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小説・戯曲・詩歌

日本文学

小説・戯曲・詩歌

四六判 1800円

愛川晶／著

004331-4

新米ヘルパーが探偵見習いに？　介護現場で起き
る奇妙な謎と事件に「ヘルたん」神原淳が立ち向
かう。「高齢者介護」と「本格推理」の絶妙なる
フュージョンから生まれた心優しきミステリ。ヘ ル た ん

四六判 1600円

青山七恵／著

004306-2

たったひとつの家族だからこそ、打ち明けられな
い「秘密」がある―少女から大人へと移ろう三
姉妹それぞれの恋と運命を描いた最新長篇。読売
新聞好評連載、待望の書籍化。あかりの湖畔

四六判 1500円

赤川次郎／著

004215-7

リストラされた係長、駆け落ちした高校生、夫の
暴力に悩む主婦、ある晩たった一本の終電を逃し
た人々を巻き込んで、運命の歯車が回りだす！　

「真夜中の偶然」から始まる、大人のサスペンス。終電へ三〇歩

四六判 1500円

明野照葉／著

004214-0

瀟洒なマンションに次々と起こる奇妙な事件の真
相、そして、誰もその姿を目撃したことがないと
いう、最上階に住む謎の女の正体とは⁉　あの『汝
の名』の著者がおくる傑作長篇小説。チャコズガーデン

四六判 1500円

浅田次郎／著

003351-3

明治維新とは、武士という職業が消えること。最
後の御役目を終えた老武士の、己の身の始末とは
――（表題作）。時代の境目に戸惑いながらも懸
命に生きた人々を描く感動の時代小説集。五郎治殿御始末

四六判 1500円

浅田次郎／著

003700-9

昔のおさむれえってのは、それほど潔いもんじゃ
あなかった――武士の本義が薄れた幕末から維新
へ。惑いながらもおのれを貫いた男たちの物語・
全六篇。中央公論文芸賞・司馬遼太郎賞受賞。お腹召しませ

四六判 1600円

浅田次郎／著

004471-7

父の急死により家督を相続、交代寄合蒔坂家の御
供頭として、江戸への参勤行列を差配することに
なった小野寺一路。家伝の「行軍録」を唯一の手
がかりに、中山道を一路、江戸へ―。一 路（上）

四六判 1600円

浅田次郎／著

004472-4

江戸へ向かう蒔坂左京大夫一行の前途に、中山道
の難所が立ち塞がる。さらに行列の中では、御家
乗っ取りの企みがめぐらされ……。はたして一行
は、江戸まで歩みきることができるのか。一 路（下）
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四六判 1500円

あさのあつこ／著

004474-8

江戸の町で、産んではいけない子どもを孕んだ女
に堕胎処置を施す「闇医者」のおゑん。憔悴した
患者を優しく、時に厳しく受け入れるおゑんにも、
実は哀しい過去があり―。女たちの再生の物語。闇医者おゑん秘録帖

四六判 1700円

安達元一／著

004581-3

生放送直前、余命六ヶ月の少女が姿を消した―。
数々の伝説的な番組を生み、「視聴率200％」と呼
ばれた放送作家が、25時間テレビを舞台に描く新
感覚ノンストップミステリー。ハイエナたちの 25 時

四六判 1800円

渥美饒児／著

004333-8

医療過誤か、殺人か？　死亡した患者の資産が架空口座
に移され、何者かが引き出していた。不審を覚えた武藤
刑事が捜査を開始。事件はやがて殺人、臓器売買にまで
及び……。老刑事が進退をかけて社会の闇に挑む！沈黙のレシピエント

四六判 1800円

新井素子／著

004290-4

あのどたばたの結婚式からはや25年。陽子さんと
正彦さんはめでたく銀婚式を迎えた。猫のこと、
二人で建てた家、去っていった人々、そして子ど
ものこと。結婚生活の愉しさを綴る長編小説。銀 婚 式 物 語

