追究したハンナ・アーレントの遺著．ヨーロッパ哲
学の正統的な流れに含まれる危険な要素をえぐり出し，現代
社会の「思考の欠如」の行く末を厳しく警告する．

ISBN：9784007302503 ／底本 ISBN：9784000029834

精神の生活（下）第 2 部 意志
ハンナ・アーレント／佐藤　和夫　訳
A5 判・並製／ 386 頁／本体価格 6,800 円

人間の精神の営みは何のためにあるのか．ナチスの蛮行のよ
うな巨悪は，人間が「考えない」ことにかかわって生まれる
のではないのか．生涯をかけて人間の自由と全体主義的独裁
の問題を追究したハンナ・アーレントの遺著．ヨーロッパ哲
学の正統的な流れに含まれる危険な要素をえぐり出し，現代
社会の「思考の欠如」の行く末を厳しく警告する．

ISBN：9784007304026 ／底本 ISBN：9784000265829

双書 現代の哲学 天使の記号学
山内　志朗
四六判・並製／ 256 頁／本体価格 3,900 円

〈見えるもの〉と〈見えないもの〉の中間に実在があり，
〈私〉が語ることの手前にリアルなものがある．西欧中
世哲学の思考を参照しながら，身体と関係のリアリティ
を再生し，現代の悪しき「電子的天使主義」と対決する
筋道を探る．
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ISBN：9784007300363 ／底本 ISBN：4000013025

中国哲学史
狩野　直喜
A5 判・並製／ 700 頁／本体価格 14,000 円

中国哲学の通史として，また思想史として定評のある名
著．「総論」「孔子以前の中国思想」「春秋戦国時代の思
想」「漢唐時代の思想」「宋元明の哲学」「清の学術と思想」
および書名・人名索引を収める．

ISBN：9784007306266 ／底本 ISBN：9784000238625

中世の哲学
今道　友信
A5 判・並製／ 598 頁／本体価格 12,000 円

教父時代から盛期スコラを経てルネサンスへ，神学と哲学の
壮大な山脈を，独自の問題意識を導きとして踏破する．神の
存在証明，普遍論争，大全……神の絶対性と人間の思考の自
立性とがせめぎ合い，「超越と存在」をめぐって近代へと流
れ込む思想圏が生成した中世のダイナミズムを描き出す．創
造的な発見の学としての形而上学へ．

ISBN：9784007306174 ／底本 ISBN：9784002300122

日本近代思想大系 12 対外観
芝原 拓自 校注／猪飼 隆明 校注／
池田 正博 校注
A5 判・並製／ 544 頁／本体価格 8,200 円

様々な外交的課題を通して浮び上がる西洋観・アジア観
の諸相．官僚の外交論を一方に据え，新聞の論説・投書
86 点を集大成．議論は欧州列強からトルコ，エジプト
に及ぶ．中国・朝鮮・琉球論からは今に続く課題が窺える．

ISBN：9784007305450 ／底本 ISBN：9784000700023

日本思想大系 2 聖徳太子集
家永 三郎／築島 裕／早島 鏡正／藤枝 晃
A5 判・並製／ 598 頁／本体価格 9,000 円

日本最初の仏教教理の書とされる三経義疏の一つ「勝鬘
経義疏」，仏教・儒教・法家等の思想によって群臣の心
得を説く最古の成文法「憲法十七条」，聖徳太子の伝記「上
宮聖徳法王帝説」の三篇を収める．

ISBN：9784007305252 ／底本 ISBN：9784000700030

日本思想大系 3　律令
井上 光貞／関 晃／土田 直鎮／
青木 和夫
A5 判・並製／ 858 頁／本体価格 13,000 円

日本古代は，随唐で発達した律令を継受して，国家の基
本法典とした．その制度と思想は，その後の日本人の法
意識に重大な影響を及ぼした．現存する「養老律令」を
収録して，訓み下し文と懇切な注釈および解説を施した．

ISBN：9784007305467 ／底本 ISBN：9784000090223

日本思想大系 4　最澄
安藤　俊雄／薗田　香融
A5 判・並製／ 524 頁／本体価格 8,000 円

奈良仏教の人間観を否定して一乗平等の新思想を打ちた
てた天台宗の開祖伝教大師最澄．その主著である「顕戒
論」「顕戒論を上るの表」「顕戒論縁起」「山家学生式」「決
権実論」「守護国界章」（巻上の下）「願文」を収める．

ISBN：9784007308369 ／底本 ISBN：9784000113144

岩波講座 日本の思想 第四巻
自然と人為「自然」観の変容
苅部 直， 黒住 真，佐藤 弘夫，
末木 文美士 編集委員
A5 判・並製／ 344 頁／本体価格 5,200 円

動植物から，天地・宇宙までを視野に入れて，さまざま
な世界像が描かれてきた．古代以来の世界像の変遷を検
証しつつ，農耕や治水など，自然と結びついた人間のい
となみをもとに育まれた思想について考察する．
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ISBN：9784007305474 ／底本 ISBN：9784000700054

日本思想大系 5　空海
川崎　庸之
A5 判・並製／ 452 頁／本体価格 7,000 円

真言宗の開祖である弘法大師空海の主著「十住心論」は，
心の在り方を分析し，人間精神の発展の頂点に密教を置
く．密教的教義を述べつつ，他宗の教義批判ともなって
おり，日本仏教史上最も深い思弁の書とされている．

ISBN：9784007306556 ／底本 ISBN：9784000700078

日本思想大系 7 往生伝 法華験記
井上 光貞 校注／大曾根 章介 校注
A5 判・並製／ 776 頁／本体価格 12,000 円

極楽往生をとげた人々の伝記を集めた仏教説話「日本往
生極楽記」「続本朝往生伝」「本朝神仙伝」「拾遺往生伝」
および天台僧鎮源の編んだ「大日本国法華経験記」に加
え，さらに五篇の往生伝を収める．

ISBN：9784007305269 ／底本 ISBN：9784000700085

日本思想大系 8
古代政治社会思想
山岸 徳平／竹内 理三／家永 三郎／
大曾根 章介
A5 判・並製／ 548 頁／本体価格 8,400 円

三善清行「革命勘文」「意見十二箇条」，宇多天皇「寛平
御遺誡」，藤原明衡「新猿楽記」，大江匡房「遊女記」「傀
儡記」ほか，「将門記」「陸奥話記」など二十二篇を収録．
原文及び訓み下し文を併記し，詳注を施した．

ISBN：9784007306686 ／底本 ISBN：9784000700092

日本思想大系 9 天台本覚論
多田 厚隆 校注／大久保 良順 校注／
田村 芳朗 校注／浅井 円道 校注
A5 判・並製／ 600 頁／本体価格 9,200 円

伝最澄「本理大綱集」「天台法華宗牛頭法門要纂」，伝良
源「本覚讃　註本覚讃」，伝源信「本覚讃釈」「真如観」
「三十四箇事書」，伝忠尋「漢光類聚」，心賀「相伝法門見聞」
など天台本覚思想の代表作九篇を所収．

ISBN：9784007305726 ／底本 ISBN：9784000700108

日本思想大系 10 法然 一遍
大橋　俊雄　校注
A5 判・並製／ 494 頁／本体価格 7,600 円

浄土宗の開祖法然の主著「選択本願念仏集」「往生要集釈」
「三部経大意」「無量寿経釈」「一枚起請文」「消息文」「七
箇条制誠」，及び時宗の開祖遊行上人一遍の言行録「一
遍上人語録」「播州法語集」を収める．

ISBN：9784007305856 ／底本 ISBN：9784000700115

日本思想大系 11 親鸞
星野 元豊 校注／石田 充之 校注／
家永 三郎 校注
A5 判・並製／ 596 頁／本体価格 9,000 円

浄土真宗の開祖親鸞は，その主著『教行信証』において
他力信心による現世での往生成仏を説き，真宗の哲学的
基礎づけをおこなった．真宗開宗の根本聖典にして，中
世日本が生みだした最高の思考の結晶．

ISBN：9784007306020 ／底本 ISBN：9784000700122

日本思想大系 12 道元（上）
寺田　透　校注／水野　弥穂子　校注
A5 判・並製／ 594 頁／本体価格 9,000 円

曹洞宗の開祖道元の主著「正法眼蔵」．中国に学び研鑚
して築き上げた独自の思想を門下の大衆に示すために和
文によって表現した根本聖典は，中世の哲学的思惟の最
高峰である．上巻には，第四十巻までを収録．
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ISBN：9784007306723 ／底本 ISBN：9784000700153

日本思想大系 15 鎌倉旧仏教
鎌田　茂雄　校注／田中　久夫　校注
A5 判・並製／ 580 頁／本体価格 8,800 円

南都教学の再生を志す中世仏教思想から，貞慶「解脱上
人戒律興行願書」，高弁「摧邪輪」，良遍「法相二巻抄」，
証定「禅宗綱目」，叡尊「興正菩薩御教誡聴聞集」，凝然「華
厳法界義鏡」など九篇を収録．

ISBN：9784007306327 ／底本 ISBN：9784000700160

日本思想大系 16
中世禅家の思想
市川 白弦 校注／入矢 義高 校注／
柳田 聖山 校注
A5 判・並製／ 586 頁／本体価格 9,000 円

中世臨済禅を代表する四人の代表作を収める．禅宗の独
立を主張した栄西の「興禅護国論」，五山文学の頂点を
示す中巌円月の思想書「中正子」，抜隊得勝の「塩山和
泥合水集」，一休宗純の全貌を示す詩偈集「狂雲集」．

ISBN：9784007307225 ／底本 ISBN：9784000700177

日本思想大系 17 蓮如 一向一揆
笠原　一男　校注／井上　鋭夫　校注
A5 判・並製／ 712 頁／本体価格 11,000 円

本願寺教団中興の英主蓮如の言行を伝える「御文（御文
章）」および「蓮如上人御一代聞書」をはじめとして，
一向一揆の動向を示す「本福寺跡書」「宮知論」「参州一
向宗乱記」「朝倉始末記」など，一八篇を収める．

ISBN：9784007305276 ／底本 ISBN：9784000700214

日本思想大系 21
中世政治社会思想（上）
石井 進／石母田 正／笠松 宏至／
勝俣 鎮夫／佐藤 進一
A5 判・並製／ 650 頁／本体価格 9,800 円

武家の最初の成文法典である「御成敗式目」や「建武式
目」など代表的な武家家法のほか，北条重時家訓，毛利
元就書状，隅田一族や松浦党の一揆契状，「竹崎季長絵詞」
などを収め，懇切な注釈と解説を加える．

ISBN：9784007305283 ／底本 ISBN：9784000700221

日本思想大系 22
中世政治社会思想（下）
笠松 宏至／佐藤 進一／百瀬 今朝雄
A5 判・並製／ 438 頁／本体価格 6,600 円

公家による諸法令，勘文，奏状類から，村々の掟書，百
姓や職人たちの申状，さらには，二条河原落書をはじめ
とする落書，祭文や盆踊唄の類まで，中世人の思想と生
活を伝える文献を百数十篇を集めて，懇切な注解を施し
た．

ISBN：9784007307492 ／底本 ISBN：9784000700146

日本思想大系 14 日蓮
戸頃　重基　校注／高木　豊　校注
A5 判・並製／ 626 頁／本体価格 9,500 円

日蓮宗の開祖日蓮の主要著作を収録．初期浄土教批判の
代表作「守護国家論」，五大部の「観心本尊抄」「撰時抄」
「報恩抄」，承久の乱の後鳥羽院に対する批判を含んだ「本
尊問答抄」など，全二十三篇．

ISBN：9784007306037 ／底本 ISBN：9784000700139

日本思想大系 13 道元（下）
寺田　透　校注／水野　弥穂子　校注
A5 判・並製／ 638 頁／本体価格 9,600 円

曹洞宗の開祖道元が，その独自の思想から禅の本質，伝
統，規範などについて論じた「正法眼蔵」は，中世の哲
学的思惟の最高峰である．下巻には第四十一巻から第
七十五巻まで，および十二巻「正法眼蔵」を収録．
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ISBN：9784007305146 ／底本 ISBN：9784000700238

日本思想大系 23
古代中世芸術論
林屋　辰三郎
A5 判・並製／ 816 頁／本体価格 12,000 円

芸術論の古典十五篇を収録．『教訓抄』『洛陽田楽記』『作
庭記』『入木抄』『古来風躰抄』『無名草子』『老のくりごと』
『君台観左右帳記』『珠光心の文』『専応口伝』『ひとりごと』
『禅鳳雑談』ほか．

ISBN：9784007305153 ／底本 ISBN：9784000700245

日本思想大系 24 世阿弥 禅竹
表　章／加藤　周一
A5 判・並製／ 586 頁／本体価格 9,000 円

中世が生んだ芸術論の極致，世阿弥の伝書をすべて収め
て，後継者禅竹の主要作を併載．世阿弥は，『風姿花伝』『花
鏡』『至花道』『三道』『申楽談儀』など二十二篇．禅竹は，
『六輪一露之記』『歌舞髄脳記』など八篇．

ISBN：9784007307133 ／底本 ISBN：9784000700382

日本思想大系 38　近世政道論
奈良本　辰也　校注
A5 判・並製／ 468 頁／本体価格 7,100 円

武士道を精神的支柱とする仁政の思想一六篇．池田光政
日記，徳川宗春「温知政要」，林子平「富国建議」，松平
定信「政語」，広瀬淡窓「迂言」，吉田東洋「時事五箇条」，
真木保臣「経緯愚説」，山県大弐「柳子新論」ほか．

ISBN：9784007307010 ／底本 ISBN：9784000700573

日本思想大系57 近世仏教の思想
柏原　祐泉／藤井　学　校注
A5 判・並製／ 596 頁／本体価格 8,900 円

真宗布教のために編纂された「妙好人伝」と日蓮宗不受
不施派の聖典である日奥「宗義制法論」をはじめ，大我
「三彝訓」，徳竜「僧分教誡三罪録」，竜温「総斥排仏弁」，
伝日典「妙正物語」，伝日遠「千代見草」の七篇．

ISBN：9784007306693 ／底本 ISBN：9784000700276

日本思想大系 27 近世武家思想
石井　紫郎　校注
A5 判・並製／ 544 頁／本体価格 8,200 円

黒田長政遺言，明君家訓，明訓一斑抄など近世武家の家
訓類八篇に，赤穂事件の記録を集成．堀部武庸筆記，赤
穂義人録（室鳩巣），復讐論（林鳳岡），四十六士論（佐
藤直方ほか），赤穂四十六士論（太宰春台）ほか．

ISBN：9784007308765 ／底本 ISBN：9784000700368

日本思想大系 36 荻生徂徠 上
吉川 幸次郎／丸山 眞男／西田 太一郎／
辻 達也 校注
A5 判・並製／ 452 頁／本体価格 6800 円

古学派に新風を開いて，古文辞学を樹立した荻生徂徠．
江戸思想史の分水嶺と位置づけられる徂徠学を多面的に
捉え，その知の全体像に迫る．本巻には主著である「弁道」
「弁名」「学則」「政談」の四作品を収録．

ISBN：9784007308772 ／底本 ISBN：9784000700368

日本思想大系 36 荻生徂徠 下
吉川 幸次郎／丸山 眞男／西田 太一郎／
辻 達也 校注
A5 判・並製／ 388 頁／本体価格 5900 円

本巻には，聖人の道こそが太平の世を実現するとした経
世済民の書である「太平策」を，詳細な注記とともに収録．
徂徠の詩文・書簡などを編纂した「徂徠集」より，言語観・
歴史観に関する主要な三十篇を精選して併収．
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ISBN：9784007301797 ／底本 ISBN：9784000208925

論理学史
山下　正男
B6 判・並製／ 284 頁／本体価格 4,200 円

論理学の生成と成熟を西欧思想史の文脈のなかに見定
め，そのドラマを抽象的構造学の一分科の発展史として
捉えなおす意欲作．論理学史と思想史の接点に新たな光
を投げかける．年表・文献・索引付．

ISBN：9784007301568 ／底本 ISBN：9784000264082

ローカル・ノレッジ
解釈人類学論集
クリフォード・ギアーツ／梶原 景昭 訳／
小泉 潤二 訳／山下 晋司 訳／山下 淑美 訳
四六判・並製／ 446 頁／本体価格 6,500 円

「われわれ自身のものではない理解をわれわれが理解す
るとはどういうことか」．固有の知の領域への内在を説
いた表題作のほか，脱領域的な文化批評の実践を集成し，
人類学の文化理論としての可能性を切り開く．

ISBN：9784007306471 ／底本 ISBN：9784000254571

幼児期と歴史
経験の破壊と歴史の起源
ジョルジョ・アガンベン／上村 忠男 訳
四六判・並製／ 272 頁／本体価格 4,100 円

近代の彼方を透視しようとする発見術的思考──閉塞した現代の
思想空間に新生面を拓きつつあるアガンベンの初期著作．世界経
験の崩壊と実存の命運に新しい表現を与えるための方法として，
ベンヤミンに学びつつ言語と歴史の理論の礎石を据える．「幼児
期」という革命的アイデアと，方法としての「遊び」をめぐる考
察とを収めた，独創的な思想家の出発を告げる書．

ISBN：9784007301032 ／底本 ISBN：9784000264181

連帯と自由の哲学
二元論の幻想を超えて
R．ローティ／冨田　恭彦　訳
四六判・並製／ 306 頁／本体価格 4,200 円

「真理の試金石は自由な議論だけである」．哲学に対する
民主主義の優位を主張する著者は，あらゆる思索の目標
を，人間のより一層興味深い在り方を多様に提示するこ
とだと考える．今日のプラグマティズムの最良の結晶．

ISBN：9784007307355 ／底本 ISBN：9784000700597

日本思想大系 59 近世町人思想
中村　幸彦　校注
A5 判・並製／ 448 頁／本体価格 6,800 円

庶民の通俗教訓書と商家の家訓をとおして江戸時代の町
人の倫理意識をさぐる．町人道の初歩の教訓書「長者教」，
寒河正親「子孫鑑」，西川如見「町人嚢」など庶民の教
訓書七篇に，島井・鴻池・三井の三家の家訓を収める．

ISBN：9784007307508 ／底本 ISBN：9784000700610

日本思想大系 61 近世芸道論
西山 松之助 校注／渡辺 一郎 校注／
郡司 正勝 校注
A5 判・並製／ 700 頁／本体価格 11,000 円

茶，花，香の道をはじめ，音曲，芝居から武芸にいたる
まで，江戸時代の芸道論を集成．芸道の古典「南方録」，
花道の「立花大全」，香道の「香之書」，柳生宗矩「兵法
家伝書」，宮本武蔵「五輪書」など十五篇を収める．

ISBN：9784007308789 ／底本 ISBN：9784000013949

津田左右吉の思想史的研究
家永　三郎
A5 判・並製／ 624 頁／本体価格 14000 円

津田は大正デモクラシーの精神を学問的にもっともみご
とに代表する思想家・研究家であった．その思想を，青
年時代の形成過程から戦時中の筆禍事件を経て戦後に至
るまで，統一的に把握することを試みた労作．
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ISBN：9784007305290 ／底本 ISBN：9784000221474

いのちの平等論
現代の優生思想に抗して
竹内　章郎
四六判・並製／ 290 頁／本体価格 4,200 円

「弱者」のための生命倫理．ベッドサイドは常に社会との関
係のうちにある．共同性から切り離された，病んだ生物とし
ての個体とは抽象に過ぎない．障害者・高齢者差別と生命操
作に道を開き現代版の優生思想を支える生命観を告発する．
「能力の共同性論」という新しい人間観への挑戦．社会の能
力主義的再編に抗して．

ISBN：9784007306143 ／底本 ISBN：9784000234597

宿神論 日本芸能民信仰の研究
服部　幸雄
A5 判・並製／ 318 頁／本体価格 8,800 円

日本中世において芸能に生きた人々は，その呪術的職能
に基づく独自の信仰世界を有していた．猿楽始源伝承に
登場する「後戸の神」の検証や宿神像の考察など，芸能
民信仰の特質を究明し続けた著者の代表的著作．

ISBN：9784007301377 ／底本 ISBN：0

風俗訳譜
山井　基清
B5 判・並製／ 114 頁／本体価格 3,200 円

平安時代にはひろく歌われた日本最古の純日本的な歌曲
「風俗訳譜」．鎌倉時代の中期以降断絶していたけれども，
墨譜「風俗古譜」を手がかりとして，著者の数十年に亘
る努力の結果，一四曲が五線紙上に再現された．

ISBN：9784007301384 ／底本 ISBN：0

催馬楽訳譜
山井　基清
B5 判・並製／ 312 頁／本体価格 7,000 円

僅か数曲しか旋律が伝えられていなかった催馬楽を，笛
の自然音階から解き明かし，61 首全曲の訳譜を完成．
催馬楽を初めて現代に再現した．雅楽本来の諸旋法を紹
介すると共に催馬楽の起源についても考察を加えた．

ISBN：9784007307188 ／底本 ISBN：9784000234641

人種の表象と社会的リアリティ
竹沢　泰子　編
A5 判・並製／ 336 頁／本体価格 7,800 円

社会的構築物にすぎない「人種」がいまだに強固な社会
的リアリティをもつと信じられているのはなぜだろう
か．そのリアリティを生み出すものとして，様々なメディ
アや言説を通した「人種の表象」の主体的役割に光をあ
てた刺激的考察を集める．

ISBN：9784007305382 ／底本 ISBN：9784000028608

文化の読み方／書き方
クリフォード・ギアーツ／森泉 弘次 訳
四六判・並製／ 298 頁／本体価格 4,500 円

フィールドワークをふまえて民族誌を著わそうとする人類学者た
ちにとって，「書く」行為とは何か．彼らは世界各地の民族・文
化とどうかかわり，それをどのように記述してきたか．「劇場国家」
論などで知られる著者が，レヴィ＝ストロース，マリノフスキー，
ルース・ベネディクトらの主要著作を批判的に検討しながら，文
化人類学の本質と課題を明らかにする．

ISBN：9784007301056 ／底本 ISBN：9784000000390

アリストテレスの倫理思想
岩田　靖夫
A5 判・並製／ 504 頁／本体価格 11,000 円

アリストテレス倫理学の根幹をなす人間性の存在論的了
解を，実践理性，行為，自由意志をめぐる言説の綿密な
分析と，徳・正義・愛・観想等の主題群を再編すること
により浮彫りにし，その全体構造を提示する
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ISBN：9784007307928 ／底本 ISBN：0

旧約聖書 I　（下）
律法 民数記 申命記
旧約聖書翻訳委員会　訳
B6 判・並製／ 420 頁／本体価格 6,400 円

ISBN：9784007307911 ／底本 ISBN：0

旧約聖書 I　（上）律法 創世記 
出エジプト記 レビ記
旧約聖書翻訳委員会　訳
B6 判・並製／ 460 頁／本体価格 6,900 円

旧約の世界の中心をなす五つの書 ( 律法 ) を集成．天地
創造からモーセの死まで，イスラエル民族最初期の壮大
な歴史叙述に，神の声が通奏低音を奏でる．聖書学の進
展を，訳文と傍注・用語解説に反映する．

ISBN：9784007308024 ／底本 ISBN：9784000020572

現代語訳 碧巌録（中）
末木　文美士　編
A5 判・並製／ 472 頁／本体価格 11,000 円

北宋晩期に成立した『碧巌録』は，「宗門第一の書」と
して日本の禅に多大な影響を与えた．禅教本の最高峰を，
従来の解釈から解き放ち，詳細な注と画期的な現代語訳
でおくる．中巻には第三十一則から第七十則までを収録．

ISBN：9784007303586 ／底本 ISBN：9784000017251

世阿弥の能芸論
西尾　実
四六判・並製／ 518 頁／本体価格 7,800 円

戦前・戦後を通して世阿弥研究に多大な業績を残した碩
学の論文集．「世阿弥の人と芸術」をはじめ，「世阿弥の
演能論における「時」の意義」「勘と感」「世阿弥の幽玄論」
など珠玉の論考を収録した代表的著作．

ISBN：9784007305023 ／底本 ISBN：9784000237277

存在の一義性を求めて
ドゥンス・スコトゥスと
13 世紀の〈知〉の革命
山内　志朗
A5 判・並製／ 360 頁／本体価格 7,000 円

中世には，生死に直結する，生々しい思想闘争と〈知〉
の革命があった．神と人間との関係と存在の理解をめぐ
り，スコトゥスが記した巨大な一歩の意義とは何か．存
在の問題を羅針盤とする，豊饒な思想の海への航海．