四六判 1800円

安東能明／著

004369-7

いったい、やつは何者!？　最凶の犯罪者が、高
層マンション建設現場で牙をむく―天空で発生
した前代未聞の凶悪事件。ＳＩＴ急行せよ！　ノ
ンストップ警察アクション。

１
トゥエルブ

２オクロック・ハイ
警視庁捜査一課特殊班

四六判 1500円

伊坂幸太郎／著

004080-1

ひきこもり青年の「悪魔祓い」を頼まれた男と、
一瞬にして三〇〇億円の損失を出した株誤発注事
故の原因を調査する男。そして、斉天大聖・孫悟
空。救いの物語をつくるのは、彼ら……。Ｓ Ｏ Ｓ の 猿

四六判 1600円

稲垣瑞雄／著

004462-5

舞い踊る鮨の醍醐味。精魂こめて紡ぎ出された色
と形。立ち昇る香り―。鮨へのかぎりない愛着
が日々の陰影を点綴してきた半生を辿る、前代未
聞の連作短編集！銀 し ゃ り 抄

四六判 1500円

乾ルカ／著

004576-9

私、空を飛んだんだ！　完全アウェーの転校生さ
つき。スキージャンプの天才美少女・理子との出
会いが、孤独で憂鬱な日々を塗り変えていく―
わくわく・ハラハラ・うるうる満載の青春小説。向かい風で飛べ！

四六判 1400円

井上荒野／著

004046-7

おばあちゃんは、あなどれない―この世にはび
こる〈ばかげた〉事象に宇陀川静子・75歳は今日
も人知れず抵抗を試みる。直木賞作家がユーモラ
スに描く、痛快でチャーミングな家族小説。静 子 の 日 常

四六判 1500円

井上荒野／著

004461-8

微笑みが苛立ちに、楽しみが義務になりかわった
のはいつ？　テーマはずばり「セックスレス」。
夫婦の普遍の（！）難題に直木賞作家が挑む―
切実ゆえに笑いを誘う大人の辛口コメディ。それを愛とまちがえるから
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四六判 1600円

井上ひさし／著　和田誠／絵

003642-2

おばあさんのいなかで夏休みをすごす、さゆりと
洋介の姉弟に父から届く手紙は、一日一つの小さ
な「お話」。魅力あふれる古今東西の物語が、新
しい家族をつくりだす。カラーイラスト多数収録。イソップ株式会社

四六判 1800円

上田秀人／著

004018-4

武勇に誉れ高く、乱世に義を貫き通した最後の戦
国武将・立花宗茂の風雲録。大友家臣として島津
と戦い、秀吉下での朝鮮従軍、さらに家康との対
決……。時代小説の旗手、渾身の書き下ろし長篇。

孤 闘
立花宗茂

四六判 1800円

植松三十里／著

004278-2

徳川家康の子に生まれ、11歳で人質として豊臣秀
吉の養子となった於義丸―二人の天下人に命を
弄ばれた男が見た覇権の真実とは。福井藩祖と
なった結城秀康の波瀾万丈の生涯。家 康 の 子

四六判 1800円

植松三十里／著

004522-6

江戸期に十二回来日した朝鮮通信使。その受け入れ
は、国の威信を賭けたおもてなしイベントだった。
日本橋の版元「荒唐堂」の三兄弟は、幕府公認絵図
の出版に向けて奔走する。書き下ろし歴史小説。唐人さんがやって来る

四六判 1500円

浮穴みみ／著

004279-9

すべてを捨てても本当のわたくしを探したい
―。庄屋の妻が俳諧師・有井浮風（湖白）と駆
け落ちの末、単身、芭蕉の足跡を辿る。江戸中期、
筑後国に実在した一途な女「諸九尼」の物語。