ISBN：9784007307904 ／底本 ISBN：9784000020565

現代語訳 碧巌録（上）
末木　文美士　編
A5 判・並製／ 512 頁／本体価格 12,000 円

北宋晩期に成立した『碧巌録』は，「宗門第一の書」と
して日本の禅に多大な影響を与えた．禅教本の最高峰を，
従来の解釈から解き放ち，詳細な注と画期的な現代語訳
でおくる．上巻には第三十則までを収める．

ISBN：9784007308154 ／底本 ISBN：9784000020589

現代語訳 碧巌録（下）
末木 文美士
A5 判・並製／ 412 頁／本体価格 9,300 円

北宋晩期に成立した『碧巌録』は，「宗門第一の書」と
して日本の禅に多大な影響を与えた．禅教本の最高峰を，
従来の解釈から解き放ち，詳細な注と画期的な現代語訳
でおくる．下巻には第七十一則から第百則を収録．
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ISBN：9784007308178 ／底本 ISBN：9784000261838

旧約聖書 Ⅲ下 預言書
エゼキエル書 十二小預言書
旧約聖書翻訳委員会
B6 判・並製／ 466 頁／本体価格 7,000 円

神と人とをつなぐ言葉の森へ．亡国と離散の動乱の中で，
救済の希望を語り，神との新しい契約を告げ，民族再生
の道を示そうとしたイスラエル預言者．旧約と新約との
架け橋ともなった，比喩と象徴の世界を読む．

ISBN：9784007308253 ／底本 ISBN：9784000261845

旧約聖書 Ⅳ上
諸書詩篇 ヨブ記
旧約聖書翻訳委員会
B6 判・並製／ 456 頁／本体価格 6,900 円

生の現実をリアルに映して，旧約世界の豊饒さを示す，
詩と思索と物語．上巻は，祈りと賛美のうちに，真の生
を求める魂のうめきを奏でた「詩篇」と，悪を不条理を
めぐる対話「ヨブ記」を収録．

ISBN：9784007308260 ／底本 ISBN：9784000261845

旧約聖書 Ⅳ中 諸書箴言 ルツ記
雅歌 コーヘレト書 哀歌 エステル記
ダニエル書 エズラ記 ネヘミヤ記
旧約聖書翻訳委員会
B6 判・並製／ 334 頁／本体価格 5,100 円

生の現実をリアルに映して，旧約世界の豊饒さを示す，
詩と思索と物語．中巻は，イスラエルの知恵の集大成・
箴言，人と世界へのリアルな洞察を綴る「コーヘレト書」，
そして愛と哀しみを歌う詩と，民族の年代記に生きる知
恵を探ろうとする物語群を収録．

ISBN：9784007308277 ／底本 ISBN：9784000261845

旧約聖書 Ⅳ下　諸書 歴代誌
旧約聖書翻訳委員会
B6 判・並製／ 394 頁／本体価格 6,000 円

生の現実をリアルに映して，旧約世界の豊饒さを示す，
詩と思索と物語．下巻「歴代誌」は，旧約の最後に位置し，
民族の歴史を総合する文書．系譜をたどって列記される
人名に語源的な注記を加え，随所に挿入した図像とあわ
せて，読解の幅を拡げる．神と人との関わりの歴史がイ
メージ豊かに立ち上がる．

ISBN：9784007308031 ／底本 ISBN：0

旧約聖書 II　歴史書（上）
―ヨシュア記 士師記 サムエル記
旧約聖書翻訳委員会　訳
B6 判・並製／ 370 頁／本体価格 5,600 円

約束の地カナンの征服からエルサレム陥落まで．王国の
興亡，ダビデとソロモンの物語――神の約束と人間の悲
喜劇をつなぐ，古代イスラエルの力強く大らかな英雄た
ちの年代記．

ISBN：9784007308048 ／底本 ISBN：0

旧約聖書 II　歴史書（下）
―列王記
旧約聖書翻訳委員会　訳
B6 判・並製／ 316 頁／本体価格 4,600 円

ISBN：9784007308161 ／底本 ISBN：9784000261838

旧約聖書 Ⅲ上 預言書
イザヤ書 エレミヤ書
旧約聖書翻訳委員会
B6 判・並製／ 440 頁／本体価格 6,600 円

神と人とをつなぐ言葉の森へ．亡国と離散の動乱の中で，
救済の希望を語り，神との新しい契約を告げ，民族再生
の道を示そうとしたイスラエル預言者．旧約と新約との
架け橋ともなった，比喩と象徴の世界を読む．
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ISBN：9784007308741 ／底本 ISBN：9784000069014

言語の科学 1
言語の科学入門
松本 裕治／今井 邦彦／田窪 行則／
橋田 浩一／郡司 隆男
菊判・並製／ 206 頁／本体価格 5200 円

言語の本質は何なのか．あらゆる言語に共通する性質は
存在するのか．本シリーズ全体の基礎として，言語につ
いてのさまざまな考え方と最新の情報科学的見方を紹介
し，言語を科学的にとらえるアプローチを提唱する．

ISBN：9784007308758 ／底本 ISBN：9784000069021

言語の科学 2　音声
田窪 行則／前川 喜久雄／窪薗 晴夫／
本多 清志／白井 克彦／中川 聖一
菊判・並製／ 274 頁／本体価格 6500 円

音声の産出から認識までのプロセス全体を，生物学的基
礎から，音声学，音韻論，コンピュータによる応用まで，
重層的にとらえる．最適性理論など，音声の理論的研究
の最新の成果を紹介し，話し言葉研究の全体像を示す．

ISBN：9784007308857 ／底本 ISBN：9784000069038

言語の科学 3　単語と辞書
松本 裕治／影山 太郎／永田 昌明／
齋藤 洋典／徳永 健伸
菊判・並製／ 238 頁／本体価格 5800 円

言語学と言語処理の両面で単語のもつ情報が重要視され
るようになった．語内部の仕組みを担う形態論，単語を
同定し語形変化を解析する形態素解析，心的辞書内の語
の表現とアクセス，言語処理に用いる辞書の概要を解説．

ISBN：9784007308864 ／底本 ISBN：9784000069045

言語の科学 4　意味
郡司 隆男 編著／阿部 泰明／
白井 賢一郎／坂原 茂／松本 裕治
菊判・並製／ 214 頁／本体価格 5300 円

意味の研究は比較的歴史が新しい．語や文の意味とは何
か，どう記述するかといった基本的な問題を押さえ，モ
ンタギュー意味論の展開と，認知的意味論の方法論，自
然言語処理における表現と計算機構について解説する．

ISBN：9784007308970 ／底本 ISBN：9784000069052

言語の科学 5 文法
益岡 隆志／仁田 義雄／郡司 隆男／
金水 敏
菊判・並製／ 198 頁／本体価格 5000 円

文法の研究は言語研究の要である．本書ではまず，文法
とは何か，文や単語はどのような機能をもつのかを明確
にする．そしてこれまでの日本語研究の成果をもとに，
文法の基礎概念を広く解説し，日本語の文法の全体像を
紹介する．

ISBN：9784007308987 ／底本 ISBN：9784000069069

言語の科学 6 生成文法
田窪 行則／稲田 俊明／中島 平三／
外池 滋生／福井 直樹
菊判・並製／ 256 頁／本体価格 6200 円

生成文法は言語についての考え方を大きく変革し，一大
潮流をなしている．生成文法では言語をどのようにとら
え，何をめざしているのか．人間の言語機能についての
考え方と，文法理論の発展をわかりやすく紹介する．

ISBN：9784007309076 ／底本 ISBN：9784000069076

言語の科学 7 談話と文脈
田窪 行則／西山 佑司／三藤 博／
片桐 恭弘／亀山 恵
菊版・並製／ 200 頁／本体価格 5100 円

現実の場面での言葉の使われ方や，複数の文にわたる言
語現象について解説．具体的な状況の下での聞き手によ
る発話解釈の機構，談話の意味解釈，整合性と結束性を
中心とする談話の分析，対話を実現する計算論を紹介す
る．



94

ISBN：9784007309083 ／底本 ISBN：9784000069083

言語の科学 8 言語の数理
長尾 真／中川 裕志／松本 裕治／
橋田 浩一 /John A．Bateman
菊版・並製／ 242 頁／本体価格 5900 円

言語をコンピュータで処理するには言語を数理的にモデ
ル化することが不可欠である．モデル化の基本となる集
合論から，文法・構文解析のモデル，自然言語を記述す
る文法形式，統語解析の計算過程，文生成まで，具体的
に紹介．

ISBN：9784007309175 ／底本 ISBN：9784000069090

言語の科学 9 言語情報処理
長尾 真／黒橋 禎夫／佐藤 理史／
池原 悟／中野 洋
菊版・並製／ 236 頁／本体価格 5,800 円

コンピュータを使った言語処理について，文字の入出力，
整列・検索・照合をはじめとした言語処理の基本と，必
要な情報を効率的に確実に探すための技法を紹介．機械
翻訳の現状と，言語の性質を調べる統計的手法を述べる．

ISBN：9784007309182 ／底本 ISBN：9784000069106

言語の科学 10 言語の獲得と喪失
橋田 浩一／大津 由紀雄／今西 典子／
ヨセフ・グロッズィンスキー／錦見 美貴子
菊版・並製／ 208 頁／本体価格 5,200 円

子どもは言語をどう身につけるのか．生成文法の言語観
をもとに，言語機能を人間の生得的な認知能力の一つと
してとらえ，言語獲得のプロセスをさまざまな角度から
解明する．基礎理論から脳との関係，学習モデルまで紹
介する．

ISBN：9784007309281 ／底本 ISBN：9784000069113

言語の科学 11
言語科学と関連領域
大津 由紀雄／坂本 勉／乾 敏郎／
西光 義弘／岡田 伸夫
菊版・並製／ 208 頁／本体価格 5,600 円

人間は言語をどう理解し産出しているのか．言語は脳の
どこでどう処理されているのか．言語理論や言語獲得の
研究とともに進展してきたこれらの問題を扱った後，言
語の系統発生に関する仮説，言語教育への応用を紹介す
る．

ISBN：9784007309410 ／底本 ISBN：9784000063135

ことばの意味とはなんだろう
意味論と語用論の役割
今井 邦彦／西山 佑司
A5 判・並製／ 326 頁／本体価格 4,900 円

ことばの意味は意味論と語用論の境界を曖昧にしたまま
論じられてきたが，関連性理論が両者の守備範囲を初め
て明確にした．語用論的意味が意味論的意味に制約され
ていることを論じ，意味の科学のあるべき姿を提示．

ISBN：9784007309472 ／底本 ISBN：9784000260206

岩波テキストブックス
発達心理学 ことばの獲得と教育
内田 伸子
A5 判・並製／ 272 頁／本体価格 3,300 円

子どもの発達の背後にある認知や言語のメカニズム，心
の初期構造や情報処理のメカニズム，内的表象の変化な
どを認知科学の知見を踏まえて解説．発達過程の分析と
ともに，その過程に対する教育や支援の方策を示す．豊
富な事例や図表，学習を深めるための図書案内などを含
む．教育系大学で使用されてきたわかりやすいテキスト．
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ISBN：9784007301438 ／底本 ISBN：9784000021395

マネジメント・コントロールの理論
伊丹　敬之
A5 判・並製／ 294 頁／本体価格 7,000 円

企業活動の成果は経営の巧拙にかかっている．経営とい
う複雑な営みのなかで重要な位置を占めるマネジメン
ト・コントロールの基本的な構造と経営行動を考えるた
めの枠組みを提供し，経営管理制度の複合性を解明する．

ISBN：9784007300349 ／底本 ISBN：4000003038

貨幣と利子の動態
貨幣経済の性格
鬼頭　仁三郎
A5 判・並製／ 538 頁／本体価格 11,000 円

貨幣経済の性格を究めることにより貨幣と利子の動態を
把握しようとした本書は，貨幣分析の方法を確立し，長
期利子率と短期利子率の関係を解明することによって，
未墾の分野を開拓した先駆的な業績である．

ISBN：9784007305429 ／底本 ISBN：0

ウィリアム・ペティ
その政治算術＝解剖の生成に
関する一研究
松川　七郎
A5 判・並製／ 538 頁／本体価格 12,000 円

「経済学の父」「統計学の創始者」と言われ，イギリス市
民革命の時代にきわめて多岐にわたる社会的実践活動に
携わったペティ．本書は，著者が蒐集した豊富な資料と
綿密な分析をもってペティの生涯とその学問の全容示
す．

ISBN：9784007305900 ／底本 ISBN：9784000286770

ケインズ理論とは何か
市場経済の金融的不安定性
ハイマン・P．ミンスキー／堀内 昭義 訳
四六判・並製／ 320 頁／本体価格 4,700 円

金融市場に関わる独自な分析枠組みこそケインズ『一般
理論』の本質であることを明らかにし，金融不安定性
で混迷する現代経済への対応策を導き出そうとした書．
リーマンショック後に再評価された著者の思考を改めて
読み解く．

ISBN：9784007302732 ／底本 ISBN：9784000043212

モダン・エコノミックス 1
ミクロ経済学　I
奥野　正寛／鈴村　興太郎
A5 判・並製／ 320 頁／本体価格 4,800 円

現実の経済ではどのような資源配分が行なわれ，望まし
い配分のためにどんな制度的仕組を設計するか．ミクロ
経済学の基礎を確実に習得することを目標にして，双対
性アプローチを活用することで直観的理解を容易にし
た．

ISBN：9784007302749 ／底本 ISBN：9784000043229

モダン・エコノミックス 2
ミクロ経済学　II
奥野　正寛／鈴村　興太郎
A5 判・並製／ 450 頁／本体価格 6,800 円

経済主体による個別的意思決定の社会全体としての整合
性と効率性について論じる．双対性アプローチの経済分
析への応用面を明らかにし，ゲーム理論も解説する．基
礎を踏まえた上でミクロ経済学のフロンティアへ導く
書．

ISBN：9784007304910 ／底本 ISBN：9784000043250

モダン・エコノミックス 5
企業の経済学
青木　昌彦／伊丹　敬之
A5 判・並製／ 268 頁／本体価格 4,100 円

現代産業社会の企業行動そのものを対象にして，なぜ企
業はそのような行動をとるのかを解明．その射程は「イ
ノベーションと企業家精神」にまで及ぶ．「市場の動き」
の説明に終始した伝統的枠組を超えた画期的な書．
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ISBN：9784007303562 ／底本 ISBN：9784000043335

モダン・エコノミックス 13
所得と富
石川　経夫
A5 判・並製／ 480 頁／本体価格 7,200 円

人々の豊かさの感覚を規定する要因は何か．所得を生み
出すプロセスの質はどうか．新古典派と制度派，近代経
済学とマルクス経済学を共通の分析枠組で位置づけた，
労働市場の実証分析に裏づけられた名著．

ISBN：9784007304927 ／底本 ISBN：9784000043359

モダン・エコノミックス 15
国際金融
浜田　宏一
A5 判・並製／ 280 頁／本体価格 4,200 円

日々刻々変化する国際金融情勢を経済学はどうとらえる
のか．為替レートの決定要因をはじめとする諸問題をわ
かりやすく解説し，同時に国際金融現象の背後にある論
理を解明する．国際経済の実際と経済理論を学ぶテキス
ト．

ISBN：9784007303555 ／底本 ISBN：9784000043403

モダン・エコノミックス 20
不均衡動学の理論
岩井　克人
A5 判・並製／ 318 頁／本体価格 4,800 円

ヴィクセルの不均衡累積過程の理論を再構築し，新たな
立場からケインズ的経済理論を展開する．伝統的な「経
済学的思考」への理論的挑戦であるとともに，ケインズ
主義者対古典派復活論者の論争の地平を超える大作．

ISBN：9784007306624 ／底本 ISBN：9784000043441

モダン・エコノミックス 24
経済思想
猪木　武徳
A5 判・並製／ 260 頁／本体価格 4,000 円

自由主義経済の強さと限界はどこにあるか．市場，政府，
貨幣・信用，消費・生産，労働・知識など経済思想を構
成する基本要素の淵源に遡る．そして「自由は何のため
に擁護されねばならないか」という問いへの回答を試み
る．

ISBN：9784007302947 ／底本 ISBN：9784000009980

ワルラス 純粋経済学要論
久武　雅夫　訳
A5 判・並製／ 568 頁／本体価格 8,600 円

近代経済学の基礎を構築した不朽の古典．ワルラスが本
書で展開した均衡理論は，ミクロ理論の枠組みを提供す
るなど，その後の経済理論に多大の影響を与えた．現代
においてもテキストとしての有用性はきわめて大きい．

ISBN：9784007300103 ／底本 ISBN：4000003321

開発経済学の基本問題
石川　滋
A5 判・並製／ 352 頁／本体価格 9,100 円

市場経済が未発達であることは，開発途上国の経済発展
にいかなる意味をもつのか．市場経済を前提として構築
された従来の開発理論の批判の上に「むら共同体」や「国
家経済」などの制度・組織の側面を重視する理論を提唱．

ISBN：9784007304699 ／底本 ISBN：9784000224819

環境経済学　新版
宮本　憲一
A5 判・並製／ 378 頁／本体価格 5,700 円

日本で最初に『環境経済学』として刊行されたテキスト
の全面改訂版．九〇年代以降の環境問題の本質と経済の
グローバル化との関係，また今後環境政策の中で最も重
視すべきアメニティ対策を公害と連続した視点で論じ
る．
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ISBN：9784007301506 ／底本 ISBN：0

経済学の国民的体系
フリードリッヒ・リスト／小林 昇 訳
A5 判・並製／ 600 頁／本体価格 13,000 円

ドイツ歴史学派の先駆者リストによる，世界史的洞察力
に充ちた名著．経済学に歴史的方法を導入し，古典学派
に対抗する独自の経済発展段階理論を構築した本書は，
現代まで広く影響を及ぼしてきた．詳細な解説付．

ISBN：9784007300356 ／底本 ISBN：4000004611

現代経済学の数学的方法
位相数学による分析入門
二階堂　副包
A5 判・並製／ 348 頁／本体価格 9,000 円

近代数学を初歩から解説して主要な経済問題への適用法
を説明した基本書．産業連関分析，線型計画問題，最大
最小値問題，生産理論，ゲーム理論と鞍点問題，ノイマン・
モデル，消費者行動の分析，均衡解の存在などを扱う．

ISBN：9784007303807 ／底本 ISBN：9784000227612

現代時系列分析
田中　勝人
A5 判・並製／ 404 頁／本体価格 6,200 円

株価・為替レートや GDP などの経済データの解析をは
じめとして，現代の経済分析に不可欠な時系列分析．そ
の手法について，古典的に重要な事項から最新のトピッ
クスまでを丁寧にまとめた中・上級のテキスト．

ISBN：9784007306914 ／底本 ISBN：9784000284028

新装版　経済数学教室 2
線型代数の基礎　下
小山　昭雄
A5 判・並製／ 314 頁／本体価格 4,800 円

個別経済主体の最適化行動の分析や資産選択の問題など
で必要な二次形式の理論を，次にベクトルと幾何学，ベ
クトル空間の線型写像，線型変換の構造を扱う．付録と
して統計学の分野で使われる一般逆行列の要点も解説す
る．

ISBN：9784007302084 ／底本 ISBN：9784000227353

経済解析　展開篇
宇沢　弘文
B5 判・並製／ 732 頁／本体価格 21,000 円

『基礎篇』で導入した経済解析の考え方と分析手法を精
緻化し，地球環境問題をはじめ社会的共通資本にかかわ
る現代的な諸課題を考察，あわせて新しい経済学への展
望を語り，経済学研究に志をもつ読者への期待を込める．

ISBN：9784007309137 ／底本 ISBN：9784000284042

新装版 経済数学教室 4 
線型代数と位相下
小山　昭雄
A5 版・並製／ 326 頁／本体価格 4,900 円

線型代数と経済理論の結びつきを示す代表的なテーマ─
─産業連関分析で重要な非負行列，線型計画法，ゲーム
理論の基礎，線型経済モデルなど──を解説，付録では
位相空間をとりあげる．この巻で「線型代数篇」は完結
する．

ISBN：9784007307997 ／底本 ISBN：9784000041935

経済数学教室 3
線型代数と位相（上）
小山　昭雄
A5 判・並製／ 342 頁／本体価格 5,100 円

実数の性質を考察し，それを n次元実数ベクトル空間へ
一般化する．ついで産業連関論，線型計画法などで重要
な線型不等式と凸集合を解説，さらに不動点定理を説明
したあと複素数を扱い，代数学の基本定理を証明する．
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ISBN：9784007307676 ／底本 ISBN：9784000284097

新装版　経済数学教室 9
確率論
小山　昭雄
A5 判・並製／ 442 頁／本体価格 6,700 円

経済学や経営学に必要な数学の一つとして「確率論」は
ますます重要になってきた．この本では，確率論の基礎
概念から始めて，デリバティブ理論の基礎になった「伊
藤の公式」に代表される確率微分方程式にいたるまで，
ていねいに説明する．

ISBN：9784007306778 ／底本 ISBN：9784000236195

成長理論　第 2 版
ロバート・M．ソロー／福岡 正夫 訳
A5 判・並製／ 288 頁／本体価格 6,600 円

「新古典派成長理論」の生みの親でノーベル経済学賞を
受賞した著者が，自らの理論を整理し，1980 年代に登
場した「内生的成長理論」を検討・批判することで，そ
の再構築を行う．経済成長について必読のテキスト．

ISBN：9784007305443 ／底本 ISBN：9784000099714

アジア経済研究所叢書 2
ファミリービジネスのトップマネジメント
アジアとラテンアメリカにおける企業経営
星野　妙子　編／末廣　昭　編
A5 判・並製／ 302 頁／本体価格 7,100 円

グローバル化の進展によって世界のファミリービジネス
は大きく変わりつつある．近年の変化のなかでも，ファ
ミリービジネスの成長を制約する要因として特に重要と
考えられている経営を担う人材に焦点を絞り，実証的に
考察．豊富な資料を駆使した分析から，今日のファミリー
ビジネスの実態が明らかになる．

ISBN：9784007305597 ／底本 ISBN：9784000099738

アジア経済研究所叢書 4
貧困削減戦略再考
生計向上アプローチの可能性
山形　辰史　編
A5 判・並製／ 280 頁／本体価格 6,700 円

貧困を削減するにはどのような方法があるのか．高度成
長期の日本を含めた世界の開発途上国の事例分析を通じ
て，貧困の削減に有益な経済発展のパターンとそれを支
える制度を追究し，従来の公共支出・サービスによる貧
困削減戦略ではなく，貧困層自らが経済主体として生計
向上に取り組むための新たな戦略を探る．

ISBN：9784007306921 ／底本 ISBN：9784000284080

新装版　経済数学教室 8
ダイナミック・システム　下
小山　昭雄
A5 判・並製／ 320 頁／本体価格 4,900 円

変分法および動的計画法（DP）と最適制御理論を扱う．
最適径路問題，条件付き極値問題，設備更新や在庫管理
など様々な構造をもった問題を定式化する DPの考え方
を学び，時間とともに変化するシステムの効率的制御の
理論を解説する．

ISBN：9784007307669 ／底本 ISBN：9784000284073

新装版　経済数学教室 7
ダイナミック・システム　上
小山　昭雄
A5 判・並製／ 338 頁／本体価格 5,100 円

時間の経過に伴う経済の変化を捉えるための基礎とし
て，まず差分法，和分法，差分方程式を学ぶ．ついで景
気変動や経済成長など経済動学の分野で重要な微分方程
式をマスターし，最後に経済均衡の安定性について考え
る．

ISBN：9784007307652 ／底本 ISBN：9784000284059

新装版　経済数学教室 5
微分積分の基礎　上
小山　昭雄
A5 判・並製／ 342 頁／本体価格 5,200 円

第 5 巻では，経済学を学ぶうえでの常識としてされて
いる微分積分の基本を簡潔明快に説明する．一変数関数
の場合から多変数関数の微分まで独習できるように配慮
し，特に経済理論で頻繁に使われる偏微分について詳し
く解説．
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ISBN：9784007301841 ／底本 ISBN：9784000006132

経済解析　基礎篇
宇沢　弘文
B5 判・並製／ 670 頁／本体価格 18,000 円

現代経済学の研究を志す人々，そしてその理論の源流を
探りたい人々のために経済解析の基礎的事項とその分析
手法を解説．永年の研究成果のうえに体系化を試みた，
「宇沢経済学」の展開であり，現代経済学の真髄を示した．

ISBN：9784007300943 ／底本 ISBN：0

現代経済学の基本問題
古谷　弘
A5 判・並製／ 260 頁／本体価格 6,500 円

若くして亡くなった経済学者の遺著．経済均衡の算定分
析・動学的過程の特殊タイプ，レオンチェフ・モデル，
資本蓄積経路の有効条件，動学的投入産出モデルとその
均衡的成長などの課題を分析した画期的労作．

ISBN：9784007305603 ／底本 ISBN：9784000227841

現代日本の労働経済
分析・理論・政策
石水　喜夫
A5 判・並製／ 284 頁／本体価格 4,300 円

市場経済学に代わる新たな労働経済論とはどのようなも
のか．長年「労働経済白書」の執筆に携わった著者が，
現代社会が抱える労働問題を豊富なデータから多角的に
描き出し，経済理論と政策論の枠組みを描く．

ISBN：9784007302244 ／底本 ISBN：9784000228022

国際マクロ経済学
小野　善康
A5 判・並製／ 338 頁／本体価格 8,000 円

現代マクロ経済学の基本である動学的考え方を前提にし
て，好況・不況や失業についても説明可能な国際経済分
析の新しい基礎的枠組みを提示．さらに各国のマクロ経
済政策の国際波及効果を分析した，画期的なテキスト．

ISBN：9784007300172 ／底本 ISBN：4000011065

戦前期 日本経済成長の分析
中村　隆英
A5 判・並製／ 374 頁／本体価格 9,600 円

明治初年から太平洋戦争前夜までの日本経済の発展を，
数量経済史の視点から，マクロ的に分析．日本資本主義
論争以来「通説」となっていた戦前の日本経済のイメー
ジを，実証分析によって書き改めた画期的な研究．

ISBN：9784007305757 ／底本 ISBN：9784000099752

アジア経済研究所叢書 6
途上国石油産業の政治経済分析
坂口　安紀　編
A5 判・並製／ 240 頁／本体価格 4,500 円

アジア，アフリカ，ラテンアメリカなどの中東以外の産
油国において，石油政策，石油産業はどう展開している
のか．石油をめぐってせめぎあう国家と企業，中央と地
方という二つの分析軸からその現状を浮かび上がらせ，
世界の産油国の実態をより立体的に描くことをめざす意
欲的研究．

ISBN：9784007305917 ／底本 ISBN：9784000099769

アジア経済研究所叢書 7
韓国財閥の成長と変容
四大グループの組織改革と資源配分構造
安倍　誠
A5 判・並製／ 204 頁／本体価格 3,600 円

韓国財閥は，1960 年代半ばからの開発政策と輸出振興策に
積極的に呼応することによって急速な拡大を遂げた．その後，
政府は政策転換し，1997 年には通貨危機が起こったが，そ
れらの環境の変化に財閥はどのように対応し，成長を続けて
きたのか．上位四グループの組織管理機構とその下での資源
配分（人材と資金）に着目し分析する．
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ISBN：9784007300035 ／底本 ISBN：0

経済学と歴史認識
平田　清明
A5 判・並製／ 598 頁／本体価格 9,300 円

マルクスが 19 世紀産業資本主義をどのように把握し，
世界史像を形成していたか．「経済学批判要綱」「資本論」
などの研究を通じて考察する．

ISBN：9784007304002 ／底本 ISBN：9784000227285

経済大国興亡史　（上）
1500 － 1990
チャールズ・P．キンドルバーガー／
中島　健二　訳
四六判・並製／ 272 頁／本体価格 4,200 円

繁栄を極めた経済大国がなぜ衰退の道を歩むのか，再生
の道は残されているのか──人間の一生に似て，国家に
も生命力あふれた成長の時代もあれば，老化・衰退の時
代もあるという視点から，国際経済学・比較経済史の碩
学が 500 年に亘る世界経済の歴史を描く．

ISBN：9784007304019 ／底本 ISBN：9784000227292

経済大国興亡史　（下）
1500 － 1990
チャールズ・P．キンドルバーガー／
中島　健二　訳
四六判・並製／ 280 頁／本体価格 4,200 円

繁栄を極めた経済大国がなぜ衰退の道を歩むのか，再生
の道は残されているのか──人間の一生に似て，国家に
も生命力あふれた成長の時代もあれば，老化・衰退の時
代もあるという視点から，国際経済学・比較経済史の碩
学が 500 年に亘る世界経済の歴史を描く．

ISBN：9784007300691 ／底本 ISBN：4000029967

戦後日本経済と経済同友会
岡崎 哲二／菅山 真次／西沢 保／
米倉　誠一郎
A5 判・並製／ 346 頁／本体価格 9,000 円

戦後復興，高度成長，国際化をはじめ，日本経済の諸側
面に経済同友会はどう取り組んできたか．企業民主化論，
自主調整論，企業の社会的責任論など，同友会の活動を
軸に日本経済の戦後史をユニークな視点で再構築する．

ISBN：9784007300967 ／底本 ISBN：400002566X

労働市場分析
二重構造の日本的展開
尾高　煌之助
A5 判・並製／ 352 頁／本体価格 8,000 円

大企業・中小企業間の賃金格差の社会経済的な要因をさ
ぐり，戦前・戦後を通じて変貌する日本労働市場の動態
を，歴史統計を駆使して実証的に解明．歴史的考察・デー
タ分析・労働経済論を統一的に展開した日本経済論．

ISBN：9784007300165 ／底本 ISBN：4000242164

日本の経済システム
寺西　重郎
四六判・並製／ 288 頁／本体価格 6,000 円

深刻な危機にある日本の経済システム．何が問題なのか，新
しいシステムはどうあるべきか．日本がこれまでの経済発展
過程で経験して 2つの主要な経済システム－「明治大正経済
システム」と「高度成長期経済システム」－のメカニズムを
比較・検討し，歴史的経路依存性を前提にしたシステム改革
と日本経済の将来像を示す．

ISBN：9784007305405 ／底本 ISBN：9784000245128

平等と効率の福祉革命
新しい女性の役割
イエスタ・エスピン＝アンデルセン／
大沢　真理　監訳
A5 判・並製／ 258 頁／本体価格 3,900 円

キャリアとジェンダー平等を追求する女性と，性別役割
分業に従う女性との間で格差が広がっている．このよう
な二極化は社会の効率性を悪化させ，格差を世代間で継
承させる．比較福祉国家論の第一人者による，流れを転
換させるための提言．
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ISBN：9784007301285 ／底本 ISBN：9784000017183

日本近代漁業経済史　（下）
羽原　又吉
A5 判・並製／ 314 頁／本体価格 7,500 円

幕末明治初期の過渡的漁業，資本主義的発展の足場と
なった北海道漁業の発展過程，漁業法の制定と施行後の
諸問題等，漁業史学の父たる著者がまのあたりに見た明
治漁業の歴史．現代の水産行政にも重要な指針を与える
書．

ISBN：9784007301421 ／底本 ISBN：0

日本石炭産業分析
隅谷　三喜男
A5 判・並製／ 500 頁／本体価格 11,000 円

日本の石炭産業の歴史を，幕末における草創期から 20
世紀初頭の独占体制の形成に至るまでを詳細に分析した
労作．併せて，既に「斜陽化」していた刊行当時の石炭
産業の状況を認識するための基本的な分析方法論につい
ても論じた．

ISBN：9784007305054 ／底本 ISBN：9784000233699

資源経済学
J．M．コンラッド／岡 敏弘 訳／
中田 実 訳
A5 判・並製／ 250 頁／本体価格 6,200 円

漁業，林業，非再生可能資源，蓄積性汚染物質，オプショ
ン価値，持続可能な発展などの問題を考えるための基本
概念を解説．標準かつ必須のツールである動学的最適化
モデルを，表計算ソフトのシミュレーションで学ぶ．

ISBN：9784007305061 ／底本 ISBN：9784000234153

女性と人間開発
潜在能力アプローチ
マーサ・C．ヌスバウム／池本 幸生 訳／
田口 さつき 訳／坪井 ひろみ 訳
四六判・並製／ 454 頁／本体価格 7,000 円

アマルティア・センと共に「生活の質」の研究に従事し
てきた著者が，南アジアの女性たちを対象にした綿密な
フィールドワークを基に，開発問題の根底にある「人間
の善き生き方とは何か」という哲学的課題に答える．

ISBN：9784007305078 ／底本 ISBN：9784000226134

グローバル空間の政治経済学
都市・移民・情報化
サスキア・サッセン／田淵 太一 訳／
原田 太津男 訳／尹 春志 訳
四六判・並製／ 398 頁／本体価格 6,000 円

いまも進展するグローバリゼーションと既存の国民国家
との緊張関係を，グローバル・シティを底辺で支える合
法・非合法の移民・労働者，女性といったマイノリティ
の人々に焦点をしぼったミクロ分析から明らかにする．

ISBN：9784007300073 ／底本 ISBN：4000009419

市民社会と社会主義
平田　清明
B6 判・並製／ 356 頁／本体価格 6,400 円

階級，個人，生産関係等の基礎範疇を問い直し，市民社
会批判の基礎視座から資本主義批判を展開したうえで，
マルクス主義の新地平開拓を企てた本書は，社会主義の
理論的再建を迫ったものとして今日なお示唆的である．

ISBN：9784007301278 ／底本 ISBN：9784000017169

日本近代漁業経済史　（上）
羽原　又吉
A5 判・並製／ 422 頁／本体価格 9,000 円

幕末明治初期の過渡的漁業，資本主義的発展の足場と
なった北海道漁業の発展過程，漁業法の制定と施行後の
諸問題等，漁業史学の父たる著者がまのあたりに見た明
治漁業の歴史．現代の水産行政にも重要な指針を与える
書．
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ISBN：9784007305764 ／底本 ISBN：0

一橋大学経済研究叢書 30
データの理論 統計調査のデータ
構造の歴史的展開
松田　芳郎
A5 判・並製／ 214 頁／本体価格 5,300 円

統計データの構造と精度に関する問題を実証分析の理論
的枠組みに取り込んだ上で，戦前日本の（旧植民地を含
んだ）統計調査制度の発展過程を分析する．さらに明治
期日本の企業統計データベースの設計を試みた先駆的研
究．

ISBN：9784007307522 ／底本 ISBN：9784000097093

一橋大学経済研究叢書 36
大学教育と市場機構
藤野　正三郎
A5 判・並製／ 236 頁／本体価格 5,800 円

大学における教育と研究，その基礎をなす大学教員の人
材確保はいかにあるべきか．大学教育サービスの提供に
関連する四つの市場の働きを分析するとともに，特に大
学教員養成においてどのような困難が生じたかを明らか
にする．

ISBN：9784007304675 ／底本 ISBN：0

一橋大学経済研究叢書 12
チュルゴ経済学著作集
津田　内匠　訳
A5 判・並製／ 180 頁／本体価格 4,500 円

フランス革命前，ルイ十六世の財務総監として自由主義
的政策を推し進め，アダム・スミスをはじめとする古典
派経済学に大きな影響を与えたチュルゴ．彼の主著「富
の形成と分配にかんする諸考察」を含む八本の論文を訳
出．

ISBN：9784007305436 ／底本 ISBN：0

一橋大学経済研究叢書 27
台湾・朝鮮の経済成長
物価統計を中心として
溝口　敏行
A5 判・並製／ 192 頁／本体価格 4,800 円

戦前期の台湾・朝鮮の経済活動に関する統計を，国民総
支出の概念によって整理し，あわせてデフレーターの作
成にも力を注いだ．数量経済史的アプローチの先駆を成
し，当時の日本の経済活動の外的条件を知るためにも必
要な研究．

ISBN：9784007307980 ／底本 ISBN：9784000280440

岩波テキストブックス S
環境経済学
岡　敏弘
A5 判・並製／ 326 頁／本体価格 5,000 円

既存の経済学（新古典派・制度派・エコロジー……）の
環境問題への対処法を分析．現実の環境問題を，公害・
温暖化・有害化学物質・自然生態系破壊に分け，諸学派
の体系をどのように使えば最適かを明らかにする．

ISBN：9784007308666 ／底本 ISBN：9784000236751

戦前・戦時
日本の経済思想とナチズム
柳澤　治
A5 判・並製／ 394 頁／本体価格 8800 円

統制経済論から経済新体制論，そしてファナティックな国
粋主義など，世界恐慌前後から太平洋戦争期までの日本に
おいて支配的であった経済思想は，いかなる世界的連関の
もとで形成されたのか．ナチズムに代表されるドイツ経済
思想との内的連関を解明するとともに，当時の社会科学者
たちの時代認識と学問的自己認識との緊張関係を描き出す．

ISBN：9784007309045 ／底本 ISBN：9784000017633

人間のための経済学
開発と貧困を考える
西川 潤
四六判・並製／ 360 頁／本体価格 5400 円

単線型経済開発に代わり，経済・社会・文化等の総合開発が
重要になってきているなか，文化と発展，地域発展，参加型
発展を重視する内発的発展論の展開を検討した論考集．学問
ツールの変換は，経済学の基本パラダイムとしての豊かさ・
貧しさの概念転換を導くことをも明らかにする．第 5回国際
開発研究大来賞受賞作品．
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ISBN：9784007304682 ／底本 ISBN：9784000097161

一橋大学経済研究叢書 42
企業内教育の時代
尾高　煌之助
A5 判・並製／ 248 頁／本体価格 6,000 円

日本の教育体系のなかで副次的とされてきた職業教育の
歩みとその特質を，戦前期は経営者史により，戦後期は
企業の実態調査の結果を踏まえて解明する．OJT の限界
とその課題を提示し，大学教育と職業訓練についても論
じる．

ISBN：9784007304477 ／底本 ISBN：9784000097192

一橋大学経済研究叢書 45
日本の経済発展と所得分布
南　亮進
A5 判・並製／ 240 頁／本体価格 5,200 円

経済発展の過程において，国民の所得分布はどのように
変化し，その変化は社会・政治にどんな影響を与えるの
か──戦前期の「戸数割税」の資料を基に当時の日本の
所得分布を推計することで，戦後の急速な経済成長の過
程に迫る．

ISBN：9784007305894 ／底本 ISBN：9784000097208

一橋大学経済研究叢書 46
貯蓄と資産形成
家計資産のマイクロデータ分析
高山　憲之／有田　富美子
A5 判・並製／ 254 頁／本体価格 6,200 円

日本の家計資産の実態を，貯蓄や相続との関係，資産イ
ンフレの規模，共稼ぎや親子の同居と資産形成との関係，
公的年金による世代間の資産転移などを，マイクロデー
タを利用して詳細に分析した研究．1996 年日経・経済
図書文化賞受賞．

ISBN：9784007304903 ／底本 ISBN：9784000097222

一橋大学経済研究叢書 48
賃金と労働と生活水準
日本経済史における 18 － 20 世紀
斎藤　修
A5 判・並製／ 240 頁／本体価格 5,800 円

約三世紀にわたる賃金，労働時間，休日などのデータを
さまざまな一次資料の中から採取・分析することで，労
働市場のメカニズム，生活水準など日本人の「働き方」
の歴史にかんして新たな像を結ぶ画期的な試み．

ISBN：9784007305030 ／底本 ISBN：9784000097246

一橋大学経済研究叢書 49
マクロ安定化政策と日本経済
浅子　和美
A5 判・並製／ 272 頁／本体価格 6,500 円

マクロ経済学の 2大潮流（古典派経済学とケインズ経
済学）を踏まえた政策の理論的分析と，日本経済のデー
タ解析による政策パフォーマンスの検証を通して，マク
ロ安定化政策の成果を示し最適な政策運営の姿を提示す
る．

ISBN：9784007305580 ／底本 ISBN：9784000097123

一橋大学経済研究叢書 39
SNA の成立と発展
倉林　義正
A5 判・並製／ 286 頁／本体価格 6,800 円

マクロ経済分析のデータ・ベースに関する国際標準とし
て，国際連合が開発したシステム SNA（国民経済計算の
体系）．国連本部統計局長としてその改訂作業に携わっ
た著者の経験と研究成果によって SNA の発展過程を解
説する．

ISBN：9784007307539 ／底本 ISBN：9784000097116

一橋大学経済研究叢書 38
大恐慌とアメリカ財政政策の展開
平井　規之
A5 判・並製／ 272 頁／本体価格 6,500 円

一九二九年の大恐慌の勃発にフーヴァー政権はどのよう
に対応したのか．そしてニューディールにおける試行錯
誤の中からアメリカ財政革命の一つのシンボルとされる
「一九四六年雇用法」がどのように育まれていったのか．
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ISBN：9784007304071 ／底本 ISBN：9784000099158

一橋大学経済研究叢書 56
比較経済発展論 歴史的アプローチ
斎藤　修
A5 判・並製／ 352 頁／本体価格 5,300 円

日本を比較の軸に置き，主に西欧の歴史的経験と潜在的
には中国の経験をも念頭に入れ，人びとの生活水準の成
長と市場の成長とを切り口に，近世から近代工業化の時
代までを見通したユーラシア両端地域の比較経済発展
論．

ISBN：9784007304897 ／底本 ISBN：9784000097055

一橋大学経済研究叢書
別冊 日本の経済発展と金融
寺西　重郎
A5 判・並製／ 672 頁／本体価格 10,000 円

明治以降の経済発展と金融現象との関連を論理的かつ実
証的に解明することで，金融政策の総体的な構造を把握
し，歴史分析に基づいた新たな金融理論の構築をめざし
た大著．近現代の日本経済を研究する際にも必読の書．

ISBN：9784007307270 ／底本 ISBN：9784000099141

一橋大学経済研究叢書 55
労働搾取の厚生理論序説
吉原　直毅
A5 判・並製／ 310 頁／本体価格 5,300 円

マルクス『資本論』の労働搾取概念は，現代経済学の理
論体系にない独自性を持つ厚生理論である．本書ではこ
の概念について，厚生経済学における一つの非厚生主義
的福祉指標としての可能性と意義を探り，その理論的再
構成を探求する．

ISBN：9784007303852 ／底本 ISBN：9784000099110

一橋大学経済研究叢書 53
パネルデータ分析
北村　行伸
A5 判・並製／ 300 頁／本体価格 7,000 円

同一の対象を継続的に観察・記録したパネルデータを用
いた実証研究は現在，自然科学分野だけでなく社会科学
分野においても頻繁に行われている．本書はデータ分析
の理論と手法を解説し，その応用研究の成果を示す．

ISBN：9784007307263 ／底本 ISBN：9784000097284

一橋大学経済研究叢書 52
新しい物価理論 物価水準の財政
理論と金融政策の役割
渡辺　努／岩村　充
A5 判・並製／ 262 頁／本体価格 4,900 円

物価水準を財政状況から解明する「物価水準の財政理論」
（FTPL）という枠組を，デフレーション下の日本経済の
分析に援用し，管理通貨制における政府と中央銀行の物
価決定に果たす役割を，新しい角度から考察する．

ISBN：9784007305047 ／底本 ISBN：9784000097260

一橋大学経済研究叢書 51
国勢調査と日本近代
佐藤　正広
A5 判・並製／ 300 頁／本体価格 7,200 円

1920 年に行われた「第 1回国勢調査」を中心にして，
第 2次大戦前における統計調査技術の導入，実践，定着
の歴史的分析を行うとともに，統計資料論の観点から戦
前統計データ利用に際しての注意点を明らかにする．

ISBN：9784007303845 ／底本 ISBN：9784000097253

一橋大学経済研究叢書 50
開発のミクロ経済学 理論と応用
黒崎　卓
A5 判・並製／ 272 頁／本体価格 6,500 円

発展途上国では，伝統的な制度や価値観と冷徹な市場原
理が共存している．この共存を説明する理論枠組と実証
分析をもちいて，従来のマクロ重視の開発経済学や市場
メカニズム依存の新古典派を乗り越えた画期的試み．
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ISBN：9784007308345 ／底本 ISBN：9784000099103

一橋大学経済研究叢書 別冊 解説
経済統計 日本経済分析のために
一橋大学経済研究所
A5 判・並製／ 220 頁／本体価格 5,400 円

大恐慌期から占領期までの日本の加工経済統計を詳細に
検証して，国民所得統計の枠組みの中で再編制した．統
計の加工の方法や使用上の注意を詳細に解説すると同時
に，太平洋戦争を挟んだ激動期の日本経済の実態を示す．

ISBN：9784007304064 ／底本 ISBN：9784000099165

一橋大学経済研究叢書
別冊 厚生経済学の基礎
合理的選択と社会的評価
鈴村　興太郎
A5 判・並製／ 574 頁／本体価格 11,000 円

厚生経済学と社会的選択の理論に対する長年に亘る研究
を踏まえ，合理的選択，集団的決定，効率と衡平，権利
と効率，帰結主義・非帰結主義・厚生主義，競争と厚生
など，論争的な素材を論じつつ，新たな理論の基礎を探
求する．

ISBN：9784007304484 ／底本 ISBN：9784000097239

一橋大学経済研究叢書別冊
社会的経済セクターの分析
民間非営利組織の理論と実践
富沢　賢治
A5 判・並製／ 416 頁／本体価格 9,200 円

市場経済に基礎をおく混合経済体制の中で，私的・公共
両セクターに属さない第三の領域を「社会的経済セク
ター」として捉え，その担い手である協同組合，共済組織，
NGO，NPO などの民間非営利組織の活動の歴史と現在
を経済分析する．



科学・理工



111

ISBN：9784007300264 ／底本 ISBN：0

地球電磁気学
力武　常次
A5 判・並製／ 494 頁／本体価格 11,900 円

地磁気の分布・変化，その原因論である核のダイナモ理
論，大陸移動や地磁気の逆転を明らかにする岩石磁気・
古地磁気学，地球内部の電気伝導度異常や地電流など，
電磁気学の手法で地球と惑星を探るための，唯一無二の
必携書．

ISBN：9784007305993 ／底本 ISBN：9784000058346

はじめての化学反応論
土屋　荘次
B5 判・並製／ 226 頁／本体価格 4,400 円

反応物・生成物の濃度変化を追跡する反応速度論と，反
応分子どうしの衝突過程として化学反応をとらえる反応
動力学とをつながりよく詳説．最先端の研究データにも
とづく豊富な例題により，化学反応論の真髄が身につく．

ISBN：9784007302336 ／底本 ISBN：9784000053693

酵素反応
廣海　啓太郎
A5 判・並製／ 226 頁／本体価格 8,500 円

酵素反応のメカニズムを解明するための理論と方法を具
体的に解説した学部学生レベルの教科書．特に，ストッ
プトフロー法を中心とする高速反応の研究法の原理と応
用について，本書の約半分を費して詳しく解説した．

ISBN：9784007302817 ／底本 ISBN：0

粘土鉱物学
須藤　俊男
A5 判・並製／ 522 頁／本体価格 11,000 円

鉱物学の中でも最も広く他の分野と関係する粘土鉱物
学．本書は粘土鉱物の定義からはじまり，さまざまな化
学変化，結晶学理論について詳しく述べた．粘土鉱物学
研究の到達点を網羅した集大成というべき書である．

ISBN：9784007304491 ／底本 ISBN：9784000075510

アラケロフ幾何
森脇　淳
A5 判・並製／ 434 頁／本体価格 6,400 円

グロタンディークのスキーム論を超えて代数・幾何・解
析を融合させる，現代数論幾何の重要なアイデアを詳説
する．双有理アラケロフ幾何の最新結果とそのラング・
ボゴモロフ予想という最先端の話題までを述べる．

ISBN：9784007303050 ／底本 ISBN：9784000053846

コホモロジーのこころ
加藤　五郎
A5 判・並製／ 224 頁／本体価格 4,000 円

現代数学でもっとも重要な基礎概念の 1つであるコホモ
ロジー．ホモロジーなど位相幾何学を経由せず，群や集
合など代数の基礎だけを前提知識に概念の本質を理解で
きる．大学1年生から始めるコホモロジー入門の意欲作．