夢 行 脚
俳人・諸九の恋

四六判 1600円

浮穴みみ／著

004521-9

忍びの里から江戸へ出て、正体を隠し町医者と
なった上忍・笹川了潤。一見完璧な彼の難点はた
だ一つ、「三度の飯より死者が好き」―。大江
戸検屍エンターテインメント、見参！

御役目は影働き
忍び医者了潤参る

四六判 1700円

内田康夫／著

004094-8

中学校の教室で殺害された元教師が遺した新人女
性教師の写真⁉　机に向かわない生徒、自己中心
的な保護者、自信を失った教師―浅見家の「落
ちこぼれ」光彦が教育問題に直面する。教 室 の 亡 霊

四六判 1700円

内田康夫／著

004523-3

「妖精像」の盗難と河川敷の他殺体。二つの事件
には、ある共通する４桁の数字が絡んでいた―。
浅見光彦が、地元・北区を駆けめぐる！北 の 街 物 語

四六判 1800円

大石英司／著

004379-6

中国・台湾が領有権を主張する尖閣諸島。中国が
実力行使に出た時、日本は……。政治的影響を睨
みつつ展開される水面下での熾烈な駆け引きと日
中の軍事作戦の行方を、迫真の筆致で描く。尖 閣 喪 失

四六判 1600円

大崎善生／著

004136-5

あの日、たしかに二人は別れたはずだった。けれ
ど僕らは同じ灯を見つける、何度でも―。恋愛
小説の名手が東京とフランクフルトを舞台に綴
る、時を超えた純愛と魂の救済の物語。ランプコントロール
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四六判 1600円

太田忠司／著

004464-9

殺人事件の容疑者を目前で殺された、警視庁捜査一
課の若手刑事・和賀。現場で遭遇した謎の女子高生
が残した「わたしはセクメト」という言葉の意味と
は？　和賀は殺人鬼殺人事件の犯人を追うが……。セ ク メ ト

四六判 1600円

小川洋子／著

003721-4

美しくて、かよわくて、本を愛したミーナ。あなた
との思い出は、損なわれることがない――ミュンヘ
ンオリンピックの年に、芦屋の洋館で育まれた、二
人の少女と、家族の物語。小川洋子の新たなる傑作。ミーナの行進

四六判 1400円

小川洋子／著

004195-2

遠く隔絶された場所から、彼らの声は届いた―
慎み深い拍手で始まる朗読会。祈りにも似たその
行為に耳を澄ませるのは……。しみじみと深く胸
を打つ小川洋子ならではの小説世界。人質の朗読会

四六判 2300円

荻原規子／著

003205-9

母の形見の首飾りを受け継いだ荒野の少女フィリ
エル。退屈で平凡な日常から謀略渦巻く世界に放
り込まれ、やがて気づく――本当に大切なものを
守れるのは、自分だけだということに。

西の善き魔女１
旅立ちの巻

四六判 2300円

荻原規子／著

003222-6

失って初めて気がついた、大切なものを探しにい
く――。父の言葉に隠された謎を求め、竜退治に
出かけた婚約者を追う、波瀾万丈の旅。荒野の少
女フィリエルが手に入れたものとは？

西の善き魔女２
戦いの巻

四六判 2300円

荻原規子／著

003246-2

世界の扉が開かれたとき、未知の世界へ踏み出そ
うとする少女たちは、意外な事実にぶつかった。
歴史を乗り越えられるのは誰？  本篇完結篇に加
え、外伝「金の糸紡げば」を収録。

西の善き魔女３
世界の扉の巻

四六判 2300円

荻原規子／著

003289-9

アデイルの砂漠の冒険を描く「銀の鳥プラチナの
鳥」、世界の仕組みをついに明かす書き下ろし最
新作「真昼の星迷走」を収録。少女たちの冒険は
終わるのか?!　大人気シリーズ最終巻。