ISBN：9784007301759 ／底本 ISBN：0

システムと制御　第 2 版
高橋　安人
A5 判・並製／ 562 頁／本体価格 12,000 円

現代制御理論について，古典制御理論との関連に注意し，
応用の立場から両者を紹介する．課題に応じて適切な手
法を選び，その限界をわきまえながら使うという技術者
に必須の感覚を養うよう簡単な例を用いて説明する．
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ISBN：9784007301636 ／底本 ISBN：9784000061011

ランジュバン方程式
堀　淳一
A5 判・並製／ 204 頁／本体価格 5,000 円

ランジュバン方程式とは，粒子に働く不規則な力を考慮
してブラウン運動を記述する確率的な運動方程式であ
る．統計物理学の土台となる理論について数学的厳密さ
を保ちつつ，物理的な内容の理解を深めることを試みる．

ISBN：9784007303692 ／底本 ISBN：9784000056120

ソリトンの数理
三輪　哲二／神保　道夫／伊達　悦朗
A5 判・並製／ 124 頁／本体価格 2,400 円

孤立波ソリトンを解としてもつ可積分な非線形波動方程
式について解説する．数学的な基礎から，広田の双線形
化法，佐藤幹夫および著者らによる研究など最先端の話
題までを丁寧に紹介したソリトンの入門書．

ISBN：9784007304828 ／底本 ISBN：9784000056960

デルタ関数と微分方程式
並木　美喜雄
A5 判・並製／ 214 頁／本体価格 5,300 円

デルタ関数は，物理や工学に現れる典型的な線形微分方
程式の初期値問題と境界値問題に何度も登場する特殊関
数である．問題を解く際にこのデルタ関数をどのように
利用するのか，わかりやすく解説する．

ISBN：9784007302572 ／底本 ISBN：9784000214131

トポロジー
田村　一郎
B6 判・並製／ 284 頁／本体価格 4,500 円

位相的図形，複体と多面体，複体および図形のホモロ
ジー，多様体などトポロジーの基礎的部分を明快に解説
する．豊富な例題，章末の問題など，初学者のための周
到な教育的配慮をもって書かれたすぐれた入門書．

ISBN：9784007300134 ／底本 ISBN：4000057294

トポロジー入門
松本　幸夫
A5 判・並製／ 316 頁／本体価格 8,000 円

高校数学程度の素養をもった読者にトポロジーの初歩か
らその基本事項をていねいに紹介した最適の入門書．論
理的理解と直観的理解が並行して進むよう，親切な工夫
が凝らしてある．章末に練習問題，巻末に解答を付す．

ISBN：9784007306839 ／底本 ISBN：9784000060035

ホップ代数
阿部　英一
A5 判・並製／ 240 頁／本体価格 5,800 円

位相幾何学の研究から生れたホップ代数が文字どおり代
数的に研究されたのは比較的新しい．加群や代数に関す
る基本的知識を背景に，ホップ代数の基礎から，位相群
の表現環や代数群への応用，最新の成果まで丁寧に解説．

ISBN：9784007308604 ／底本 ISBN：9784000052696

群論
寺田 至／原田　耕一郎
A5 判・並製／ 314 頁／本体価格 7300 円

群の構造に関する基本的な知識に加え，群の作用と表現
について，例を通じて実感を培いながら学ぶ．最終章で
は，有限単純群の分類およびその過程で発見されたモン
スターと呼ばれる群とムーンシャインという現象を紹
介．
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ISBN：9784007302367 ／底本 ISBN：9784000270182

リー群論
伊勢　幹夫／竹内　勝
A5 判・並製／ 280 頁／本体価格 6,500 円

リー群の基本を紹介した後，コンパクトリー群，リー環
について解説する．さらにリー群論の典型的な応用とし
てリーマン対称空間の理論について述べる．そのうえで，
半単純型リーマン対称空間，エルミート対称空間を扱う．

ISBN：9784007306495 ／底本 ISBN：9784000210225

位相空間論
森田　紀一
B6 判・並製／ 282 頁／本体価格 4,300 円

位相空間論を展開するための準備として集合と写像から
説き起し，位相空間，連続写像など位相空間論の基礎事
項を解説する．最終章では最近の話題にもふれる．初学
者の理解を助けるための練習問題と解答も付した．

ISBN：9784007306792 ／底本 ISBN：9784000050340

位相空間論
兒玉　之宏／永見　啓応
A5 判・並製／ 440 頁／本体価格 9,800 円

集合論の要約からはじめ，位相空間，積空間，パラコン
パクト空間にすすみ，さらにもっとも興味あるコンパク
ト空間をあつかい，最後に各方面への応用が期待される
可算乗法的空間族を考察する．各章末に問題を付した．

ISBN：9784007306655 ／底本 ISBN：9784000107969

応用数学［基礎 6］
ベクトル解析と多様体
小松　彦三郎
A5 判・並製／ 356 頁／本体価格 7,900 円

前半では物理学に必須の 3次元空間のベクトル場の解析
を，公理から意味が明らかになるよう解説．後半では多
様体上の微分形式，すなわち反対称共変テンソル場の理
論をとりあげ，カルタンの仕事を中心に応用も述べる．

ISBN：9784007306662 ／底本 ISBN：9784000108119

応用数学［対象 12］
情報幾何の方法
甘利　俊一／長岡　浩司
A5 判・並製／ 216 頁／本体価格 3,600 円

確率分布のもつ微分幾何構造に注目した情報幾何の考え
方は，いまや確率分布が主要な要素となるデータサイエ
ンス，人工知能，システム理論など広範囲で活用されて
いる．その考え方の原点をまとめたのが本書である．

ISBN：9784007306785 ／底本 ISBN：0

応用数学者のための 代数学
彌永　昌吉／杉浦　光夫
A5 判・並製／ 270 頁／本体価格 6,500 円

今日の数理科学の基礎には代数学の成果が必須である．
数理科学を学ぶにあたってとりわけ知っておくべき線形
代数，群とその表現，ブール代数を中心に述べる．現代
代数学的な思考法を知るのにうってつけの書．

ISBN：9784007307560 ／底本 ISBN：9784000051736

応用数学叢書
確率過程とエントロピー
井原　俊輔
A5 判・並製／ 226 頁／本体価格 6,000 円

エントロピーはランダムな現象を扱うさまざまな分野で
「不確かさ」を表す普遍的な概念であり，理論的にも応
用面でも重要な役割をはたす．情報理論を中心にエント
ロピーと密接に関係する確率過程の基礎事項を詳述．
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ISBN：9784007300899 ／底本 ISBN：4000051628

確率場の数学
今村　勤
A5 判・並製／ 214 頁／本体価格 6,500 円

ブラウン運動と 1次元乱流を主な例にとり，確率場を扱
う数学を明快に解説する．数学的方法として，汎関数微
分方程式，相関関数方程式系，ウィーナー・エルミート
展開の3つの方法に限定．理工系の学生に最適の教科書．

ISBN：9784007304385 ／底本 ISBN：0

応用数理の遊歩道
日本応用数理学会　編
B5 判・並製／ 336 頁／本体価格 4,200 円

雑誌『応用数理』で二〇年以上続く連載「応用数理の遊歩道」
をまとめた一冊．数理工学，非線形数学，統計学，神経科学，
情報学，ロボット工学など，応用数理の広がりと多様性を感
じさせる各分野の第一人者二一人が，それぞれの研究テーマ
や関心領域の解説，裏話，思い出話，将来に向けた展望や提
言などを綴る．

ISBN：9784007306501 ／底本 ISBN：9784000051835

解析学小景
溝畑　茂
A5 判・並製／ 258 頁／本体価格 6,200 円

数学を考えるための具体的方法として「解析」を打ち出
したのはデカルトであった．そこから始まる解析学の輝
かしい歴史は数学の巨人たちの歴史でもある．美しい理
論と定理の数々を，著名な数学者たちを基点として訪ね
ていく．

ISBN：9784007306952 ／底本 ISBN：9784000051606

外微分形式の理論
松田　道彦
A5 判・並製／ 216 頁／本体価格 5,400 円

外微分形式の方法は，従来の 1階偏微分方程式の解法を
一新した．まず，座標系によらず自由に駆使する基礎を
与え，特性系の概念のもとに偏微分方程式の古典的求積
論を統一する．包合系の理論の最近の発展をも紹介．

ISBN：9784007306815 ／底本 ISBN：9784000051866

概均質ベクトル空間
木村　達雄
A5 判・並製／ 368 頁／本体価格 8,300 円

リーマンのゼータ関数が関数等式を満たすという重要な
性質の背景にあるのが，佐藤幹夫によって見出された概
均質ベクトル空間の概念である．本書は，代数の基礎か
らはじめて理論全体を丁寧に解説した基本図書である．

ISBN：9784007306976 ／底本 ISBN：9784000052009

確率過程
伊藤　清
A5 判・並製／ 210 頁／本体価格 3,200 円

確率過程の 3つの重要なクラスである加法過程，定常過
程，マルコフ過程に関する包括的な解説と 1次元拡散
過程の詳説．1次元拡散過程に関しては，本格的な確率
解析的記述が試みられた初のものとして必読の古典であ
る．

ISBN：9784007306808 ／底本 ISBN：9784000052023

確率解析
重川　一郎
A5 判・並製／ 216 頁／本体価格 3,400 円

ブラウン運動などランダムな現象の時間変化を調べるモ
デルでは確率微分方程式を扱う．確率空間としてはどん
なものが与えられるべきか．重要な成果をおさめたマリ
アヴァン解析を中心に，無限次元解析の基礎を解説する．
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ISBN：9784007302176 ／底本 ISBN：9784000051965

確率微分方程式
舟木　直久
A5 判・並製／ 204 頁／本体価格 3,200 円

確率微分方程式とは，ランダムな揺らぎをもつ常微分方
程式であり，偶然が支配する現象の記述に用いられる．
数学の諸分野あるいは物理学・工学・経済学とどのよう
に関わるかにも着目し，簡単な例を提示して解説する．

ISBN：9784007305344 ／底本 ISBN：9784000051972

関数解析
岡本　久／中村　周
A5 判・並製／ 286 頁／本体価格 4,300 円

数理科学における関数解析の有用性を解説．ノルム空間，
バナッハ空間などの基礎から丁寧に説明し，微分方程式
の解析に不可欠な手法を応用例とともに紹介する．物理
現象の数学的理解のための入門書として最適．

ISBN：9784007303890 ／底本 ISBN：9784000075978

岩波数学叢書
リジッド幾何学入門
加藤　文元
A5 判・並製／ 296 頁／本体価格 6,000 円

リジッド幾何学は，代数幾何学の新たな研究分野で，か
つ数論や複素解析に横断的につながる．非アルキメデス
的付値体上で複素解析幾何学の類似物を作るという動機
やテイト曲線，アフィノイド代数などの基本を丁寧に説
明する．

ISBN：9784007301810 ／底本 ISBN：0

幾何学的関数論
落合　卓四郎／野口　潤次郎
A5 判・並製／ 236 頁／本体価格 6,500 円

複素関数論で重要な手法であるネヴァンリンナ理論の基
本的な部分となる，複素多様体上の有理型関数の値分布
についての問題を微分幾何学的手法で論じる．この分野
の基礎的部分から専門的な話題までを網羅した．

ISBN：9784007305351 ／底本 ISBN：9784000052436

幾何学的変分問題
西川　青季
A5 判・並製／ 234 頁／本体価格 3,600 円

多様体の幾何学に現れる変分問題を大域解析的に探究す
るのが幾何学的変分問題である．曲線の長さとエネル
ギーに関する変分問題と写像のエネルギーに関する変分
問題を題材に，その基本的問題と結果を解説する．

ISBN：9784007300813 ／底本 ISBN：400005225X

擬微分作用素
熊ノ郷　準
A5 判・並製／ 336 頁／本体価格 8,000 円

線形偏微分方程式の研究に不可欠な擬微分作用素理論．
難解とされる本理論も，その基本部分は，微積分法とフー
リエ変換の初等理論によって十分説明されると著者は主
張する．その視点が生かされた好著．

ISBN：9784007303302 ／底本 ISBN：9784000052702

群と表現
江沢　洋／島　和久
A5 判・並製／ 304 頁／本体価格 4,600 円

群論は，対象の「対称性」を利用し，結晶内部の電子の
振る舞いなど，量子力学や素粒子論，一般相対論を記述
する際に活躍する．抽象的な群の構造から，それを具象
化した表現論へと見通しよく解説．
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ISBN：9784007308567 ／底本 ISBN：9784000054447

実解析入門
猪狩 惺
A5 判・並製／ 338 頁／本体価格 5100 円

測度論，ルベーグ積分論を中心に，実解析の基本をてい
ねいに解説する．初学者が順を追って理解できるように，
すべての定理に証明を付した．さらに超関数，フーリエ
解析，ウェーブレット解析の考え方を明快に説明した．

ISBN：9784007308574 ／底本 ISBN：9784000059671

複素代数幾何学入門
堀川 穎二
A5 判・並製／ 318 頁／本体価格 5000 円

微分積分と線形代数の予備知識だけで読み進められるよ
うに，複素関数論から出発し，複素多様体，層とコホモ
ロジー，リーマン面と代数曲線などを扱う．スキーム理
論や標数 pの理論には触れない．複素代数幾何学への入
門書．

ISBN：9784007308581 ／底本 ISBN：9784000059589

フェルマー予想
斎藤 毅
A5 判・並製／ 456 頁／本体価格 6900 円

ワイルスによるフェルマー予想の証明を解説．はじめに
証明の大まかなみちすじを示す．さらにガロア表現など
の基本的な対象を構成して予想証明全体を完成させる．
20 世紀整数論の輝かしい成果と展望を示した比類のな
い労作．

ISBN：9784007308598 ／底本 ISBN：9784000054621

シンプレクティック幾何学
深谷 賢治
A5 判・並製／ 428 頁／本体価格 9600 円

グロモフに始まる概正則曲線を用いた研究によって豊か
な内容をもつことが明らかになったシンプレクティック
幾何学．グロモフ以後，飛躍的に発展した大域シンプレ
クティック幾何学を，ミラー対称性との関係も含めて概
説．

ISBN：9784007308611 ／底本 ISBN：9784000050517

位相幾何
佐藤 肇
A5 判・並製／ 138 頁／本体価格 3500 円

位相幾何学は対象の「つながり」だけを調べて図形を分
類する．初学者が戸惑いやすい，この分野独自の感覚を
身につけるために，意味のある最も簡単な例を具体的に
調べ，数学的対象物の質感を自分のものにできるよう工
夫．

ISBN：9784007308673 ／底本 ISBN：9784000051941

確率論の基礎 新版
伊藤　清
A5 判・並製／ 152 頁／本体価格 2600 円

数学のみならず経済や物理その他の分野に多大な影響を
与えた伊藤理論の原点を示す名著がいま甦る．新版にあ
たって，その後の確率論の歩みを述べた解説を付した．
確率論に関わるすべての人におくる教科書の決定版．

ISBN：9784007308680 ／底本 ISBN：9784000058360

パンルヴェ方程式
岡本　和夫
A5 判・並製／ 304 頁／本体価格 4600 円

動く分岐点を持たない非線型常微分方程式は特別な場合
を除き 6種類しかない．それがパンルヴェ方程式である．
数理物理への驚くべき応用が見つかるなど，新たな微分
方程式論，代数解析論への道を開く．その研究の唯一の
手がかりとされてきた著者の講究録がついに大幅な加筆・
改訂を経て刊行される．まさに待望の書である．
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ISBN：9784007301070 ／底本 ISBN：9784000211529

群論
浅野　啓三／永尾　汎
B6 判・並製／ 264 頁／本体価格 4,000 円

群は数学の最も基本的な概念であり，物理学などでも必
要性が増している．本書は，広大な群論の中から重要な
ポイントをおさえ，真に理解できるように大きな努力を
払っている．群論の入門書として，極めて評価が高い．

ISBN：9784007306372 ／底本 ISBN：9784000054546

現代に活かす　初等幾何入門
一松　信
A5 判・並製／ 170 頁／本体価格 4,300 円

本書は，幾何学を広義の「科学の基礎理論」として位置づけ，
現代的な視点からまとめた大学初学年生向けのテキストであ
る．そのユニークな解説により，数学オリンピックの教材と
しても使用された．講座応用数学『いろいろな幾何 I』の単
行本化．三角形幾何論，高次元幾何について大幅に加筆，増
補した．

ISBN：9784007306945 ／底本 ISBN：9784000053068

現代の球関数
竹内　勝
A5 判・並製／ 300 頁／本体価格 7,100 円

ルジャンドル，ラプラス以来研究されてきた球関数．20
世紀に入ってカルタンは，コンパクト・リー群の表現論
の立場からこれ扱い，セルバーグはさらに一般化し応用
を広げた．この視点でまとめられた現代的な入門書．

ISBN：9784007302718 ／底本 ISBN：9784000052627

現代数学 18　群論　（上）
鈴木　通夫
A5 判・並製／ 422 頁／本体価格 6,400 円

有限群論で国際的に評価される著者自らが執筆した教科
書．上巻で基本定理や方法，一般群論，下巻で有限群論
を解説する．節末問題には解答のヒントを付し，教育的
配慮がよくなされている．

ISBN：9784007302725 ／底本 ISBN：9784000052634

現代数学 19　群論　（下）
鈴木　通夫
A5 判・並製／ 552 頁／本体価格 8,300 円

有限群論で国際的に評価される著者自らが執筆した教科
書．上巻で基本定理や方法，一般群論，下巻で有限群論
を解説する．節末問題には解答のヒントを付し，教育的
配慮がよくなされている．

ISBN：9784007308215 ／底本 ISBN：9784000059411

ファインマン計算機科学
A. ヘイ，R. アレン 編／
原 康夫，中山 健，松田 和典 訳
B5 判・並製／ 242 頁／本体価格 5,900 円

「賢くはあったが無知だった昔の自分に講義するとした
ら？」ファインマンが自らにこう問いかけながら講義し
て作り上げた本．ユニークな着眼，本質をズバリ突く直
観力が随所にきらめく，計算機・情報科学のテキスト

ISBN：9784007308222 ／底本 ISBN：9784000059428

ファインマン講義
重力の理論
ファインマン，モリニーゴ，ワーグナー，
ハットフィールド 編／和田 純夫 訳
B5 判・並製／ 224 頁／本体価格 5,700 円

相対論と量子論の統合は現在もなお未解決である．ファ
インマンはこの重力理論の最難問にいかに取り組んだの
か．そもそも量子論を含む相対論が構築できないかとさ
まざまなアイデアを提案することになった有名な講義
録．
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ISBN：9784007307409 ／底本 ISBN：9784000053204

現代数学の広がり 2
木村 達雄／高橋 陽一郎／村瀬 元彦／
木上 淳／坂内 英一
A5 判・並製／ 194 頁／本体価格 4,900 円

佐藤超関数に代表される佐藤幹夫の仕事，確率論におけ
る 2次形式，積分可能系，フラクタル，代数的組合せ論
など現代数学の興味深いテーマの中から 5つの話題を取
り上げて，20世紀にどのような進化を遂げたかを概説．

ISBN：9784007307393 ／底本 ISBN：9784000053198

現代数学の広がり 1
上野 健爾／青本 和彦／砂田 利一／
深谷 賢治
A5 判・並製／ 172 頁／本体価格 4,400 円

現代数学とは何か．これからどう展開していくのか．第
1章では現代数学が生まれ成長していく過程を歴史的に
振り返りその全体像を描く．第 2章以降ではゼータ関数
など典型的なテーマを選び，現代数学の動向を示す．

ISBN：9784007309700 ／底本 ISBN：9784000068734

現代数学への入門
現代解析学への誘い
俣野 博
A5 判・並製／ 218 頁／本体価格 2,700 円

微分積分法の基礎理論を，具体的な例を通して平明に解
説．無限や極限の織りなす不可思議で豊かな世界に分け
入る．主要なテーマとして，縮小写像の原理とその応用，
長さや面積の基本概念，関数の収束を取り上げる．

ISBN：9784007309717 ／底本 ISBN：9784000068758

現代数学への入門
力学と微分方程式
高橋 陽一郎
A5 判・並製／ 222 頁／本体価格 2,800 円

常微分方程式とその周辺の世界を紹介し，やさしくて基
本的な概念や考え方，手法を伝えるテキスト．古典力学
に関連する変分法を現代的な視点を踏まえて解説し，シ
ステムとしての安定性や力学系の分岐問題にも触れる．

ISBN：9784007309687 ／底本 ISBN：9784000068710

現代数学への入門 微分と積分 1 
初等関数を中心に
青本 和彦
A5 判・並製／ 214 頁／本体価格 2,600 円

自然の変転きわまりない現象を理論的に把握するため
に，微分と積分は欠かせないことばである．その意味と
意義を直観的に感じとれるように，多彩な 1変数関数を
登場させ，その性質を提示しながら一歩一歩解説する．

ISBN：9784007309694 ／底本 ISBN：9784000068727

現代数学への入門 微分と積分 2 
多変数への広がり
高橋 陽一郎
A5 判・並製／ 206 頁／本体価格 2,500 円

2変数の場合を中心に，多変数関数の微分積分の基本を
解説する．直感的な理解のしかたをとりいれながら，要
所では厳密な論理も紹介．曲線の追跡や 2次曲面の分類
なども取り上げ，1次だけでなく 2次の世界までの理解
を目指す．

ISBN：9784007309731 ／底本 ISBN：9784000054416

初等代数幾何講義
M. リード／若林 功 訳
A5 判・並製／ 224 頁／本体価格 5,400 円

日本の研究にも大きな影響を与えた著者が，代数幾何学
の基礎を初学者向けに歴史を交えながら解説．親しみや
すい 2次曲線から出発し，平面曲線，アフィン多様体，
射影幾何学へと進む構成により，基礎的な概念が学べる．
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ISBN：9784007307379 ／底本 ISBN：9784000068765

現代数学への入門 6
熱・波動と微分方程式
俣野　博／神保　道夫
A5 判・並製／ 260 頁／本体価格 4,000 円

様々な現象の数理モデルとして偏微分方程式がどのよう
に導出されるのかを示してから，熱伝導方程式，ラプラ
スの方程式，波動方程式の 3つについて詳しく論じる．
偏微分方程式に対する「感覚」が身につくテキスト．

ISBN：9784007307386 ／底本 ISBN：9784000068789

現代数学への入門 8
数論入門
山本　芳彦
A5 判・並製／ 386 頁／本体価格 5,900 円

初等代数学をはじめとして，数論を理解するために必要
な数学的素養を身につけられるように工夫した．素数の
ふるまいを探究する「代数的整数論」とよばれる分野を
中心として，近年注目されている話題を解説する．

ISBN：9784007307546 ／底本 ISBN：9784000051644

現代数学演習叢書 3
解析学の基礎
伊藤　清三　編／小松　彦三郎　編
A5 判・並製／ 532 頁／本体価格 8,100 円

解析学は広範多岐にわたるが，本書はどの分野にも必要
な基礎を与える．第 1章解析函数，第 2章測度と積分，
第 3章函数空間の 3つの章から構成され，各章が独立し
て使える解答付き演習書．

ISBN：9784007305948 ／底本 ISBN：9784000054089

作用素環入門　I
関数解析とフォン・ノイマン環
生西　明夫／中神　祥臣
A5 判・並製／ 288 頁／本体価格 4,400 円

量子力学に端を発し，物理学はもちろん数学諸分野と関
連する数学的概念を解説．位相を駆使した無限の取り扱
いが，従来の数学にない新しい世界を切り拓く．関連す
る諸分野の現代的な関心も見据えた待望の入門書．

ISBN：9784007307690 ／底本 ISBN：9784000054607

指数定理
古田　幹雄
A5 判・並製／ 568 頁／本体価格 8,500 円

アティア－シンガーによる指数定理の第二の証明を，擬
微分作用素を用いずにすむ範囲に限って紹介する．整数
性定理など指数の本質を用いた応用例や，群作用がある
場合の 4次元トポロジーへの応用にも触れる．

ISBN：9784007301674 ／底本 ISBN：9784000054270

自己増殖オートマトンの理論
J．フォン・ノイマン／
A．W．バークス 編補／高橋 秀俊 監訳
A5 判・並製／ 476 頁／本体価格 12,000 円

コンピュータの創案者として名高いフォン・ノイマン教
授が，計算機と自然の有機体との間にある重要な類似点
に注目し，独自のシステム理論を提案したのが本書であ
る．複雑系科学にかかわる人すべての基本文献である．