西の善き魔女４
星の詩の巻

四六判 1600円

奥山景布子／著

004015-3

上皇の寵愛を受けつつ男たちとの愛欲に溺れ、尼
として諸国を遍歴した奔放な女の告白を、娘が読
む―謎多き古典「とはずがたり」を大胆解釈、
鎌倉末期のもつれ合う愛が現代に蘇る長篇小説。恋衣　とはずがたり

四六判 1800円

奥山景布子／著

004198-3

孤高の秀才・菅原道真と、若き貴公子・藤原時平。
世代も身分も境遇も違う二人が互いに魅かれあ
い、そして離れゆく……国の頂点を目指した男た
ちの熱き闘いを描く書き下ろし長篇。時

し

平
へ い

の桜、菅
か ん

公
こ う

の梅

四六判 1800円

奥山景布子／著

004442-7

民のため、国の未来のため、巨大な御仏を造りた
い―聖武天皇の理解者は、皇族以外から初の皇
后となった光明子ただ一人。奈良の東大寺大仏に
秘められた夫婦愛と葛藤の物語。キサキの大仏
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四六判 1400円

恩田陸／著

003851-8

一組の男女が迎えた最後の夜。明らかにされなけ
ればならない、ある男の死。それはすべて、あの
旅から始まった―。運命と記憶、愛と葛藤が絡
み合う、恩田陸の新たな世界。木洩れ日に泳ぐ魚

四六判 1700円

垣根涼介／著

004277-5

東京から遥か千キロ南の小笠原で開催される謎め
いた啓発セミナー。そこに集った“人生の落ちこ
ぼれたち”を、待ち受けていたものは⁉　清々し
い読後感へ誘う物語。渾身の著者傑作長篇‼人 生 教 習 所

四六判 1600円

角田光代／著

003816-7

逃げて、逃げて、逃げのびたら、私はあなたの母
になれるだろうか……理性をゆるがす愛があり、
罪にもそそぐ光があった―心ゆさぶるラストま
で息をもつがせぬ傑作長編。中央公論文芸賞受賞。八 日 目 の 蝉

四六判 1400円

角田光代／著

004399-4

不意の出会いはありうべき未来を変えてしまうの
か。ふつうの家庭、すこやかな恋人、まっとうな
母親像……「かくあるべし」からはみ出した30代
の選択は。ミリオンセラー作家の真骨頂。月 と 雷

四六判 1995円（1900）

唐十郎／著

004002-3

下町、地下街、海の底―浅草花やしきで働く青
年・奥山は、見知らぬ老人から預かった朝顔の＜
左巻きの秘密＞に導かれ闇へ闇へと夢遊する。こ
の電子社会に花の声は何を告げるのか。朝 顔 男

四六判 1350円

川上弘美／著

004057-3

38歳の主婦菜月は奇天烈な会合に誘われて……
日々の「？」をまな板に載せ、老若女女が語らえ
ば―人との関わりに小さな戸惑いを覚える貴女
に贈る、コミカルで奥深いガールズトーク小説。これでよろしくて？

四六判 1400円

喜多喜久／著

004456-4

拓也が出会った美少女は、若返り病を発症した日
本人女性初のノーベル賞受賞者・桐島統子教授。病
気解明の手伝いを依頼された拓也だが、途中、大
学内で不審な《吸血鬼事件》に遭遇することに⁉美少女教授・桐島統子の事件研究録

四六判 2000円

京極夏彦／著

004090-0

お菊はなぜ井戸端で皿を数えるようになったのか
―それは、はかなくも美しい、もうひとつの「皿
屋敷」。「おはなし」となったある事件を、独自の
解釈で語り直す江戸怪談シリーズ第三作。数えずの井戸

四六判 1500円

京極夏彦／著

004209-6

益子徳一、七十二歳、独身。定年後の人生を慎ま
しく送る独居老人の生真面目で平凡な日常を、
そっとすくい上げて、覗いてみると―。可笑し
くて、温かくて、すこしだけ切ない「老人小説」。オ ジ い サ ン