ISBN：9784007305368 ／底本 ISBN：9784000054577

実関数とフーリエ解析
高橋　陽一郎
A5 判・並製／ 424 頁／本体価格 6,400 円

古典解析学の華であり，現代数学を育んできた土壌のひ
とつでもあるフーリエ解析．前半は古典数学の雰囲気を
大切に考えてフーリエ級数を扱い，後半は現代的な解析
学への導入を意識しつつフーリエ積分およびフーリエ変
換を扱う．
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ISBN：9784007300288 ／底本 ISBN：0

数学史研究　第二輯
小倉　金之助
A5 判・並製／ 308 頁／本体価格 8,000 円

科学教育の意義を説き，東洋数学史を展望し，明治数学
史の基礎付けをおこなう．後半は，和算から洋算への変
遷を解析することが戦後日本の再建設にも有用というこ
とでこの論集のために新たに書き下ろされた論考であ
る．

ISBN：9784007300684 ／底本 ISBN：4000054430

集団現象の数理
吉田　善章
A5 判・並製／ 320 頁／本体価格 8,000 円

多数の要素によって構成される系に現れる独特な運動様
式を集団現象と定義．本書は，波動現象，流体やプラズ
マの力学，自己組織化など，具体的な現象に即して基礎
概念を解説する．非線形科学全般への応用の基本を扱う．

ISBN：9784007302183 ／底本 ISBN：9784000054522

常微分方程式入門
基礎から応用へ
俣野　博
A5 判・並製／ 176 頁／本体価格 2,800 円

常微分方程式の基礎理論をわかりやすく解説する．解の
ダイナミックな振舞いを理解し，その多様さを認識する
感覚を磨くことで，将来の応用に役立つ基礎固めができ
る．理工系大学初学年生向けの入門書．

ISBN：9784007306099 ／底本 ISBN：9784000067911

数学，この大きな流れ
群の発見
原田　耕一郎
A5 判・並製／ 264 頁／本体価格 4,000 円

なぜ「群」の考えが必要なのか．それはいつ頃どのよう
に誕生したのか．ラグランジュ，アーベル，ガロアなど
の足跡をたどりつつ，「対称なものは美しい」という観
点や方程式の可解条件が群論にまで昇華していく過程を
丁寧に物語る．

ISBN：9784007300509 ／底本 ISBN：4000055232

数学とは何か　原書第 2 版
クーラント／ロビンズ／森口 繁一 監訳
A5 判・並製／ 632 頁／本体価格 12,000 円

二〇世紀を代表する数学者の一人であるクーラントが全
精力をかけて著した数学入門．整数論から作図問題，位
相幾何学から微分積分学まで，基本概念を深く理解し，
数学的に思考することの意欲をかきたてられる名著．

ISBN：9784007304590 ／底本 ISBN：9784000055369

数学基礎論
新井　敏康
A5 判・並製／ 556 頁／本体価格 8,000 円

予備知識を仮定せず，「不完全性定理」や「連続体仮説
の独立性証明」などの数学基礎論における核心的な結果，
技法やアイデアをもれなく解説．それらの完全な証明を
付けた本格的教科書．より深い理解のための演習問題と
解答付き．

ISBN：9784007300271 ／底本 ISBN：0

数学史研究　第一輯
小倉　金之助
A5 判・並製／ 350 頁／本体価格 8,500 円

科学としての数学史を建設するという目的で編まれた貴
重な論集．古代ギリシャに始まり世界数学の誕生と変遷，
また中国数学史の断面を切り取り，日本数学史を概観す
る．戦前の数学史研究の一つの到達点を示す労作である．
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ISBN：9784007300240 ／底本 ISBN：4000055186

数値計算法の数理
杉原　正顯／室田　一雄
A5 判・並製／ 352 頁／本体価格 9,100 円

線形漸化式，関数値・導関数の計算，代数方程式，数値
微積分など，数値計算法の重要な話題を近年の発展と著
者自身の研究成果を含めてとりあげる．数理的・数学的
基礎づけに重点をおいて解説した本格的学術書．

ISBN：9784007301407 ／底本 ISBN：9784000054881

数論
彌永　昌吉　編
A5 判・並製／ 526 頁／本体価格 11,000 円

数論の中でもきわめて重要な位置を占めるのが類体論で
ある．本書はその類体論を体系的に叙述し，完全な証明
を与える．附録では数論の歴史の概略と類体論成立の事
情を述べ，この分野に対する歴史的展望が得られる．

ISBN：9784007302190 ／底本 ISBN：9784000055161

数論
―古典数論から類体論へ
河田　敬義
A5 判・並製／ 462 頁／本体価格 7,000 円

古典的数論，代数的数論，さらに 20世紀前半に発展し
た解析的数論や高木類体論を系統的に解説する．数論の
基礎を学ぶための教科書として最適であるが，また現代
的な数論のための序論としても役立つように構成した．

ISBN：9784007304507 ／底本 ISBN：9784000055277

数論　I　Fermat の夢と類体論
加藤　和也／黒川　信重／斎藤　毅
A5 判・並製／ 426 頁／本体価格 6,000 円

数の持つ性質のふしぎさに対する素朴な驚きと興味より
はじまった数論は，近代数論の始祖フェルマの数々の発
見からさらに深く進化し続けている．現代の数論の初歩
から類体論までを解説．岩波講座「現代数学の基礎」か
らの単行本化．

ISBN：9784007305788 ／底本 ISBN：9784000055284

数論　II　岩澤理論と保型形式
黒川　信重／栗原　将人／斎藤　毅
A5 判・並製／ 254 頁／本体価格 3,900 円

現代数論の代数的側面をもつ岩澤理論と，解析的側面を
もつ保型形式という 2つの重要な基礎理論を解説．ワイ
ルズによるフェルマー予想の証明にいたる道筋とそのア
イディアを中心に紹介し，現代数論の前線を示す．

ISBN：9784007305924 ／底本 ISBN：9784000054966

数論講義
J ‐ P．セール／彌永　健一　訳
A5 判・並製／ 196 頁／本体価格 5,000 円

代数幾何，代数的整数論に大きな業績をあげたセールの
エコール・ノルマル・シュペリオールでの講義をまとめ
た．第 1部で平方剰余の相互法則，p進体をもとに整係
数 2次形式を考察する．第 2部では保型関数を扱う．

ISBN：9784007305504 ／底本 ISBN：9784000075565

線形計算の数理
杉原　正顯／室田　一雄
A5 判・並製／ 392 頁／本体価格 6,200 円

線形計算とは行列に関する数値計算法であり，応用数理
において重要な役割を果たす技術体系である．連立一次
方程式と固有値問題という 2つの話題を中心に数学的基
礎を解説．線形計算の数学の魅力と真価を示す．
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ISBN：9784007300790 ／底本 ISBN：400005676X

直接法による ソリトンの数理
広田　良吾
A5 判・並製／ 216 頁／本体価格 6,500 円

いろいろな非線形偏微分方程式を統一的に解く「直接法」
は，「広田の方法」と呼ばれ，いま世界で活発に研究さ
れている．発見者自らが，数学的準備から始めて直接法
をわかりやすく解説した．それ以外にも多くの示唆に富
む書．

ISBN：9784007307720 ／底本 ISBN：9784000062794

漸近解析入門
江沢　洋
A5 判・並製／ 182 頁／本体価格 2,900 円

運動方程式の解がどのように振る舞うかを解析的に見る
のが漸近解析．本書は，漸近解析の基本的な考え方から，
発散級数とのつきあい方としてのボレル総和法までを扱
う．

ISBN：9784007307416 ／底本 ISBN：9784000056113

双曲型偏微分方程式と波動現象
井川　満
A5 判・並製／ 196 頁／本体価格 4,900 円

さまざまな波動現象は，数学の言葉を用いてその法則を
表すと双曲型方程式という偏微分方程式となる．境界値
問題や初期値問題など数学的な基礎部分から，応用例と
して波の特性まで取り上げて考察する．

ISBN：9784007302213 ／底本 ISBN：9784000056106

測度と確率
小谷　眞一
A5 判・並製／ 364 頁／本体価格 5,600 円

長さ，確率などの概念を抽象化したルベーグの測度論は
現代数学にとって必須の理論である．測度の概念からコ
ルモゴロフの確率論，大数の法則や中心極限定理へと論
じる．最後にブラウン運動とその応用を解説．

ISBN：9784007305481 ／底本 ISBN：9784000056502

楕円型・放物型偏微分方程式
村田　實／倉田　和浩
A5 判・並製／ 270 頁／本体価格 4,100 円

多様な偏微分方程式を理解するための入門書．微分方程
式の基本概念からはじめ，次に 2階楕円型・放物型偏微
分方程式の弱解の存在と一意性を示す．さまざまな応用
からシュレーディンガー半群など進んだ話題まで解説．

ISBN：9784007301254 ／底本 ISBN：0

調和積分論 （上） 第 2 版
秋月　康夫
A5 判・並製／ 288 頁／本体価格 7,000 円

ラプラス，ポアンカレ，リーマンから現代に引き継がれた調
和積分論は現代数学の縮図をなすと言えるほど関連分野が多
岐にわたる．上巻では微分多様体とその積分論，ホモロジー
とコホモロジー，調和型式について述べる．論理的に完備か
つ，直感的な理解の助けとなる例をあげ，基礎から丁寧に解
説する．

ISBN：9784007301261 ／底本 ISBN：0

調和積分論 （下）
秋月　康夫
A5 判・並製／ 312 頁／本体価格 7,000 円

ラプラス，ポアンカレから，アーベル，リーマンを経て現代
に引き継がれた調和積分論は現代数学の縮図をなすと言える
ほど関連分野が多岐にわたる．下巻では最も興味深いケー
ラー多様体やホッジ多様体について述べ，さらに層の理論と
その応用，小平－スペンサーの理論の紹介をおこなう．
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ISBN：9784007300745 ／底本 ISBN：400005726X

等角写像とその応用
今井　功
A5 判・並製／ 328 頁／本体価格 8,500 円

流体力学的に等角写像を考察するというのが本書の方
針．現実の流れのみならず，電磁場を含む自然現象のほ
とんどが流体現象であるとみれば，その応用範囲は限り
ない．等角写像の発見的方法と具体的問題への応用を解
説する．

ISBN：9784007307201 ／底本 ISBN：9784000068413

統計科学のフロンティア 1
統計学の基礎 I 
線形モデルからの出発
竹村　彰通／谷口　正信
A5 判・並製／ 240 頁／本体価格 5,900 円

もっとも基本的な手法である多変量解析と時系列解析に
ついて新たな標準を示す．基礎となる数理概念とともに，
グラフィカルモデル，情報量基準などの新しい考え方に
も触れる．本シリーズ全体を縦横に読み解くためのガイ
ド．

ISBN：9784007307218 ／底本 ISBN：9784000068420

統計科学のフロンティア 2
統計学の基礎 II
統計学の基礎概念を見直す
竹内 啓／広津 千尋／公文 雅之／甘利 俊一
A5 判・並製／ 244 頁／本体価格 6,000 円

大量のデータから有益な情報を取り出す統計学の基礎概
念を見直し最新の手法を紹介．与えられた選択肢から適
切な決定を下す多重決定方式を医薬品の検定を例に紹介
し，統計学の本質に迫る情報幾何の基礎を平易に解説．

ISBN：9784007307317 ／底本 ISBN：9784000068437

統計科学のフロンティア 3
モデル選択 予測・検定・推定の交差点
竹内 啓／下平 英寿／伊藤 秀一／
久保川 達也
A5 判・並製／ 240 頁／本体価格 5,900 円

統計的に推定や検定を行う際には，最適なモデルを選択
することが重要である．情報量規準 AIC や MDL 原理な
どを用いたモデル選択の手法を実際的な例を用いて解説
し，モデルの信頼性を評価する手法を紹介する．

ISBN：9784007307324 ／底本 ISBN：9784000068444

統計科学のフロンティア 4
階層ベイズモデルとその周辺
時系列・画像・認知への応用
松本 隆／石黒 真木夫／乾 敏郎／田邉 國士
A5 判・並製／ 270 頁／本体価格 6,500 円

経験ベイズ法は，有限のデータから一般的命題を導き出
す逆問題の取り扱いで多くの成功を収めている．視覚計
算や非線形力学系での予測など話題の分野で活躍する新
しいベイズ統計の姿を解説．複雑かつ大量のデータの解
析が現代のあらゆる分野で求められている．そのために
必要となる柔軟なモデリング手法を知るための好著．

ISBN：9784007307430 ／底本 ISBN：9784000068451

統計科学のフロンティア 5
多変量解析の展開
隠れた構造と因果を推理する
甘利 俊一／狩野 裕／佐藤 俊哉／
松山 裕／竹内 啓／石黒 真木夫
A5 判・並製／ 240 頁／本体価格 5,800 円

複雑に絡み合ったデータから，いかにその意味を抽出す
るか．多変量解析の新しい姿を提示．脳科学や通信解析
で注目される「独立成分分析」の手法を開発者自らが解
説し，さらに医療では必須の「因果推論」の話題を気鋭
の著者らが論じる．

ISBN：9784007307447 ／底本 ISBN：9784000068468

統計科学のフロンティア 6
パターン認識と学習の統計学
新しい概念と手法
麻生 英樹／津田 宏治／村田 昇
A5 判・並製／ 234 頁／本体価格 5,800 円

文字認識や音声認識など，パターン認識技術が成功を収
めつつある．その背景には，統計的手法・学習理論が大
きな役割を果たしてきた．代表的な手法を紹介し，とく
に注目のカーネル法，バギング，ブースティングについ
て丁寧に解説する．
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ISBN：9784007301315 ／底本 ISBN：0

統計的方法と科学的推論
R．A．フィッシャー／
渋谷 政昭 訳／竹内 啓 訳
B6 判・並製／ 242 頁／本体価格 3,800 円

現代の統計学はフィッシャーに始まる．統計学の主要な
概念と手法の多くは彼の発想によりてがけられた．本書
はそのフィッシャーの基本思想を伝える古典的名著であ
る．訳者による詳細な解説も理解の大きな助けとなる．

ISBN：9784007307584 ／底本 ISBN：9784000068475

統計科学のフロンティア 7
特異モデルの統計学
未解決問題への新しい視点
福水 健次／栗木 哲／竹内 啓／赤平 昌文
A5 判・並製／ 284 頁／本体価格 6,800 円

ニューラルネットワークなど複雑な問題にいかに対応す
るか．統計モデルが滑らかでない点をもつクラスの非正
則モデルを「特異モデル」とよび，その最新成果を解説．
広く非正則モデルへの考え方を補論として付す．

ISBN：9784007307591 ／底本 ISBN：9784000068482

統計科学のフロンティア 8
経済時系列の統計
その数理的基礎
刈屋 武昭／矢島 美寛／田中 勝人／竹内 啓
A5 判・並製／ 328 頁／本体価格 7,600 円

金融・データマイニングからバイオインフォマティクス・
脳の情報理論まで，今日の統計学は根幹となる哲学と技
術を与えている．さらに隣接分野の考え方を取り入れ進
化しつづけるこの分野を「統計科学」と呼び，その成果
と方向を示す．

ISBN：9784007307744 ／底本 ISBN：9784000068499

統計科学のフロンティア 9
生物配列の統計
核酸・タンパクから情報を読む
岸野　洋久／浅井　潔
A5 判・並製／ 272 頁／本体価格 6,500 円

生物の本質は情報にある．生物配列から進化の実態が明
らかになり，また，遺伝子や立体構造など隠れた構造を
探り出す技法が大きく進展しつつある．統計学と生物学
が融合した新たな学問の挑戦を紹介する．

ISBN：9784007307751 ／底本 ISBN：9784000068505

統計科学のフロンティア 10
言語と心理の統計
ことばと行動の確率モデルによる分析
金 明哲／村上 征勝／永田 昌明／大津 起夫／
山西 健司
A5 判・並製／ 256 頁／本体価格 6,200 円

「ことば」をひとつの軸として，人間の心理や行動への
統計科学的アプローチを紹介．文章の特徴による著者の
判定，確率・統計的アプローチによる自然言語処理，社
会調査データをどう読むかなど，斬新かつ具体的な話題
を満載．

ISBN：9784007307881 ／底本 ISBN：9784000068512

統計科学のフロンティア 11
計算統計 I 確率計算の新しい手法
汪金芳／田栗 正章／手塚 集／
樺島 祥介／上田 修功
A5 判・並製／ 206 頁／本体価格 5,200 円

不確実さを計算する統計科学の手法とは．強力な「ブー
トストラップ法」，画期的な「超一様分布列」，「平均場
近似」から「一般化 EM法」「変分ベイズ法」といった
最新の話題まで，それぞれを丁寧に解説．

ISBN：9784007307898 ／底本 ISBN：9784000068529

統計科学のフロンティア 12
計算統計 II マルコフ連鎖
モンテカルロ法とその周辺
伊庭 幸人／種村 正美／大森 裕浩／
和合 肇／佐藤 整尚／高橋 明彦
A5 判・並製／ 372 頁／本体価格 5,600 円

マルコフ連鎖モンテカルロ法は近年の計算統計学におい
て最大の話題のひとつである．ベイズ統計をはじめ統計
科学のさまざまな分野で用いられるマルコフ連鎖モンテ
カルロ法と逐次モンテカルロ法について豊富な例を用い
て解説．
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ISBN：9784007307683 ／底本 ISBN：9784000062923

特性類と幾何学
森田　茂之
A5 判・並製／ 216 頁／本体価格 5,300 円

特性類は多様体の分類や構造解析において基本的な役割
を果たす．サリヴァンによって創られたド・ラームホモ
トピー理論を紹介し，コホモロジーを用いて記述される
平坦バンドルや葉層構造，曲面バンドルについて解説．

ISBN：9784007300547 ／底本 ISBN：4000057537

日本の数学 100 年史　（上）
「日本の数学 100 年史」編集委員会 編
A5 判・並製／ 360 頁／本体価格 9,000 円

日本数学会が 1877 年創立以来 100 年になるのを記念
して刊行された数学者および数学界の活動記録．対象範
囲は幕末から昭和後半まで，日本人数学者の国内外の活
動や外国人数学者の日本での活動，さらに周辺の図書・
雑誌までも網羅する．

ISBN：9784007300554 ／底本 ISBN：4000057545

日本の数学 100 年史　（下）
「日本の数学 100 年史」編集委員会 編
A5 判・並製／ 404 頁／本体価格 10,000 円

日本数学会が 1877 年創立以来 100 年になるのを記念
して刊行された数学者および数学界の活動記録．対象範
囲は幕末から昭和後半まで，日本人数学者の国内外の活
動や外国人数学者の日本での活動，さらに周辺の図書・
雑誌までも網羅する．

ISBN：9784007302435 ／底本 ISBN：9784000061407

函数論　第 2 版
吉田　洋一
B6 判・並製／ 300 頁／本体価格 4,600 円

複素数の定義に始まり，コーシーの積分定理，解析接続
など，函数論の基本を徹底的にかみくだいて解説した入
門書．およそ数学を学ぼうとする人は一度は本書を手に
したいと言われるほど評価が高い．良い演習問題付き．

ISBN：9784007306822 ／底本 ISBN：9784000058254

発展方程式
田辺　広城
A5 判・並製／ 256 頁／本体価格 6,100 円

発展方程式は数理物理において特に重要なテーマであ
る．バナッハ空間，ヒルベルト空間における作用素論と
超関数論の初歩だけを前提に，線型半群理論に基づく発
展方程式論を展開したユニークな解説書．

ISBN：9784007305498 ／底本 ISBN：9784000058759

非可換環
谷崎　俊之
A5 判・並製／ 162 頁／本体価格 2,800 円

現代数学の基本的手法に基づく非可換環論の新しい流れ
を紹介．フィルター環と呼ばれるクラスの非可換環に対
して，非可換環の局所化・ホモロジー代数・可換環論と
いった普遍的手法を縦横に用い，応用上も重要な結果を
導く．

ISBN：9784007305795 ／底本 ISBN：9784000058704

非可換幾何学入門
A．コンヌ／丸山　文綱　訳
A5 判・並製／ 264 頁／本体価格 6,400 円

現代数学と数理物理学との接点で誕生した非可換幾何
学．この理論をはじめて提唱した著者による入門的な解
説書．幾何的な空間と関数解析はどのように対応するの
か，斬新な哲学と視点に立って生きいきと語られている．
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ISBN：9784007303319 ／底本 ISBN：9784000059503

複素関数論
森　正武／杉原　正顯
A5 判・並製／ 268 頁／本体価格 4,200 円

本書は，理工系の大学初学年生向けの入門テキストであ
る．複素関数の微分積分を中心に，その数学的枠組みを
はじめ，応用を念頭においた複素関数のいろいろな表示，
等角写像の具体例を解説する．

ISBN：9784007306969 ／底本 ISBN：9784000058773

非線形とは何か 複雑系への挑戦
吉田　善章
A5 判・並製／ 214 頁／本体価格 3,600 円

「複雑さの科学」にある非線形という数学的構造は曖昧
にされることが多い．線形と非線形，乱れと秩序などを
対比させながら，その本質をできるだけ多くの方に知っ
てもらおうと書かれた意欲作．

ISBN：9784007304835 ／底本 ISBN：9784000058629

非線形格子力学　増補版
戸田　盛和
A5 判・並製／ 228 頁／本体価格 5,600 円

粒子間で指数関数型の相互作用をする格子の運動は数学
的に厳密に解くことができる．戸田格子とよばれるこの
非線形格子の理論を，基本概念から最新の成果まで明快
に解説する．計算機実験による新たな知見も紹介した．

ISBN：9784007302350 ／底本 ISBN：9784000060028

微分位相幾何学
田村　一郎
A5 判・並製／ 476 頁／本体価格 10,000 円

微分多様体の位相不変な性質を研究する数学が微分位相
幾何学である．本書は，微分多様体やベクトル・バンド
ルの定義から，高次元ポアンカレ予想問題，さらに特性
類，同境理論，エキゾチック球面などを解説する．

ISBN：9784007305771 ／底本 ISBN：9784000058742

微分方程式と固有関数展開
小谷　眞一／俣野　博
A5 判・並製／ 232 頁／本体価格 3,600 円

スツルム－リウビル型の 2階常微分作用素の固有値問題
をテーマとする．関数解析の基本事項を導入し，通常の
固有関数展開および，連続スペクトルが現れる場合の一
般展開定理を解説．固有関数の性質の説明も詳しい．

ISBN：9784007302206 ／底本 ISBN：9784000215541

微分方程式の解法　第 2 版
吉田　耕作
B6 判・並製／ 322 頁／本体価格 4,800 円

常微分および偏微分方程式の解法に関して見事に解説し
た定評のある入門書．方程式の持つ一般的な性質や解の
存在性，一意性について詳しく調べ，あらゆるタイプの
方程式の解法を体系的に理解できるように配慮した．

ISBN：9784007307065 ／底本 ISBN：9784000059183

不動点定理とその周辺
中岡　稔
A5 判・並製／ 224 頁／本体価格 5,600 円

ホモロジー論を現代的に展開して，統一的方法で不動点
定理と同変点定理を導き，それらに関する多くの存在定
理，非存在定理を示す．とくに球面上に自由に作用でき
る有限群を決定する問題への応用が詳しい．
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ISBN：9784007306105 ／底本 ISBN：9784000059527

複素幾何
小林　昭七
A5 判・並製／ 324 頁／本体価格 4,900 円

複素多様体の研究に欠かせない層の理論からはじめ，ベ
クトル束の接続，チャーン類を解説．さらに調和積分論，
レフシッツの結果のホッジによるケーラー多様体への一
般化や，小平邦彦による消滅定理の証明をする．

ISBN：9784007307713 ／底本 ISBN：9784000059794

偏微分方程式の数値解析
田端　正久
A5 判・並製／ 156 頁／本体価格 2,600 円

自然界に現れる多くの現象を表す偏微分方程式は，解析
的に解くことが難しい．代表的な数値解法である差分法，
有限要素法，境界要素法の手法を説明し，その数学的基
礎をコンパクトに解説．初学者に最適．

ISBN：9784007300738 ／底本 ISBN：4000059750

変換群論
川久保　勝夫
A5 判・並製／ 330 頁／本体価格 8,500 円

変換群を初めて学ぶ人のための入門書．とくに位相群や
多様体上のコンパクトリー群を深く理解したい人には具
体例や応用を意識した解説が便利である．またホモロ
ジーやコホモロジーなど代数学への展開も配慮されてい
る．