四六判 1500円

桐野夏生／著

004150-1

荒廃した渋谷でしたたかに生き抜くホームレスの
少年・イオン。彼は家族をもたず、全てのおとな
を敵視する。愛を知らない孤独な魂はどこへ行く
のか―。〈装画・挿画〉スカイエマ優しいおとな
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四六判 1785円（1700）

軒上泊／著

004203-4

二歳のぼくを捨てたのは、親なのか誘拐犯なの
か？　中学卒業を前に一人の少年が「自分は何者
なのか」という人生最大の謎に足を踏み入れ、点
線の道を歩んでいく……。感動のミステリー。点線のスリル

四六判 1400円

小池真理子／著

004089-4

自殺したかつての不倫相手をパーティーで目撃し
た女性とその友人を描く表題作ほか、大都会の片
隅にたゆたう八人の肖像。日常に不意に覗く刹那
の記憶を切り取るスタイリッシュな短篇集。東京アクアリウム

四六判 1600円

小島水青／著

004502-8

人づきあいが苦手な紺子と不器用な伯父、階下の
恋人たちと暗い目の蜂飼い。そして、一角獣。そ
れぞれに「秘密」を抱きながら夢と現のあわいに
生きるものたちを、情緒豊かに描く。さようなら、うにこおる

四六判 1600円

小手鞠るい／著

004267-6

苺、桃、マスカット……鮮やかな果実に囲まれて
娘は育った。捨ててきたはずの故郷と母、交わさ
れた約束。停電の夜に、記憶の灯がともる。みず
みずしくて甘酸っぱい、家族の物語。望 月 青 果 店

四六判 1600円

今野敏／著

004174-7

繁華街で相次いで発生した通り魔殺人事件で、警
察は誤認逮捕を繰り返す。警視庁捜査一課・碓氷
弘一は心理調査官・藤森紗英を相棒に巧妙な「犯
人すり替え」トリックの真相に迫る。エ チ ュ ー ド

四六判 1600円

今野敏／著

004368-0

考古学教授の妻と弟子が相次いで殺された。双方
の現場に残された古代文字ペトログリフの意味と
は？　捜査一課の警部補・碓氷と大学教授・アル
トマンの異色コンビが連続殺人の真相に迫る！ペ ト ロ

四六判 1500円

里見蘭／著

004495-3

100万部販売の仕掛け人、ここにあり！　ファッ
ション雑誌の編集者に憧れて出版社に転職した沙
智が配属されたのは、販売促進部―通称〝ハン
ソク〞。新人営業部員の奮闘が始まる！ミリオンセラーガール

四六判 1500円

澤田瞳子／著

004531-8

後宮で働く采女（うねめ）として上京してきた若
子。同室にはしっかり者の笠女、数々の男性と浮
き名を流す春世がいた。権謀渦巻く平城京で帝に
仕えた娘たちの姿を描いた、宮廷青春小説！夢 も 定 か に

四六判 1700円

澤田ふじ子／著

004097-9

京を焦土と化した応仁・文明の大乱、前夜。人買
い商人の手により十五歳で湯屋へ売り飛ばされた
少年「牛」の数奇な運命。哀歓交差する波瀾万丈
の物語を新たな歴史解釈を交えて描く。深重の橋（上）

四六判 1800円

澤田ふじ子／著

004098-6

激戦から厭戦へと向かう応仁・文明の大乱に身を
投じ、東軍と西軍に分かれて戦う父子を待つ悲劇
の邂逅……。底辺を這いながら生きる人々の実相
を活写する著者畢生の大作一四〇〇枚。深重の橋（下）
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四六判 1600円

澤田ふじ子／著

004186-0

理不尽に大寺を追放されるも、貧しい人々の病気
治療に奔走する若き医僧。彼をつけ狙う影の正体
は？　元武士で今は居酒屋を営む宗因の鋭利な裁
きと厚い人情！　心温まる連作時代小説。