ISBN：9784007307706 ／底本 ISBN：9784000059787

変分問題入門
非線形楕円型方程式とハミルトン系
田中　和永
A5 判・並製／ 296 頁／本体価格 6,800 円

微分方程式の解の存在問題に対する変分的アプローチに
ついての入門的な解説．汎関数の臨界点の存在問題を論
じ，応用として非線形楕円型方程式やハミルトン系を取
り上げ，2体問題型のラグランジュ系を紹介．

ISBN：9784007305931 ／底本 ISBN：9784000060073

保型関数
清水　英男
A5 判・並製／ 456 頁／本体価格 10,000 円

保型関数の基礎理論，とくに数論的不連続群に対する 1
変数保型関数と整型保型形式の理論に焦点をしぼって解
説する．代数と解析の基礎的な知識のみで保型関数のさ
まざまな結果を読み進めることができる．

ISBN：9784007307058 ／底本 ISBN：9784000050722

埋め込みとはめ込み
足立　正久
A5 判・並製／ 224 頁／本体価格 6,200 円

現代トポロジーの重要概念である「埋め込み」と「はめ
込み」．微積分，線形代数を予備知識にその基礎理論お
よび応用を紹介．前半は基礎からはめ込み定理の一般化
まで，後半は凸積分理論と応用について詳述．

ISBN：9784007304842 ／底本 ISBN：9784000060639

有限群とその応用
渡辺　宏
A5 判・並製／ 242 頁／本体価格 5,900 円

数学における群の考え方は，理工学の幅広い分野できわ
めて有効である．できるだけ直観的に理解できる群の例
をあつめて，初歩から応用までをかみくだいて解説した．
特に物理・化学で応用するための参考書として好適．
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ISBN：9784007307072 ／底本 ISBN：9784000060622

有限群と有限幾何
都筑　俊郎
A5 判・並製／ 272 頁／本体価格 6,500 円

有限幾何の研究では自己同型群の考察が有力な手段とな
る．面白い幾何構造からは面白い有限群が得られ，有限
群からは新しい有限幾何を構成するなどの問題が存在す
る．このような有限群と有限幾何の関係を基礎から詳述．

ISBN：9784007303685 ／底本 ISBN：0

有限要素法とその応用
森　正武
A5 判・並製／ 202 頁／本体価格 5,200 円

有限要素法について，偏微分方程式を解く立場から，そ
の理論的背景を解説する．抽象的すぎる記述は避け，直
感的理解が容易になるよう，また計算機を使った実際計
算とも密接に結びつくよう記述．

ISBN：9784007306259 ／底本 ISBN：9784000060806

葉層のトポロジー
田村　一郎
A5 判・並製／ 238 頁／本体価格 5,800 円

多様体を弧状連結な部分集合に分解した葉層構造の大域
的な性質について位相的視点から論じる．このテーマの
出発点となるポアンカレの構想からその後の成果までを
歴史的順序に従ってわかりやすく解説する．

ISBN：9784007306518 ／底本 ISBN：9784000079778

理工系の基礎数学 7
確率・統計
柴田　文明
A5 判・並製／ 240 頁／本体価格 3,600 円

確率法則，統計分布，推定と検定などを豊富な例題をま
じえて明快に解説し，新しい統計学の成果である情報量
規準 AIC と時系列解析などの適用例をていねいに述べ
る．演習問題・解答により徹底理解と応用力が得られる．

ISBN：9784007307737 ／底本 ISBN：9784000066174

類体論と非可換類体論 1
フェルマーの最終定理・佐藤
－テイト予想解決への道
加藤　和也
A5 判・並製／ 128 頁／本体価格 2,700 円

素数が演じるさまざまな現象や実例を通して類体論や非
可換類体論とは何かをわかりやすく説明．さらに非可換
類体論の進展がなぜフェルマーの最終定理や佐藤－テイ
ト予想解決に結びつくのかについて，その背景を解説．

ISBN：9784007300974 ／底本 ISBN：4000061623

連続群とその表現
島　和久
A5 判・並製／ 268 頁／本体価格 6,500 円

連続群の表現論は，理論物理と密接に関連し，その応用
は広く深い．本書は，表現論の基本概念の理解と，その
背後に潜む数学的構造の把握とを目標とする．定理相互
の関連をつかみ，自在に活用できるよう配慮している．

ISBN：9784007308468 ／底本 ISBN：9784000078658

理工系数学のキーポイント 5
キーポイント 微分方程式
佐野 理
A5 判・並製／ 214 頁／本体価格 3,300 円

簡単で本質をついた例題を選び，角度を変えて繰り返し
用いる．そのことで，微分方程式を解いた結果を公式と
して覚えるのではなく，それを解く過程に含まれている
本質的な考え方が理解できる．直感的イメージを大切に
する．
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ISBN：9784007305672 ／底本 ISBN：9784000061605

連続群論　（上）
ポントリャーギン／柴岡 泰光 訳／
杉浦 光夫 訳／宮崎 功 訳
A5 判・並製／ 322 頁／本体価格 4,900 円

広い見地に立って解説された位相群論の教科書として世
界的に定評のある古典的名著．原著第 2版からの翻訳．
群と位相代数にはじまり，特色あるコンパクト・リー群
の構造論まで，くわしく，しかも平易な記述で解説．

ISBN：9784007305689 ／底本 ISBN：9784000061612

連続群論　（下）
ポントリャーギン／柴岡 泰光 訳／
杉浦 光夫 訳／宮崎 功 訳
A5 判・並製／ 290 頁／本体価格 4,400 円

広い見地に立って解説された位相群論の教科書として世
界的に定評のある古典的名著。原著第 2版からの翻訳。
群と位相代数にはじまり、特色あるコンパクト・リー群
の構造論まで、くわしく、しかも平易な記述で解説。( 全
2冊 )

ISBN：9784007301698 ／底本 ISBN：9784000050388

遺伝子重複による進化
S．オオノ／山岸 秀夫 訳／梁 永弘 訳
A5 判・並製／ 256 頁／本体価格 6,500 円

生物の進化で重要な役割を果たすと考えられる遺伝子重
複の現象．この理論の提唱者みずからがいちはやく発表
した歴史的名著の翻訳である．自然淘汰だけでは説明で
きない進化における大きな飛躍を明快に説明する．

ISBN：9784007303326 ／底本 ISBN：9784000050555

遺伝統計学入門
鎌谷　直之
A5 判・並製／ 294 頁／本体価格 4,500 円

病気や体質などの背後にある遺伝的要因をどのように見
つけ出すのか．その手法の初歩を具体例をもとに解説す
る．統計学や遺伝継承法則の基礎知識から平易に身につ
けられる，ポストゲノム時代の医学，生命科学に必須の
入門書．

ISBN：9784007307331 ／底本 ISBN：9784000069618

現代生物学入門 1
ゲノム科学の基礎
浅島 誠 編／黒岩 常祥 編／小原 雄治 編
A5 判・並製／ 278 頁／本体価格 4,000 円

ゲノムに関する歴史的背景を概観しながら，遺伝子・ゲ
ノムから細胞・個体まで現代生物科学の基本を解説．ま
た今後の生物科学を考えるうえで必須のエピジェネティ
クス，バイオインフォマティクスについて丁寧に解説．

ISBN：9784007304866 ／底本 ISBN：9784000055574

生物集団と進化の数理
松田　博嗣／石井　一成
A5 判・並製／ 240 頁／本体価格 5,800 円

生物集団と進化の現象を因果論的に解明する理論である
集団遺伝学と生態学の数理的側面を紹介．分子生物学の
発展などの新しい知見に即応した新しい概念構成やモデ
ルの建設と，それにともなう数学的諸問題を解説する．

ISBN：9784007300462 ／底本 ISBN：4000062735

絶滅古生物学
平野　弘道
A5 判・並製／ 278 頁／本体価格 7,600 円

過去 5億年の間に起こった五つの大量絶滅を中心に，最
新の知見と研究動向を幅広く解説した世界でも類のない
本格的テキスト．生物にとって「負の現象」であるはず
の絶滅．その照らし出す清新な進化像が明らかになる．
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ISBN：9784007306532 ／底本 ISBN：9784000062411

地質学 2　地層の解読
平　朝彦
A5 判・並製／ 458 頁／本体価格 6,900 円

本書のキーワードは「フィールド」と「観察力」である．地
層との絶え間ない対話，独創的な創造力．野外で目にする露
頭から，太古の地球のダイナミクスを読み解く．その方法と
醍醐味をあますところなく説く．読者は読む間にフィールド
へ出たくなるだろう．野外調査に必要な基礎知識と考え方が
身に付く，必修教科書の第 2巻．

ISBN：9784007300929 ／底本 ISBN：0

変成岩と変成帯
都城　秋穂
A5 判・並製／ 472 頁／本体価格 11,000 円

変成岩および変成作用について，熱力学的基礎の解明や
結晶化学的・鉱物学的基礎の研究の進展を踏まえ，地球
科学の一環として体系的にまとめられた書．変成作用の
原因を明らかにし，大陸地殻の発達史における役割を論
じる．

ISBN：9784007307089 ／底本 ISBN：9784000061223

カンパニエーツ 理論物理学
山内　恭彦　訳／高見　頴郎　訳
A5 判・並製／ 690 頁／本体価格 15,000 円

現代物理学の大綱を整然たる理論構成によってまとめた
すぐれた教科書として定評があり，世界中で高く評価さ
れた古典的名著．物理学専攻の人はもちろん，化学，物
理化学などを学ぶ人々にもすすめる．

ISBN：9784007302374 ／底本 ISBN：9784000234382

ポアンカレ群と波動方程式
大貫　義郎
A5 判・並製／ 220 頁／本体価格 3,400 円

ポアンカレ群という数学的枠組を量子論に融合させる
と，すべての自由粒子の状態と振舞が完全に求められる．
ポアンカレ群のユニタリ表現論と物理学との関連をくわ
しく論じた，他に類をみない労作．

ISBN：9784007305986 ／底本 ISBN：9784000218511

レオロジー　第 2 版
中川　鶴太郎
B6 判・並製／ 334 頁／本体価格 5,100 円

変形と流動の科学レオロジーを体系だてて述べる．レオ
ロジーの前史である弾性力学，流体力学，塑性論の発達
の過程から，レオロジーの成立をも一望する．生物レオ
ロジーや乱流などの先進的な話題まで触れた．

ISBN：9784007300325 ／底本 ISBN：4000050400

一般ゲージ場論序説
内山　龍雄
A5 判・並製／ 220 頁／本体価格 6,500 円

現代物理学の基礎理論となったゲージ理論の一般形式か
ら応用までを，理論の開拓者が自らの着想を公開しつつ
明快に解説．標準モデルの理解，統一理論の研究のため
に見逃せぬ労作．特殊相対論の基礎知識があれば読める．

ISBN：9784007301681 ／底本 ISBN：0

定量形態学
生物学者のための stereology
諏訪　紀夫
A5 判・並製／ 540 頁／本体価格 12,000 円

病理診断において，生体の立体構造に着目するのは一つ
の重要なアプローチとなっている．本書は，こうした生
体の形態を定量的に考える定量形態学について，特に必
須となる計測の理論について数学の基礎から丁寧に説明
する．
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ISBN：9784007300936 ／底本 ISBN：4000058614

拡がりをもつ素粒子像
後藤　鉄男
A5 判・並製／ 194 頁／本体価格 5,500 円

素粒子の描像として質点的描像を離れ「ひも模型」が今
では超弦理論をはじめ支持されている．本書は，まだ例
外的なモデルとされていた時代，南部陽一郎とともに先
駆的に「ひも模型」を提唱した著者の画期的な労作．

ISBN：9784007301889 ／底本 ISBN：0

核融合のためのプラズマ物理
改訂版
宮本　健郎
A5 判・並製／ 584 頁／本体価格 13,000 円

核融合をめざすプラズマの閉じ込めや加熱に関する物理
学は，国際的な共同研究の中で着実かつ多岐にわたって
発展してきた．本書はこれらの膨大な諸研究を整理し，
プラズマの流体論および運動論の統合的な理解を目指
す．

ISBN：9784007300615 ／底本 ISBN：4000053132

径路積分による
多自由度の量子力学
崎田　文二／吉川　圭二
A5 判・並製／ 192 頁／本体価格 6,500 円

理論物理学のあらゆる分野で重要な役割をはたす径路積
分．本書は，おもに素粒子論，とくに場の理論への応用
を目指して，非摂動的方法を丁寧に解説する．後に大き
く発展した弦理論に必須となる拘束系の量子化論を含
む．

ISBN：9784007307553 ／底本 ISBN：9784000298025

現代物理学の基礎 2
古典物理学　II
豊田　利幸／碓井　恒丸／湯川　秀樹
A5 判・並製／ 398 頁／本体価格 6,900 円

相対性理論，熱力学および古典統計力学について，理論
体系の単なる解説ではなく，それぞれの特徴を抽出する．
たとえば相対性理論は古典物理学を統一する枠組みとし
て明確に示す．最後に古典物理学的世界像とは何かを構
想する．

ISBN：9784007304149 ／底本 ISBN：9784000298049

現代物理学の基礎 4
量子力学　II
並木 美喜雄／位田 正邦／豊田 利幸／
江沢 洋／湯川 秀樹
A5 判・並製／ 634 頁／本体価格 9,500 円

発展問題としての，散乱理論，数学的基盤，情報の物理
としての量子力学について解説する．いまなお完備して
いない量子力学だが，その世界像はどうあるべきか，最
後に観測理論，実在論と時間論という二つの観点から考
察する．

ISBN：9784007308727 ／底本 ISBN：9784000056168

ソフトマター物理学入門
土井　正男
A5 判・並製／ 288 頁／本体価格 4400 円

ソフトマターとは高分子，液晶，界面活性剤など柔らか
い物質の総称である．日常生活に身近であると同時に，
今後のテクノロジーを支える物質として注目される．本
書はソフトマターの理解を目標に，必要な物理学の基礎
を解説する．非平衡ダイナミクスなど通常の統計力学の
コースでは扱わない内容も含め丁寧に説明する．

ISBN：9784007304156 ／底本 ISBN：9784000298056

現代物理学の基礎 5
統計物理学
戸田 盛和／斎藤 信彦／久保 亮五／
橋爪 夏樹
A5 判・並製／ 544 頁／本体価格 8,000 円

ミクロ現象からマクロ現象を再構成する手法としての物
理学．平衡系統計力学の枠組みを解説した後，相転移現
象を扱う．次にブラウン運動論を展開し非平衡系への橋
渡しとなる緩和現象や線形応答，また場の量子論的方法
を解説する．
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ISBN：9784007304132 ／底本 ISBN：9784000067447

現代物理学叢書
くりこみ群の方法
江沢 洋／渡辺 敬二／鈴木 増雄／田崎 晴明
A5 判・並製／ 272 頁／本体価格 4,200 円

自然の基本的な存在である場は，くりこみ群の方法によって
その不変な特質が明らかにされる．このようにくりこみ群は，
物性論における相転移から素粒子論の相互作用まで，今日の
物理学の核心をえぐりだす強力な方法である．単なる計算の
手段ではなく，理論物理学の重要な視点であることが明快と
なるよう基本的な考え方を解説する．

ISBN：9784007305955 ／底本 ISBN：9784000067546

現代物理学叢書
ゲージ場の理論
藤川　和男
A5 判・並製／ 272 頁／本体価格 4,300 円

自然界すべての力を記述するゲージ場の理論について古
典論，量子論双方の立場からの統一をめざす．ゲージ場
の量子化，くり込み，対称性の自発的破れと量子的破れ
などの話題を，素粒子の実際的な問題と結びつけて解説．

ISBN：9784007304804 ／底本 ISBN：9784000067423

現代物理学叢書
一般相対性理論
佐藤　文隆／小玉　英雄
A5 判・並製／ 268 頁／本体価格 4,600 円

現代数学の表現形式を用いて書かれた，一般相対論の本
格的教科書．宇宙モデル，ブラックホール，重力量子化
の試みなどを取り上げ，微分幾何学の手法に重点をおい
て解説し，一般相対論の構造を体系的に明らかにする．

ISBN：9784007304606 ／底本 ISBN：9784000067485

現代物理学叢書
局在・量子ホール効果・密度波
長岡　洋介／安藤　恒也／高山　一
A5 判・並製／ 304 頁／本体価格 7,000 円

1 次元ないし 2次元的な広がりしかない風変りな物質，
強い異方性のある物質，きれいな周期性のない物質と
いった固体物理の新しいテーマに迫る．理論的側面を中
心に解説し，メゾスコピック系の量子伝導まで扱う．

ISBN：9784007305979 ／底本 ISBN：9784000067591

現代物理学叢書 原子核の理論
市村　宗武／坂田　文彦／松柳　研一
A5 判・並製／ 320 頁／本体価格 7,400 円

原子核は，平均場描像，集団運動的描像，カオス的描像
など，一見相反する特徴が同一の系に実現しているユ
ニークな系である．これらの多彩な特徴がどのような機
構で発現するのかを概観し，相互の関係を考察する．

ISBN：9784007304620 ／底本 ISBN：9784000067553

現代物理学叢書
固体 構造と物性
金森 順次郎／米沢 富美子／川村 清／
寺倉 清之
A5 判・並製／ 336 頁／本体価格 7,600 円

電子状態と原子配列の両面についての基本概念の解説を
丁寧におこない，そのうえで，フラーレン，準結晶，ア
モルファス，表面など，固体研究の最近の話題をも紹介
する．実り豊かな新しい固体論の世界への案内．

ISBN：9784007306402 ／底本 ISBN：9784000067508

現代物理学叢書
散逸構造とカオス
森　肇／蔵本　由紀
A5 判・並製／ 336 頁／本体価格 7,600 円

散逸構造あるいはカオスに特徴的な形態と構造，物理的
プロセスを解説．第 I 部でさまざまな現象の根底にある
普遍構造を取り出す縮約理論を論ずる．第 II 部でカオス
の幾何学的な見方と統計的な見方を統合的に述べる．
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ISBN：9784007303883 ／底本 ISBN：9784000067607

現代物理学叢書 場の量子論
大貫　義郎
A5 判・並製／ 248 頁／本体価格 6,000 円

素粒子論，物性論など現代物理学の発展に不可欠な役割を果
たしたのが場の量子論である．微視的世界を記述するこの理
論の基礎となる土台を掘り下げ，考察を行う．場の量子化と
は何か，いかなる条件でどのような可能性を持つかなど，専
門的な計算技術を習得する前に身につけておくべき基本的な
事項を整理し丁寧に眺めていく．

ISBN：9784007303876 ／底本 ISBN：9784000067478

現代物理学叢書 素粒子物理
戸塚　洋二
A5 判・並製／ 256 頁／本体価格 6,000 円

素粒子の標準模型は加速器実験のほとんどの結果を驚くほど
よく説明したが，実は究極の理論体系ではないこともわかっ
ている．この標準模型を基礎となる実験結果とともに明快に
解説し，その先を見通すための実験的および理論的研究につ
いて述べる．また宇宙初期との関わりにも触れ，素粒子物理
学の将来への展望を語る．

ISBN：9784007305962 ／底本 ISBN：9784000067577

現代物理学叢書 超伝導・超流動
恒藤　敏彦
A5 判・並製／ 216 頁／本体価格 5,400 円

超伝導現象を説明する一般化された BCS 理論を解説し，
強結合理論，GL理論，ヘリウム 3の超流動を取り上げる．
さらに，重い電子系と銅酸化物の超伝導の特徴をまとめ，
今後の研究を見すえる．

ISBN：9784007306396 ／底本 ISBN：9784000067492

現代物理学叢書 電子相関
山田　耕作
A5 判・並製／ 232 頁／本体価格 5,600 円

相関の強い金属電子を記述するフェルミ液体論は，磁性
希薄合金や重い電子系，銅酸化物高温超伝導体，有機導
体の研究により，その豊かな物理的内容が明らかになっ
た．この理論を中心に強相関電子系の物理を記述する．

ISBN：9784007304613 ／底本 ISBN：9784000067522

現代物理学叢書 電磁力学
牟田　泰三
A5 判・並製／ 240 頁／本体価格 5,600 円

統一場の理論の立場から電磁気学の論理構造を明快に示
し，諸現象の背後にひそむ基本原理を明確にする．マク
スウェル方程式の導出から電磁波について解説し，さら
に特殊相対論とゲージ場の理論について詳しく解説す
る．

ISBN：9784007303470 ／底本 ISBN：9784000067515

現代物理学叢書 統計力学
鈴木　増雄
A5 判・並製／ 340 頁／本体価格 7,500 円

統計力学の原理・基本的枠組みから説き起こし，重要な
手法，とりわけ一般化された密度行列を導入して理論を
展開する．相転移，非平衡系，さらにスピングラスなど
複雑性の科学への入門まで，現代的観点から解説．

ISBN：9784007304811 ／底本 ISBN：9784000067416

現代物理学叢書 非線形波動
和達　三樹
A5 判・並製／ 246 頁／本体価格 4,000 円

ソリトンの発見を契機に発展した非線形波動の研究は，
工学での応用，新しい数学の発展といった広がりを見せ
た．波動の基礎事項から結び目理論や量子可積分系など
最新の成果までを，統一的な立場から明快に解説する．
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ISBN：9784007306846 ／底本 ISBN：9784000067430

現代物理学叢書 量子光学
花村　榮一
A5 判・並製／ 224 頁／本体価格 5,400 円

光の量子論的理解が深まり，多彩な非線形光学現象が実
現し，量子光学の重要性はますます高まっている．輻射
場の量子化からレーザー光の性質，非線形光学まで最新
の知見とともに明快に解説する決定版的な参考書．

ISBN：9784007304637 ／底本 ISBN：9784000067584

現代物理学叢書 量子場の数理
荒木　不二洋
A5 判・並製／ 288 頁／本体価格 6,600 円

量子論の概念と数学的構造から説き起こし，相対論的対
称性など量子場の基本的性質を定式化．そこから粒子像
や散乱現象などの物理的帰結が引き出せることを示す．
物理学における作用素環の方法への入門にもなってい
る．

ISBN：9784007304644 ／底本 ISBN：9784000067614

現代物理学叢書　力学
大貫　義郎／吉田　春夫
A5 判・並製／ 248 頁／本体価格 6,000 円

力学は物理学の中で最も早く確立されながら，いまなお
新鮮な展開をみせている．力学の基本的枠組みを解析力
学の理論構成に重点を置いて議論し，現代的発展そのも
のを具体的に解説し，カオスなどの新しい様相も見る．

ISBN：9784007307287 ／底本 ISBN：9784000067461

現代物理学叢書 6
高分子物理・相転移ダイナミクス
土井　正男／小貫　明
A5 判・並製／ 256 頁／本体価格 6,100 円

高分子と相転移という 2つのテーマを統一的観点からと
らえ，非線形・非平衡現象を理解するための考え方を解
説．前半は高分子の構造とダイナミクス，後半はスピン
系，流体系などのドメイン形成と時間発展を記述する．

ISBN：9784007300417 ／底本 ISBN：0

光学
久保田　広
A5 判・並製／ 446 頁／本体価格 11,000 円

レーザー光学が目覚ましい進歩を遂げても，光学の基本
原理は普遍であり，その理解は必須である．本書は，光
学の基礎理論から，光学系機械の設計・検査，波面光学，
測光および測色までを丁寧に説明した教科書である．

ISBN：9784007302329 ／底本 ISBN：9784000054058

散乱の量子力学
並木　美喜雄／大場　一郎
A5 判・並製／ 364 頁／本体価格 8,000 円

ミクロ現象の研究にとって，散乱の量子力学は欠くこと
のできない理論的道具．衝突・散乱現象の基礎から研究
現場での応用まで，具体例と原理的説明とを巧みに織り
まぜながらわかりやすく解説する．演習問題付き．

ISBN：9784007303098 ／底本 ISBN：9784000212137

散乱の量子論
砂川　重信
B6 判・並製／ 260 頁／本体価格 4,000 円

著者が開発した極限操作の方法によって S行列理論を極
めて見通しよく論じた労作．初等的な量子論のみを前提
に，一貫して懇切丁寧に解説する．この分野の学習に困
難を強いられてきた初学者にとって格好の入門書．
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ISBN：9784007304859 ／底本 ISBN：9784000053976

散乱理論における逆問題
加藤　祐輔
A5 判・並製／ 308 頁／本体価格 7,200 円

線形微分方程式のスペクトル理論と量子力学的ポテン
シャル散乱理論およびをれらの逆問題の理論の基礎的部
分を紹介し，応用としてソリトンが関与する非線形波動
について逆散乱法を説明．多分野にわたる知識を整理し
た．

ISBN：9784007302343 ／底本 ISBN：9784000054423

磁性
芳田　奎
A5 判・並製／ 372 頁／本体価格 9,500 円

物性論の最も重要な課題である磁性理論の基礎的重要事
項を，第一人者が固体電子論の立場から集大成．近藤効
果などの新しい成果までが明快に解説されており，物性
分野の大学院学生，若手研究者必読の書である．

ISBN：9784007303654 ／底本 ISBN：9784000074148

新物理学選書
スピングラス理論と情報統計力学
西森　秀稔
A5 判・並製／ 220 頁／本体価格 6,800 円

スピングラス理論は，磁性の性質の解明という目的を超
えて，符号理論や画像修復の問題，さらにはニューラル
ネット，最適化問題から統計科学の分野にまで確固とし
た成果を上げている．その基礎を解説した記念碑的著作．

ISBN：9784007303463 ／底本 ISBN：9784000074186

新物理学選書
ゆらぎのエネルギー論
関本　謙
A5 判・並製／ 232 頁／本体価格 6,400 円

熱ゆらぎが大きな意味を持つミクロン以下の世界．従来
の運動論に加え，ゆらぐ世界のエネルギー論の枠組みを
提示し，その熱統計力学を探索する．熱ゆらぎで作動す
るメモリー・制御装置・エネルギー変換機構まで詳説．

ISBN：9784007303456 ／底本 ISBN：9784000074124

新物理学選書
巨視的トンネル現象
高木　伸
A5 判・並製／ 234 頁／本体価格 6,200 円

量子力学は巨視的世界においても普遍的に妥当するのだ
ろうか．レゲットが提起したプログラムにもとづき，シュ
レーディンガーの猫に由来する，現代物理学にのこされ
た大問題に決着をつけることをめざす．

ISBN：9784007303449 ／底本 ISBN：9784000074117

新物理学選書
共形場理論と 1 次元量子系
川上　則雄／梁　成吉
A5 判・並製／ 248 頁／本体価格 7,200 円

高温超伝導の発見が契機となって注目される低次元物
理．中でも量子ゆらぎや電子相関の効果については，素
粒子論で発展した共形場理論を適用することで厳密に記
述できる．共形場理論の入門から応用まで明快に解説．

ISBN：9784007303661 ／底本 ISBN：9784000074155

新物理学選書
経路積分と対称性の量子的破れ
藤川　和男
A5 判・並製／ 302 頁／本体価格 7,000 円

ゲージ場における量子化にともなう対称性の破れは，場
の理論の枠組みを越えて，より広い意味で量子論全体に
影響を及ぼしうる基本的な現象である．経路積分による
アプローチはその意味を明快に示しかつ広く有用であ
る．
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ISBN：9784007303678 ／底本 ISBN：9784000074179

新物理学選書 電子相関の物理
斯波　弘行
A5 判・並製／ 208 頁／本体価格 6,800 円

高温超伝導，重い電子系など，電子間の相互作用が本質
的に重要となる物性物理の問題は，相互作用の効果を摂
動とする単純な方法では議論できない．では，いかにア
プローチすればよいのか，その理論的手法を解説する．

ISBN：9784007303647 ／底本 ISBN：9784000074131

新物理学選書 量子ホール効果
吉岡　大二郎
A5 判・並製／ 214 頁／本体価格 6,400 円

強磁場中の 2次元電子系における量子ホール効果の発見
を契機として，付随する数々の驚くべき現象が明らかに
なり，物性物理学に新しい展開がもたらされた．この現
象の本質の解明を目指し，基礎から最新の成果までを解
説．

ISBN：9784007302442 ／底本 ISBN：9784000062701

絶対カシミール元
黒川　信重／若山　正人
A5 判・並製／ 202 頁／本体価格 5,600 円

オランダの物理学者カシミールが量子力学の誕生後まも
なく発見したカシミール元とカシミール効果．いずれも
ゼータ関数と深く結びついている．この2つから出発し，
高次の概念「絶対カシミール元」へと展望する．

ISBN：9784007301063 ／底本 ISBN：9784000057011

電子相関における 場の量子論
永長　直人
A5 判・並製／ 206 頁／本体価格 5,800 円

強く相互作用しながら運動する多電子系は物性物理学の
中心課題であり，場の量子論の典型的な応用分野でもあ
る．この分野をリードする著者の構想を理論的な手法の
基礎と発展するアプローチとを合わせて明快に解説し
た．

ISBN：9784007301513 ／底本 ISBN：0

波動光学
久保田　広
A5 判・並製／ 542 頁／本体価格 12,000 円

古典としての光学をしっかりと身につけ，しかも単なる
知識ではなく，一歩つっこんだ疑問が生じたときに役立
つことを意図して書かれた教科書．光の回折や干渉現象
を中心にコヒーレンス光学までを詳しく丁寧に解説す
る．

ISBN：9784007302114 ／底本 ISBN：9784000058698

非線形科学入門
吉田　善章
A5 判・並製／ 312 頁／本体価格 7,000 円

非線形科学の主要な現象・構造の基本概念を解説する．
様々な非線形効果が協調，競合して，複雑かつ多面的な
現実世界が生まれ出るさまを，この 1冊で理解できる．
教養課程の講義をもとに作った，新しいタイプの入門書．

ISBN：9784007301100 ／底本 ISBN：9784000059343

物性論における 場の量子論
永長　直人
A5 判・並製／ 248 頁／本体価格 6,200 円

経路積分，量子相転移，格子ゲージ理論など場の量子論
の重要な基礎概念を初歩から明快に解説したあと，超流
動，超伝導をはじめ分数量子ホール液体など最新の問題
を実戦的に扱う．物性論専攻の学部上級以上の必読の書．
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ISBN：9784007306648 ／底本 ISBN：9784000077460

物理テキストシリーズ 6
量子力学入門
阿部　龍蔵
B6 判・並製／ 212 頁／本体価格 3,300 円

量子力学が確立するまでの歴史を丁寧に記述するととも
に，その一般原理をわかりやすく解説した入門書．粒子
性と波動性をどのように統一して理解するか，多数の例
題をまじえて解き明かす．演習問題は詳細な解答付き．

ISBN：9784007308475 ／底本 ISBN：9784000077422

物理テキストシリーズ 2
解析力学
大貫 義郎
B6 判・並製／ 242 頁／本体価格 3,700 円

現代物理学へのつながりを意識しながら，解析力学の理
論と手法を解説．座標変換から説きおこし，変分原理，
正準変換，ハミルトン・ヤコビの理論，さらに束縛条件
をもつハミルトン形式まで詳述．吟味された演習問題と
解答つき．

ISBN：9784007308482 ／底本 ISBN：9784000077507

物理テキストシリーズ 10
統計力学
中村 伝
B6 判・並製／ 314 頁／本体価格 4,800 円

統計力学における見かたや考えかたを印象づけることに
重点をおいて解説．テクニカルな話題にはふれず，くわ
しい量子力学的な取り扱いを要する問題も避けた．統計
力学の応用を問題の形で挿入し，略解と解説を付す．

ISBN：9784007301117 ／底本 ISBN：9784000059480

物理を楽しもう
阿部　龍蔵
四六判・並製／ 240 頁／本体価格 3,500 円

オレンジと電池，トランプと麻雀，けん玉遊び，静電気
の秘密など日常生活に身近な例を入口に，さまざまな物
理的な見方・考え方を解説します．遊び心を満足させな
がら物理の基本も身につく入門書としてお薦めです．

ISBN：9784007302695 ／底本 ISBN：0

物理学と方法　論集 1
坂田　昌一
四六判・並製／ 452 頁／本体価格 6,800 円

物理学における坂田昌一の業績は，自然に対する徹底し
た唯物論的把握と方法論に支えられて生み出された．本
書は，素粒子論研究を通じて，展開され深められた物質
観・方法論に関する坂田昌一の諸論文を集めた．

ISBN：9784007308451 ／底本 ISBN：9784000059534

複素解析
藤本 坦孝
A5 判・並製／ 210 頁／本体価格 5,200 円

主要な考察対象である正則関数は，到るところで複素微
分可能な関数として定義され，微分可能な実関数に対し
ては成り立たない多くの美しい性質をもっている．諸概
念の幾何学的な意味と本質的なつながりを明らかにする
よう解説．

ISBN：9784007308444 ／底本 ISBN：9784000051989

可換環と体
堀田 良之
A5 判・並製／ 356 頁／本体価格 5,400 円

第1部「可換環」は次元論を主要な目標とする．第2部「体」
では，代数拡大とくにガロア理論の基礎的部分を解説し，
また超越拡大の重要な例として代数関数論を取り上げ，
有限体上の代数曲線のゼータ関数までを話題にする．



138

ISBN：9784007306525 ／底本 ISBN：9784000061346

量子電磁力学
ゲージ構造を中心として
横山　寛一
A5 判・並製／ 206 頁／本体価格 5,200 円

量子電磁力学について，広い枠組を持つ理論形式を導出
することを目指す好著．ゲージのずれを正しく考慮し，
くりこみ理論を正しく適用するために，量子電磁気学の
理論構成をそのゲージ構造を主眼として考察する．

ISBN：9784007306389 ／底本 ISBN：9784000061476

量子物理の数理
黒田　成俊
A5 判・並製／ 166 頁／本体価格 4,200 円

本書は，幾何学を広義の「科学の基礎理論」として位置づけ，
現代的な視点からまとめた大学初学年生向けのテキストであ
る．そのユニークな解説により，数学オリンピックの教材と
しても使用された．講座応用数学『いろいろな幾何 I』の単
行本化．三角形幾何論，高次元幾何について大幅に加筆，増
補した．

ISBN：9784007307423 ／底本 ISBN：9784000061469

力学系
久保　泉／矢野　公一
A5 判・並製／ 390 頁／本体価格 8,900 円

質点の運動を記述する力学系について，第 1部では基本
的な例をあげ，測度論的力学系や位相的力学系を説明．
第 2部では空間の幾何学的構造が強い制約を与える力学
系について解説．幾何学的手法を用いた研究にも触れる．

ISBN：9784007301520 ／底本 ISBN：9784000061278

力学系の理論
白岩　謙一
A5 判・並製／ 300 頁／本体価格 7,000 円

時間とともに変化する自然および社会現象を説明する理
論として重要な力学系の入門書である．本書は二部構成
で，前半では数学的基礎概念を説明し，後半では微分可
能多様体，安定多様体上の力学系の理論を展開する．

ISBN：9784007308420 ／底本 ISBN：9784000060578

モジュライ理論 I
向井 茂
A5 判・並製／ 190 頁／本体価格 3,600 円

多様体の隠れた性質を解明する際に重要なモジュライ．
代数幾何学におけるモジュライ概念を具体例とともに解
説．特にモジュライ構成法である幾何学的不変式論とモ
ジュライを用いた代数関数論を取り上げ詳しく論じる．
（全 2冊）

ISBN：9784007308437 ／底本 ISBN：9784000060585

モジュライ理論 II
向井 茂
A5 判・並製／ 298 頁／本体価格 4,500 円

多様体の隠れた性質を解明する際に重要なモジュライ．
代数幾何学におけるモジュライ概念を具体例とともに解
説．特にモジュライ構成法である幾何学的不変式論とモ
ジュライを用いた代数関数論を取り上げ詳しく論じる．
（全 2冊）

ISBN：9784007302398 ／底本 ISBN：9784000237642

ジャパンクールと江戸文化
奥野　卓司
四六判・並製／ 238 頁／本体価格 3,600 円

世界を席捲しているジャパンクールの強さの原点は何だ
ろうか．そのコンテンツの作られ方やビジネスの背景に
あるのは「江戸文化」であると捉え，さらに変化と創造
を続けるジャパンクールの可能性を浮き彫りにしてゆ
く．
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ISBN：9784007303036 ／底本 ISBN：9784000285056

世紀末の思想と建築
磯崎　新／多木　浩二
四六判・並製／ 260 頁／本体価格 3,800 円

1991 年，建築をめぐる様々な状況を，建築家・磯崎新
（1931 －　）と批評家・多木浩二（1928 － 2011）が
徹底討論．都市のなかで建築をつくるとはいったい何を
意味するのか．世紀を超え，これからの世界に今なお問
いかける対談集．

ISBN：9784007300066 ／底本 ISBN：0

墨林間話
神田　喜一郎
B6 判・並製／ 240 頁／本体価格 4,700 円

漢籍に親しむこと数十年に及んだ著者が，中国や日本の
書や人に触れ，折々に綴った珠玉の随筆を収める．

ISBN：9784007306112 ／底本 ISBN：9784000060219

マイクロコンピュータの誕生
わが青春の 4004
嶋　正利
A5 判・並製／ 198 頁／本体価格 5,000 円

世界最初のマイクロプロセッサ 4004 の開発には，日本
人が深く関わっていた．その功績により 1997 年京都賞
を受賞した著者が，マイクロコンピュータがどのように
誕生し発展したのか，エピソードをまじえて熱っぽく語
る．

ISBN：9784007305801 ／底本 ISBN：9784000061919

論理と計算のしくみ
萩谷　昌己／西崎　真也
A5 判・並製／ 280 頁／本体価格 4,100 円

命題論理・述語論理や様相論理など形式論理の基礎を学
んだあと，ゲーデル不完全性定理を通して「計算」の意
味を理解する．さらに計算モデルの典型であるラムダ計
算について学習し，論理と計算をつなぐ「仕組み」を理
解する．

ISBN：9784007304576 ／底本 ISBN：9784000056083

ソフトウェア工学の基礎
玉井　哲雄
A5 判・並製／ 282 頁／本体価格 4,200 円

ソフトウェアは，プログラミング言語による表現という
個人の作品的な面と多数の手で開発される工業製品とい
う面とを併せ持つ．信頼性の高いソフトウェアをいかに
開発，保守していくのか？　わかりやすい例をもとに解
説．

ISBN：9784007308208 ／底本 ISBN：

日本の住宅　普及版
藤井 厚二
B5 判・並製／ 264 頁／本体価格 6,300 円

西洋的な空間を取り込み，和洋を融合させながら，いか
に日本の気候風土に適した住宅をデザインするか．大正
から昭和初期にかけて実験住宅を試みた「聴竹居」の建
築家による理論・実践の書であると同時に，環境工学の
先駆的著作．

ISBN：9784007306419 ／底本 ISBN：9784000238786

調査報告 チェルノブイリ被害の全貌
アレクセイ・V．ヤブロコフ／ヴァシリー・B．ネステレ
ンコ／アレクセイ・V．ネステレンコ／ナタリヤ・E．プ
レオブラジェンスカヤ／星川 淳 監訳／チェルノブイリ
被害実態レポート翻訳チーム 訳
B5 判・並製／ 332 頁／本体価格 5,200 円

1986 年の大惨事以来，北半球全域を覆った放射能によ
る死者数は約百万にのぼり，その環境被害は今も進行中
である――．多年にわたる調査と五千以上の文献に基づ
き，衝撃的な被害の全貌を報告した決定版データ集，待
望の翻訳．
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ISBN：9784007301612 ／底本 ISBN：9784000052276

近代医学の史的基盤　（上）
川喜田　愛郎
A5 判・並製／ 702 頁／本体価格 15,000 円

病気という万人の悩みに対面した人々が，歴史の中でそ
れをどう考え，多くの労苦を経て何を成就し，また何を
しとげずに残したか，をたどる長い物語．医学がどんな
思想と方法をもち，何を課題とすべきかを問う力作．

ISBN：9784007301629 ／底本 ISBN：9784000052283

近代医学の史的基盤　（下）
川喜田　愛郎
A5 判・並製／ 822 頁／本体価格 17,000 円

―

ISBN：9784007301360 ／底本 ISBN：9784000057417

内省の構造 精神病理学的考察
長井　真理
A5 判・並製／ 262 頁／本体価格 6,400 円

力量を高く評価されながら夭逝した現象学的精神病理学
者が遺した凝縮された思索．症例観察に基づき，人間の
内面を鋭敏な感性で描く．哲学，記号論，ポスト構造主
義的方法をも取り込み，人間とは何かを根源から問う．

ISBN：9784007303043 ／底本 ISBN：9784000051996

確率と確率過程
楠岡　成雄
A5 判・並製／ 110 頁／本体価格 2,600 円

確率論は不確実な現象を取り上げるうえで避けては通れ
ない理論であり，さまざまな分野で広く用いられている．
本書は基本概念から確率解析への入門までを直観的かつ
数学的な厳密さも失わないように配慮して説明する．

ISBN：9784007305085 ／底本 ISBN：9784000058735

微分形式の幾何学
森田　茂之
A5 判・並製／ 372 頁／本体価格 5,600 円

微分形式は，多様体の幾何学的構造を表現し，大局的な
不変量を導くのに有用である．さらに多様体上の偏微分
方程式系を記述する役割もはたす．ド・ラームの定理や
特性類まで幾何的な意味に重点をおいて解説する．

ISBN：9784007306853 ／底本 ISBN：9784000067539

現代物理学叢書　量子力学
河原林　研
A5 判・並製／ 336 頁／本体価格 7,600 円

いまなおその広がりと深みを加えつつある量子力学を本
格的に学ぶ読者のため基礎的事柄に重点を置いて解説．
量子物理のさまざまな領域をよりよく理解できるよう現
代物理的要素と新鮮な話題を取り入れて述べられる．

ISBN：9784007307843 ／底本 ISBN：9784000061483

離散群
大鹿　健一
A5 判・並製／ 216 頁／本体価格 5,300 円

群を幾何学的対象として捉え直し，双曲的群・オートマ
ティック群・クライン群を柱として無限群に関する理論
を解説．理論の根底にある，負曲率の幾何学というべき
思考法にもとづき群と空間の関係が明確になる．
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ISBN：9784007307850 ／底本 ISBN：9784000062916

特異摂動の代数解析学
河合　隆裕／竹井　義次
A5 判・並製／ 152 頁／本体価格 3,700 円

シュレーディンガー方程式を題材にボレル総和法を基礎
とする解析を解説．方程式の大域的性質に関する数学的
構造を明らかにする．応用例としてモノドロミー保存変
形や非線形パンルヴェ方程式に対する別の視点を与え
る．

ISBN：9784007308239 ／底本 ISBN：9784000056618

超函数の理論　原書第 3 版
L．シュワルツ/
岩村 聯，石垣 春夫， 鈴木 文夫訳
A5 判・並製／ 432 頁／本体価格 6,500 円

著者によって確立され，純粋数学のみならず数理科学に
おいても重要な役割を果たすようになった超函数の理論
を明快に解説．数学を専攻しない読者への配慮が随所に
あり，ひろく物理・工学系の学生・研究者にもすすめら
れる．

ISBN：9784007308246 ／底本 ISBN：9784000052306

局所類体論
岩澤 健吉
A5 判・並製／ 198 頁／本体価格 4,100 円

数論的ないし体論的方法による局所類体論の大要を初等
的な立場から解説．代数学の基礎と位相空間論，位相群
論の基礎を予備知識として，最も基本的な諸成果を端的
に伝える．数論研究の第一人者による珠玉の著作．

ISBN：9784007308352 ／底本 ISBN：9784000056410

代数幾何入門
上野 健爾
A5 判・並製／ 358 頁／本体価格 5,400 円

数学のさまざまな分野からの道具立てを使って華麗に展
開されるために，初学者には難解な印象を与えがちな代
数幾何学を，できるだけ少ない準備のもとで多くの具体
例を用いて解説．理論のもつ深い意味が自然に理解でき
る．

ISBN：9784007308413 ／底本 ISBN：9784000211512

組合せ理論とその応用
高橋 磐郎
B6 判・並製／ 280 頁／本体価格 4,200 円

ガロア体の基本を応用に即して詳しく解説したのち，応
用として実験計画法や誤り訂正符号，組合せ回路などの
離散的情報工学問題まで扱う．本書に必要な代数学の基
礎知識を附録として最小限でまとめ，問いや例を随所に
配す．

ISBN：9784007308734 ／底本 ISBN：9784000053884

コンクリートの文明誌
小林　一輔
A5 判・並製／ 268 頁／本体価格 6400 円

ローマは一日にして成らず．格言に引かれる未曾有の都
市国家も，コンクリートなしにはありえなかった．人間
社会の基盤を支えるその姿は，華麗というより木訥．本
書は，そんな建設資材の視点から描いた文明の物語であ
る．『コンクリートが危ない』の著者が，古今東西を見聞し，
縦横無尽に書き下ろすライフワーク．

ISBN：9784007308895 ／底本 ISBN：9784000284776

新装増補 リスク学入門 2
経済からみたリスク
橘木 俊詔／長谷部 恭男／今田 高俊／
益永 茂樹 編
A5 判・並製／ 204 頁／本体価格 3100 円

結婚，出産・育児，教育，失業，家計破産，離婚，老後，
病気，寝たきり，死亡など．ライフサイクルにおいて
生じる，リスクを小さくするための行動の選択とセーフ
ティネットはどうあるべきか．経済学の観点から考える．
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ISBN：9784007308901 ／底本 ISBN：9784000052177

顔をなくした数学者
数学つれづれ
小林 昭七
四六判・並製／ 162 頁／本体価格 2500 円

微分幾何の研究で世界的な業績を挙げた著者の初のエッ
セイ集．「数学徒然」と題して書き留められ遺稿となっ
た小片を集める．「数学者の顔」「数学の美」などのエッ
セイから，数学への著者の深い思いが伝わってくる．

ISBN：9784007308932 ／底本 ISBN：9784000075619

ギンツブルクーランダウ
方程式と安定性解析
神保 秀一／森田 善久
A5 判・並製／ 326 頁／本体価格 5400 円

ギンツブルクとランダウは，超伝導の巨視的現象をエネ
ルギー汎関数を通じて非線形偏微分方程式系の解と対応
させる理論を構築した．現実の物理現象に対する解を数
学的に特徴づけて具体的に構成し，さまざまな状況での
安定性など解構造の研究を紹介する．

ISBN：9784007308949 ／底本 ISBN：9784000051668

函数解析の基礎 原書第 4 版 上
コルモゴロフ／フォミーン／
山崎 三郎／柴岡 泰光 訳
A5 判・並製／ 346 頁／本体価格 8000 円

函数解析は古典解析学の諸領域を母体として確立され，
いまや解析学の中心的位置を占める．微積分と線形代数
を予備知識として自己完結的に懇切丁寧に解説され，広
く親しまれてきた函数解析の標準的教科書．

ISBN：9784007308956 ／底本 ISBN：9784000051675

函数解析の基礎 原書第 4 版 下
コルモゴロフ／フォミーン／
山崎 三郎／柴岡 泰光 訳
A5 判・並製／ 252 頁／本体価格 6200 円

函数解析は古典解析学の諸領域を母体として確立され，
いまや解析学の中心的位置を占める．微積分と線形代数
を予備知識として自己完結的に懇切丁寧に解説され，広
く親しまれてきた函数解析の標準的教科書．

ISBN：9784007308963 ／底本 ISBN：9784000060615

J. -P. セール 有限群の線型表現
J．‐P．セール／岩堀 長慶／横沼 健雄 訳
A5 版・並製／ 232 頁／本体価格 5700 円

著者の名講義の粋を集めたもの．第一部で線型代数によ
る有限群の基本事項を展開し，第二部で表現の次数，指
標の整数性などを扱う．第三部はブラウアー理論の入門
となっている．章末に問題を付した好個の教科書．

ISBN：9784007309274 ／底本 ISBN：9784000298216

岩澤理論とその展望　上
落合 理
A5 判・並製／ 196 頁／本体価格 4,500 円

整数論における金字塔としての岩澤理論は，フェルマー
の最終定理の解決に寄与した後も目覚ましく進展してい
る．その新しい岩澤理論を解説する待望の教科書．上巻
は基礎となるイデアル類群の円分岩澤理論を解説する．
（全 2冊）