あんでらすの鐘
高瀬川女船歌

四六判 1600円

澤田ふじ子／著

004268-3

父の敵を探して二年。母、下僕とともに十二歳で
美濃加納藩を旅立ち、今は柏屋に逗留する大炊助
一行。だが、大炊助の剣の腕は上がらず、世話を
焼く宗因は仇討ちの実現に不安を抱く。

仇 討 ち の 客
高瀬川女船歌

四六判 1600円

澤田ふじ子／著

004363-5

夏の夜、太兵衛ら東町奉行所の捕り方は、息を潜
め盗賊団の根城を取り囲んでいた。そして一網打
尽にしようとしたその時、螢を追って太兵衛の息
子・仁助が通りかかってしまった―。

奈 落 の 顔
高瀬川女船歌

四六判 1600円

澤田ふじ子／著

004538-7

父を惨殺した盗賊とともに闇へ消えた母の行方は？　
角倉屋敷の台所働き・お琴は、悪夢のような出来事が忘
れられない。それから十一年、ある祝言が執り行われ
た夜、事件の真相が明らかに⁉　人気シリーズ第八弾。

偸 盗 の 夜
高瀬川女船歌

四六判 1600円

重松清／著

004017-7

結婚三年目、妻が逝った。のこされた僕らの、新
しい生活がはじまる―悲しみを胸に少しずつ

「育って」いくパパと娘の物語。人の優しさと強
さを、季節のうつろいとともに描く。ス テ ッ プ

四六判 1500円

重松清／著

004423-6

廃校が決まった高校の、最後の生徒として入学し
た僕ら。平凡な毎日は、熱血中年オヤジ・ジン先
生との出会いによって一変した……。今を生きる
全ての人に贈る、まっすぐな青春賛歌。空 よ り 高 く

四六判 2300円

司馬遼太郎／著

002952-3

近藤勇、土方歳三、沖田総司、斎藤一から妖しい
前髪の美剣士や薩摩の間者……。混沌たる状況を
切り、斃れていった隊士一人一人の哀歓を冴え冴
えと浮彫りにする名作。新装改版愛蔵版！新選組血風録〈新装改版〉

四六判 2000円

司馬遼太郎／著

003303-2

小説の形式を超えて主題を好き放題にくりひろ
げ、新たな興奮を創りだした“読み戯曲”を集成。

「八十島なるなる」「花の館」「鬼灯―摂津守の叛乱」
と「芸」をめぐる随想11篇。司馬遼太郎全舞台

四六判 1800円

司馬遼太郎／著

003645-3

空海の足跡をたどり、その時代風景のなかに自ら
を置き、過去と現在の融通無碍の往還によって、
日本が生んだ人類普遍の天才の実像に迫る。大き
な活字で読みやすくなった司馬文学の最高傑作。

空海の風景（上）
新装改版

四六判 1800円

司馬遼太郎／著

003646-0

唐から帰朝した空海は、宗教・文学から土木潅漑
まで八面六臂の活躍を続ける。その死の秘密をも
ふくめて描く完結篇。著者積年の思索が結実した
記念碑的大作。昭和五十年度芸術院恩賜賞受賞。

空海の風景（下）
新装改版
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四六判 2200円

司馬遼太郎／著

004050-4

正岡子規の妹、律の養子となった忠三郎らの清々
しい人生を、深い共感を込めて描く。司馬文学の
名品が大きな活字で読める新装版。ひとびとの跫

あ し

音
お と

四六判 1500円

島本理生／著

004167-9

中三の春、少女は切ない初恋と未来への夢と出
会った。それは愛と破壊の世界への入り口だっ
た。恋愛小説の枠を越えた恋愛小説の最高傑作。
デビュー10周年を飾る書き下ろし作品。アンダスタンド・メイビー（上）