ISBN：9784007309489 ／底本 ISBN：9784000061490

理科読をはじめよう
子どものふしぎ心を育てる 12のカギ
滝川 洋二
四六判・並製／ 190 頁／本体価格 2,400 円

天文学や経済の専門家，小中高校や図書館，地域の文庫
などで子どもと一緒に科学の本に親しむ 12人が，その
楽しさや大切さを語り，実践例と経験談を大公開．朝読
に，読み聞かせに，どんな本をどのように読んだらよい
かに悩む人，必読．
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ISBN：9784007308925 ／底本 ISBN：9784000100168

岩波講座 基礎数学 
解析学（II）viii 
線型偏微分方程式論における
漸近的方法
A5 判・並製／ 322 頁／本体価格 7500 円

マスロフ理論は，着想は簡単でありながら，その美しい
結果が偏微分方程式論に深く広汎な影響を与えた．本書
はマスロフ理論への入門を試み，とくにケラー－マスロ
フ－アーノルド指数の説明をていねいに述べる．

ISBN：9784007308833 ／底本 ISBN：9784000100151

岩波講座 基礎数学
解析学（Ⅱ）v 
定数係数線型偏微分方程式
金子　晃
A5 判・並製／ 172 頁／本体価格 2600 円

線型偏微分方程式論の基礎的事項を解説．従来の書物と
同じくラプラス方程式（楕円型），波動方程式（双曲型），
熱方程式（放物型）の順に解説するが，その枠組みの必
然性を明らかにすることを目標とする．

ISBN：9784007305665 ／底本 ISBN：9784000110402

岩波講座 現代化学への入門 10
天然有機化合物の合成戦略
鈴木　啓介
菊判・並製／ 338 頁／本体価格 5,000 円

天然の有機化合物は複雑かつ不安定であり，その合成に
は周到な計画が必要である．反応剤や保護基の進歩によ
り飛躍的に発展した合成手法と，それらを有効に活かす，
逆合成解析を用いた論理的で効率的な合成計画法を解
説．

ISBN：9784007308918 ／底本 ISBN：9784000100083

岩波講座基礎数学
代数学 iv 可換環論
飯高 茂 編
A5 判・並製／ 146 頁／本体価格 3700 円

正則列，コーエン－マコーレー環，セールの双対律につ
いて基礎理論をのべ，さらにこれらを応用しつつ，射影
多様体への埋め込みを指定した代数多様体の構造理論を
のべる．古典的射影幾何学復興の息吹にふれることを意
図した書．

ISBN：9784007309380 ／底本 ISBN：9784000056472

理解から応用へ
大学での微分積分 II
藤田 宏
A5 判・並製／ 312 頁／本体価格 3,800 円

無限操作による関数の扱いの基礎に始まり，いよいよ大
学での微分積分の本番．多変数の微分積分を学ぶ．「岩
波講座　応用数学」からの単行本化．多変数の微分積分
の解説を大幅に改訂した．好評テキストの続巻．

ISBN：9784007309373 ／底本 ISBN：9784000056458

理解から応用へ
大学での微分積分 I
藤田 宏
A5 判・並製／ 186 頁／本体価格 2,800 円

概念の明確な把握．実感のこもった事実の納得．信頼で
きる方法の理解．この 3つを目標とする大学初学年向け
の教科書．高校で身につけた知識を活かしつつ，将来の
応用につながる発展的な思考力，問題解決能力を養う．

ISBN：9784007309267 ／底本 ISBN：9784000052016

理解から応用への関数解析
藤田 宏
A5 判・並製／ 256 頁／本体価格 4,000 円

応用志向の人のための関数解析の入門書．定理の証明は
概念・事実・方法を把握する手段と位置づけ，だれもが
苦痛なく理論を学べるよう工夫した．熟達の解説と内容
構成．確信を伴う理解が，応用力の獲得を保証する．
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ISBN：9784007308840 ／底本 ISBN：9784000100236

岩波講座 基礎数学
幾何学 vii　代数幾何学
飯高　茂
A5 判・並製／ 464 頁／本体価格 7000 円

代数幾何学とは多項式系で定義された図形すなわち代数
多様体の研究．スキーム理論の立場に立った代数多様体
の基礎理論を解説したのち，代数多様体を分類し，多様
性を手がかりにその本性を深く理解しようとする試みを
紹介．

ISBN：9784007308697 ／底本 ISBN：9784000100144

岩波講座 基礎数学
解析学（Ⅱ）ⅰ 常微分方程式 I
斎藤　利弥
A5 判・並製／ 170 頁／本体価格 4300 円

独立変数が実数であるような常微分方程式の理論のう
ち，特に，独立変数が限りなく増加するときの解の行動
に関する理論をとりあげる．線形方程式の一般的な性質
から始め，安定性，リアプノフの特性数などを論じる．

ISBN：9784007308703 ／底本 ISBN：9784000100144

岩波講座 基礎数学
解析学（Ⅱ）ⅱ 常微分方程式 II
木村　俊房
A5 判・並製／ 168 頁／本体価格 4200 円

常微分方程式の複素解析的理論を基礎定理から述べる．
常微分方程式の他に，全微分方程式と称せられる特殊な
偏微分方程式系にもかなりの紙数を割き，両者を関数論
的立場からだけでなく，幾何学的立場からも論じた．

ISBN：9784007309069 ／底本 ISBN：9784000100212

岩波講座基礎数学 幾何学 iv 
組合せ位相幾何学
加藤 十吉
A5 判・並製／ 162 頁／本体価格 4100 円

組合せ位相幾何学では，図形を単体と呼ばれる基本図形
の総体としての複体とみなし，各単体の性質を総合しか
つ総体的に捉えながら図形の性質を研究する．正則近傍
の理論，縮約の理論，吸い込みの定理，ハンドル体の理
論を中心に述べる．

ISBN：9784007309359 ／底本 ISBN：9784000100137

岩波講座 基礎数学 解析学 (I)
viFourier 解析
小松 彦三郎
A5 判・並製／ 202 頁／本体価格 5,000 円

フーリエ解析の登場は近代解析学の夜明けともいうべき
事件であった．関連領域は広大だが，リース－ソリンと
マルチンキーヴィッツ－ハントの補間定理，ルベーグ空
間におけるフーリエ級数論，フーリエ積分論を解説．

ISBN：9784007309366 ／底本 ISBN：9784000100144

岩波講座 基礎数学 解析学 (II) 
iii1 階偏微分方程式
大島 利雄／小松 彦三郎
A5 判・並製／ 160 頁／本体価格 4,000 円

シンプレクティック幾何・接触幾何の立場から 1階偏微
分方程式系の理論を解説．また，解析関数に対する偏微
分方程式の解の存在定理のうち最も基本的なコーシー＆
＃ 8211；コワレフスカヤの定理の証明を与える．

ISBN：9784007309243 ／底本 ISBN：9784000100151

岩波講座基礎数学 解析学 (II) iv 
数理物理に現われる偏微分方程式
藤田 宏／池部 晃生／犬井 鉄郎
／高見 頴郎
A5 判・並製／ 360 頁／本体価格 8,100 円

熱方程式，ラプラス方程式，波動方程式，マクスウェル
方程式，ナヴィエ＆＃ 8211；ストークス方程式など，
特色ある方程式の特色ある取扱いを列伝的に紹介．「意
味のある方程式」について数理と現象の結びつきを感覚
的に把握する．
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ISBN：9784007302220 ／底本 ISBN：9784001113860

岩波講座 物理の世界
摩擦の物理
松川　宏
四六判・並製／ 96頁／本体価格 2,000 円

摩擦がなければ立つことも歩くこともできないばかり
か，食べ物さえ喉を通らない．生命にも文明にも不可欠
な物理現象なのに，いまだそのメカニズムは謎のままだ．
基礎から，最新の原子・分子スケールの摩擦研究までを
紹介する．

ISBN：9784007309052 ／底本 ISBN：9784000100014

岩波講座基礎数学 線型代数 vii 
線型不等式とその応用
岩堀 長慶
A5 判・並製／ 180 頁／本体価格 4500 円

純粋数学者による線型計画法の解説．基礎の体を実数体
に限ることなく任意の順序体とし，体の拡大・縮小に対
して理論展開をおこなう．また，連立線型不等式論の基
本事項を先に述べることで，線型計画法の手法の原理を
明らかにする．

ISBN：9784007309250 ／底本 ISBN：9784000100175

岩波講座基礎数学 解析学 (II) ix 
超関数論入門
小松 彦三郎
A5 判・並製／ 198 頁／本体価格 5,000 円

シュワルツらの超関数と 1変数の佐藤の超関数の局所理
論を，できるだけ少しの予備知識ですむよう配慮し，て
いねいに解説．これらの超関数が微分方程式論の最も基
礎的な問題の解答に自然に現われることを示す．

ISBN：9784007309151 ／底本 ISBN：9784000100038

岩波講座 基礎数学 線型代数ⅵ
対称群と一般線型群の表現論
岩堀 長慶
A5 判・並製／ 156 頁／本体価格 3,900 円

まず基本事項として線型環とその表現を解説したのち，
対称群の複素既約表現の決定とその指標の公式という古
典的な理論と，半単純リー群の表現論の原型ともいうべ
き一般線型群の有限表現の理論を紹介する．

ISBN：9784007309496 ／底本 ISBN：9784000100175

岩波講座 基礎数学 解析学 (II)x
スペクトル理論 I
木村 俊房
A5 判・並製／ 204 頁／本体価格 5,200 円

2階線型常微分方程式の固有値問題は，微分方程式，境
界条件がより一般の場合，有限区間ではなく無限区間の
場合へと拡張された．ヒルベルト空間における作用素の
固有値問題として作られた壮麗な一般理論を紹介する．

ISBN：9784007309502 ／底本 ISBN：9784000100175

岩波講座 基礎数学 解析学 (II)xi
スペクトル理論 II
黒田 成俊
A5 判・並製／ 184 頁／本体価格 4,700 円

シュレディンガー作用素のスペクトル理論を，主として
散乱理論の視点から解説．とりわけ波動作用素の存在と
完全性の問題に焦点をあてる．関数解析の基本とスペク
トル定理に関する予備知識があれば困難なく読める．

ISBN：9784007309144 ／底本 ISBN：9784000100168

岩波講座 基礎数学 解析学（II） 
ⅵ 非線型楕円型方程式
増田 久弥
A5 判・並製／ 142 頁／本体価格 3,600 円

極小曲面の存在問題をシャウダーの不動点定理を用いて
解き，ルレイ－シャウダーの写像度の理論を用いてナ
ヴィエ－ストークス方程式の解の存在を示す．解析的な
非線型楕円型方程式系の解は解析的になることを最後に
示す．
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ISBN：9784007304163 ／底本 ISBN：9784000074681

岩波科学ライブラリー 128
こんどこそ！わかる数学
新井　紀子
B6 判・並製／ 134 頁／本体価格 1,900 円

小中学生時代は，算数や数学は大嫌いだったという著者
が，法学部に進んだのち，なぜか数学者になってしまう．
多くの人が数学を誤解している，と言う著者が「こんな
ふうに中学生に教えてみたい」と書いたユニークな本．

ISBN：9784007308079 ／底本 ISBN：9784000074971

岩波科学ライブラリー 157
猿橋勝子という生き方
米沢　富美子
B6 判・並製／ 134 頁／本体価格 1,900 円

女性が学問を追究するのが困難な時代に地球化学分野で
世界的な業績あげ，後年は女性科学者を顕彰する「猿橋
賞」を設けた猿橋勝子．その科学者としての業績と人間
としての生き方を，若い女性へのエールを込めて綴る渾
身の評伝．

ISBN：9784007308000 ／底本 ISBN：0

岩波講座 物理の世界
素粒子と時空 5
素粒子の超弦理論
江口　徹／今村　洋介
四六判・並製／ 98頁／本体価格 1,500 円

相対論と量子論を統合する理論として注目される超弦理
論．本書は，90 年代以降大きく進展する駆動力となっ
たM理論や Dブレーン，AdS ／ CFT 対応などの基本事
項を簡潔に説明し，理論のおおまかな流れを概観する．

ISBN：9784007308710 ／底本 ISBN：9784000077187

物理数学シリーズ 3
物理とフーリエ変換
今村　勤
A5 判・並製／ 254 頁／本体価格 3900 円

物理学によく出てくる線形偏微分方程式を解くために，
適用範囲の広い級数展開・積分変換の方法に焦点をあて
る．さまざまな変換方法を紹介し，どの場面でどの展開
を用いるか，その理由とともに明快に整理する．物理学
の異なった領域における考え方の類似性を数学的手法の
共通性を通して理解できるようになる．

ISBN：9784007307294 ／底本 ISBN：9784000065672

岩波科学ライブラリー 67
プリゴジンの考えてきたこと
北原　和夫
B6 判・並製／ 120 頁／本体価格 1,800 円

時間はなぜ 1方向にしか流れないのか．これが，散逸構
造の理論や複雑系の理論を構築したノーベル賞科学者プ
リゴジンの究極の問いである．　その指導を直接受けた
著者が自身の歩みを回想しつつ，その思想の核心に迫る．

ISBN：9784007304170 ／底本 ISBN：9784007304170

岩波科学ライブラリー 123
新薬スタチンの発見
コレステロールに挑む
遠藤　章
B6 判・並製／ 124 頁／本体価格 1,800 円

青カビからつくられた奇跡の薬，第二のペニシリンとも
呼ばれるスタチン．動脈硬化や心臓病の特効薬として世
界中で三千万人以上の人が服用する．発見から新薬とし
て認められるまで，波乱の道のりを発見者自らが語る．

ISBN：9784007309724 ／底本 ISBN：9784000078054

岩波基礎数学選書 環と加群
山崎 圭次郎
A5 判・並製／ 652 頁／本体価格 10,500 円

体系としての代数学は抽象的で，その記述は形式的だが，
理解・応用・研究には実体に支えられた代数的感覚が働
いている．必要な知識は高校の代数程度，初等的な素材
で代数的感覚を養うことを旨として，環と加群の理論を
解説する．
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ISBN：9784007307874 ／底本 ISBN：9784000296168

岩波科学ライブラリー 216
原発事故と科学的方法
牧野　淳一郎
B6 判・並製／ 126 頁／本体価格 1,800 円

原発事故の巨大さは嘘をまねく．放射性物質や原発事故
のリスクが一人一人の生活に上乗せされる時代に，信じ
るのではなく，嘘を見抜いて自ら考えていくための方法
とは．原発再稼働と健康被害推定をめぐる実践的な思考
の書．

ISBN：9784007308086 ／底本 ISBN：9784000079112

数学が育っていく物語 第 1 週　
極限の深み 数列と級数
志賀　浩二
B5 判変型・並製／ 160 頁／本体価格 2,800 円

数の概念が生まれたときから，数学はその内に無限とい
う深淵をつつみこんでいた．その後，無限の概念は極限
という表現を通して形式化され，数列や級数の振舞いを
記述し，ベキ級数によって関数の世界に基礎を与える．

ISBN：9784007309533 ／底本 ISBN：9784000295918

岩波科学ライブラリー 191
なぜ地球だけに陸と海があるのか
地球進化の謎に迫る
巽　好幸
B6 判・並製／ 126 頁／本体価格 1,600 円

地球は太陽系唯一，陸と海のある惑星だ！　秘密のカギ
は地球進化にあり．「海の中で大陸が生まれる」という
新説から謎解きに挑む．キーワードはサブダクション
ファクトリーや反大陸．科学的営みをスリリングに描く．

ISBN：9784007307867 ／底本 ISBN：9784000296076

岩波科学ライブラリー 207
信頼の条件
原発事故をめぐることば
影浦　峡
B6 判・並製／ 102 頁／本体価格 1,600 円

福島原発事故後，事実としても科学としても誤った発言
が跋扈した．専門家のことばから論理の構造を抽出し，
どこに問題があるのかを明確にする．信頼の条件とは，
内容の確かさだけではなく，知識の扱い方の問題である．

ISBN：9784007307577 ／底本 ISBN：9784000295994

岩波科学ライブラリー 199
犬のココロをよむ
伴侶動物学からわかること
菊水　健史／永澤　美保
B6 判・並製／ 138 頁／本体価格 1,900 円

あなたの愛犬への接し方は間違っていませんか．人の意
図を理解する，驚くべき犬のコミュニケーション能力．
その事実は人間の認知研究にも大きな影響を及ぼしつつ
あります．簡単な観察実験とともに，最先端の成果を紹
介します．

ISBN：9784007308406 ／底本 ISBN：9784000295949

岩波科学ライブラリー 194
宇宙怪人しまりす
医療統計を学ぶ 検定の巻
佐藤 俊哉
B6 判・並製／ 118 頁／本体価格 1,800 円

ある新薬が有効かどうかは，生命が関わるだけに，服用
効果の単純比較で決めるのは禁物です．対象者数以前に，
たまたま効いたという偶然性も気になります．意外に誤
解されている検定の基本を，宇宙怪人しまりす君と学び
ます．

ISBN：9784007307300 ／底本 ISBN：9784000295659

岩波科学ライブラリー 165
バナッハ－タルスキーのパラドックス 
新版
砂田　利一
B6 判・並製／ 122 頁／本体価格 1,800 円

球を 1つ適当に切り分けまた寄せ集めると，元の球と全
く同じ球を 2つ作ることができる！？　疑うことなか
れ．これは数学の厳密な定理である．なぜこのようなパ
ラドキシカルなことが生じるのか．数学の奥深さがわか
る本．
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ISBN：9784007308093 ／底本 ISBN：9784000079129

数学が育っていく物語 第 2 週
解析性 実数から複素数へ
志賀　浩二
B5 判変型・並製／ 184 頁／本体価格 3,200 円

ベキ級数が本当の力を示すのは複素数が登場してから．
複素数の世界では，微分できる関数はいつでもベキ級数
として表わすことができる．解析学は複素数の世界へと
拡張され，ついに解析性という美しく深い性質を手にす
る．

ISBN：9784007308123 ／底本 ISBN：9784000079150

数学が育っていく物語 第 5 週
方程式 解ける鎖，解けない鎖
志賀　浩二
B5 判変型・並製／ 208 頁／本体価格 3,600 円

方程式が与えられれば，それを解いてみたいという気持
ちが動く．代数学を誕生させ育んだのは，そうした柔ら
かな空気であり，群や体といった概念もその中で生まれ
た．「方程式を解く」という問題意識を軸に代数学の発
展を追う．

ISBN：9784007308109 ／底本 ISBN：9784000079136

数学が育っていく物語 第 3 週
積分の世界 一様収束とフーリエ級数
志賀　浩二
B5 判変型・並製／ 208 頁／本体価格 3,600 円

積分がたんなる面積の概念をこえ，関数の平均的な挙動
に注目するという新しい視点を獲得したとき，数学の中
に「積分的世界」とでもいうべき広がりが形成されていっ
た．物語はようやく 20世紀を迎える．

ISBN：9784007308116 ／底本 ISBN：9784000079143

数学が育っていく物語 第 4 週
線形性 有限次元から無限次元へ
志賀　浩二
B5 判変型・並製／ 200 頁／本体価格 3,600 円

方程式や行列の理論を通して線形性の考えが芽生え，
じょじょに数学の中に浸透していった．線形性が数学の
構造として明確に認識されるようになると，数学は有限
次元から無限次元までの世界を見通すたしかな視点を獲
得した．

ISBN：9784007308130 ／底本 ISBN：9784000079167

数学が育っていく物語 第 6 週
曲面 硬い面，柔らかい面
志賀　浩二
B5 判変型・並製／ 200 頁／本体価格 3,500 円

曲面の性質を調べようとする幾何学は，微分幾何とトポ
ロジーという 2つの大きな分野を生み出した．さらに局
所的な情報を総合して全体像をとらえる考え方は，20
世紀になって多様体という広く大きな場を形成すること
になる．

ISBN：9784007309601 ／底本 ISBN：9784000059138

コシリヤコフ・グリニエル・スミルノフ
物理・工学における 偏微分方程式 上
コシリヤコフ，グリニエル，スミルノフ /
藤田 宏，池部 晃生，高見 穎郎 訳
A5 判・並製／ 368 頁／本体価格 7,100 円

物理や工学の数学的解析で必要不可欠な偏微分方程式に
ついてのすぐれた教科書．物理・工学における偏微分方
程式がどのようにして導かれるか，いかなる解析的解法
があるかを，多くの具体例に即して解説する．

ISBN：9784007309618 ／底本 ISBN：9784000059145

コシリヤコフ・グリニエル・スミルノフ
物理・工学における 偏微分方程式 下
コシリヤコフ，グリニエル，スミルノフ /
藤田 宏，池部 晃生，高見 穎郎 訳
A5 判・並製／ 408 頁／本体価格 7,500 円

物理や工学の数学的解析で必要不可欠な偏微分方程式に
ついてのすぐれた教科書．物理・工学における偏微分方
程式がどのようにして導かれるか，いかなる解析的解法
があるかを，多くの具体例に即して解説する．
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ISBN：9784007309403 ／底本 ISBN：9784000079426

物理講義のききどころ 2
電磁気学のききどころ
和田 純夫
B5 判・並製／ 188 頁／本体価格 2,800 円

電磁気学は，電場や磁場の発散とか回転（渦）という概
念さえ理解できれば，統一的に見通せる．電場が変化す
ると磁場に渦が，磁場が変化すると電場に渦ができると
いう現象を表現したのがマクスウェル方程式なのだ．

ISBN：9784007309519 ／底本 ISBN：9784000079433

物理講義のききどころ 3
量子力学のききどころ
和田 純夫
B5 判・並製／ 198 頁／本体価格 3,000 円

量子力学は 19世紀までの古典力学的粒子像を根本的に
変え，粒子を波動関数で表わす理論である．「複数の状
態が共存し，それらが同時進行する」という，その粒子
像を徹底的に説明し，量子力学の本質を伝える．

ISBN：9784007309526 ／底本 ISBN：9784000079440

物理講義のききどころ 4
熱・統計力学のききどころ
和田 純夫
B5 判・並製／ 184 頁／本体価格 3,000 円

熱，温度，エントロピーを抽象的に定義し，熱にかかわ
る諸現象を関連づけた熱力学と，それらの量を現実の原
子や分子の振舞いと結びつけた統計力学．実体のよくわ
かる統計力学的見方を早い段階で取り入れて解説．

ISBN：9784007309625 ／底本 ISBN：9784000079457

物理講義のききどころ 5
振動・波動のききどころ
和田 純夫
B5 判・並製／ 184 頁／本体価格 3,000 円

「見開き 2ページで 1項目の説明」が基本。大切なことだ
けをズバリわかりやすく説明する。「ききどころ」、「ぽい
んと」、「キーワード」など、学習の動機、目的、到達点
などをはっきり明示する。重要な概念や法則どうしの関
連をしめす「チャート」など、物理全体の流れをつねに
意識して解説する。

ISBN：9784007309588 ／底本 ISBN：9784000298339

新装版 数学入門シリーズ
複素数の幾何学
片山 孝次
A5 判・並製／ 292 頁／本体価格 3,600 円

複素数が数学のなかに姿を現したのは，かなり昔のこと
である．今日の多くの数学は，複素数の上に築かれてい
る．その原動力は何か．三角関数からはじまり，複素数
の代数的，幾何学的側面を眺めながら，その魅力のひと
つである “幾何学への応用 ”へと読者を案内する．

ISBN：9784007309595 ／底本 ISBN：9784000298377

新装版 数学入門シリーズ
幾何のおもしろさ
小平 邦彦
A5 判・並製／ 346 頁／本体価格 4,200 円

数学の論理を理解するには集合より平面幾何のほうがよ
い．問題を自分で考え，パズルを解くような楽しさや物
理現象の記述に通じる自然科学としての興味深さ，さら
には論理的に厳密な学問の体系を学ぶ満足感を感じてほ
しい．ギリシア以降 2000 年にわたって学問の典型とさ
れたユークリッド幾何のおもしろさを再現しようという
試みで書かれた 1冊．

ISBN：9784007309397 ／底本 ISBN：9784000079419

物理講義のききどころ 1
力学のききどころ
和田 純夫
B5 判・並製／ 186 頁／本体価格 2,800 円

ラグランジアンを使っても，ニュートンの運動方程式を
使っても，最小作用の原理を導入しても，ひとつの現象
を同様に表現できる．ラグランジアンという概念を中心
に，力学から量子力学まで統一的に理解する．