四六判 1500円

島本理生／著

004168-6

ファインダーを通して見ていたのは誰の秘密なの
か？東京でカメラマンのアシスタントとなり、少
女から大人になっていく黒江は、愛と葛藤と、隠
された秘密との闘いの世界へ向かう。アンダスタンド・メイビー（下）

四六判 1300円

新堂冬樹／著

004520-2

五人の女性を愛することは罪？　薔薇には薔薇
の、向日葵には向日葵の魅力があるように、彼女
たちにはそれぞれの魅力がある。五人の女性を同
時に愛してしまった青年の、真実の愛を探す物語。たったひとつの花だから

四六判 1900円

新野剛志／著

004562-2

視聴率が一定を超えたら、誰かが殺される。バブ
ル期の超人気お笑い番組を襲った前代未聞の脅
迫。その背後に秘められた慟哭とは⁉　乱歩賞作
家がバブルの狂乱と葛藤に挑む傑作ミステリー。カ ク メ イ

四六判 1600円

末浦広海／著

004244-7

警察を辞めデリヘル嬢の送迎に身をやつす蘭子。
出産間近の体で客を取るアキナ。二人の出会いと
小さな命の誕生が、鎖に繋がれた罪悪を引き摺り
出す。乱歩賞作家が問う血と絆の功罪！檻の中の鼓動

四六判 1700円

末浦広海／著

004380-2

殺人罪で無期懲役囚となった居合いの達人・正高
は40年ぶりに仮釈放となった。待っていてくれた
妻、初めて見る孫、そして一度も会わなかった娘。
その死の真相に触れ、父の闘いが始まる！刻 命

四六判 1165円

瀬戸内寂聴／著

002125-1

孤独と漂泊に生きた〈捨聖〉一遍上人の俤を追い
つつ、消えることのない愛執の想いの中で、独り
生きる途をさまよう祇園の若い女あるじの心の旅
を鮮烈にとらえた、谷崎潤一郎賞受賞作。花 に 問 え

四六判 1200円

瀬戸内寂聴／ドナルド・キーン／著

004344-4

ともに九〇歳を迎える二人が、東日本大震災で感
じた日本人の底力、残された者たちの生きる意味、
さらには自らの「老い」や「死」について、縦横
に語り合う。読めば元気の出る対談集。日本を、信じる

四六判 1600円

大門剛明／著

004149-5

23年前に強盗殺人を犯した無期懲役囚が、更生保
護施設に入寮してきた。補導員のさくらは彼の誠
実な更生ぶりに惹かれる。そこに新たな殺人事件
が発生。寮生への疑いを解くため、二人は奔走する。告 解 者
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四六判 1500円

平安寿子／著

004234-8

仕事、不倫、見栄、老後、財産などを巡り、商売
相手から、親戚、家族まで、「私の事情」を盾に
迫る人々を、著者ならではの軽妙なタッチとユー
モア溢れる筆致で描いた長篇小説‼しょうがない人

四六判 1800円

髙崎卓馬／著

004381-9

いつもそうだ。誰かを好きになると少し怖くなる
―。幻の石をめぐり、世界の片隅でささやかれ
た４つの物語。映画『ホノカアボーイ』の脚本・
プロデューサーによる、心震わす小説デビュー作。はるかかけら

四六判 1500円

高橋義夫／著

004107-5

十二年に一度の奉納試合。前回その凶猛な剣で二
人を殺して優勝した斎木源助が、再び出場する。
不穏な空気の中、剣術道場の意地と遺恨がぶつか
り合う！立会人は、御隠居・鹿間狸斎。

御隠居忍法

魔 物

四六判 1500円

高橋義夫／著

004180-8

飢饉のため米が高騰し、朝から農民と穀屋が「米
を売れ売れない」の押し問答。夜には女盗賊騒ぎ
に続いて殺人事件が起こる。村に漂う不穏な空気。
我らが御隠居・狸斎は一揆の渦中へ。

御隠居忍法

振 袖 一 揆

四六判 1500円

高橋義夫／著

004311-6

後嗣をめぐる争いに巻き込まれ、狸斎の盟友・新
野耕民が暗殺された。狸斎は耕民の遺志を継ぎ、
君主の幼い落胤を江戸へ送るが、謎の女がつきま
とい神出鬼没の刺客が襲いかかる！

御隠居忍法

刺 客 百 鬼

四六判 1500円

高橋義夫／著

004382-6

火事跡から発見された絞殺体。この事件は狸斎の
親友・新野耕民が暗殺された件と複雑に絡み合っ
ているようだ。狸斎の身にも、時々刻々と危険が
迫る！　好評シリーズ第十弾。

御隠居忍法

し の ぶ 恋

四六判変型 1500円

俵万智／著　奥宮誠次／写真

004327-7

『サラダ記念日』から25年、人生の秋を迎えた俵
万智が、女性として母としての今を歌う。心なご
む写真の数々に加え、東日本大震災後の日々を
綴った書き下ろしエッセイを収録。風 が 笑 え ば

四六判 1500円

津村記久子／著

004575-2

芥川賞受賞作『ポトスライムの舟』５年後の物語。
奈良のカフェ「ハタナカ」でゆるやかに交差する、
７人の女性の日常と小さな出来事。明日への希望
が胸に灯る、書き下ろし長篇。ポ ー ス ケ

四六判 1600円

堂場瞬一／著

004068-9

父母を殺されたうえ中傷を受けた真野亮介は、故
郷・汐灘を捨て、深夜営業の喫茶店を営む。ある
早朝、店を訪れた少女が事故で意識不明に。身元
を探るため汐灘に向かう。長篇書き下ろし。夜 の 終 焉（上）

四六判 1600円

堂場瞬一／著

004069-6

父が殺人を犯し、検事になることを諦めた川上譲
は、東京で弁護士として、仕事に邁進していた。
そこに舞いこむ故郷・汐灘からの依頼は、死刑を
望む殺人犯の弁護だった。汐灘サーガ第３弾。夜 の 終 焉（下）
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四六判 1700円

堂場瞬一／著

004160-0

時効―罰は逃れても、罪は消えない。殺人犯か
もしれない男と、彼を護り信じる刑事。時効事案
を挟み対峙する二人の傍で、新たな殺人が起きる。
哀切なる警察小説。長篇書き下ろし。沈 黙 の 檻

四六判 1500円

堂場瞬一／著

004260-7

半引きこもりの孫を強引に連れ出した元刑事の祖
父。家族を顧みることなく生きた男の次なるミッ
ションは孫の更生だった。反発から始まった二人
の関係はある事件を通して変わっていく。共 鳴

四六判 1500円

堂場瞬一／著

004403-8

父親を惨殺された14歳の美咲は、刑事の筒井と共
に何者かに襲撃される。犯人の標的は美咲？　そ
れとも筒井？　理由もわからぬまま熱血刑事と天
才少女の前途多難な逃避行が始まった！ラスト・コード

四六判 1900円

堂場瞬一／著

004530-1

一九六三年、人知れず計画されたクーデター計画。
二〇一三年、警察を翻弄する連続毒ガス事件。五
十年の時を超えて、ふたつの事件が繋がる。緊迫
のノンストップサスペンス。Ｓ の 継 承

四六判 1700円

富樫倫太郎／著

004099-3

戦を制するは武将にあらず。北条早雲に学問の才
を見出された風間小太郎は軍配者の養成機関・足
利学校へ送り込まれ、若き日の山本勘助らと出会
う……書き下ろし戦国青春群像劇。早雲の軍配者

四六判 1500円

富樫倫太郎／著

004173-0

俺の人生は、まだ終わらない！　学友・風摩小太
郎との再会に奮起したあの男が「山本勘助」とし
て歴史の表舞台へ―大好評『早雲の軍配者』に
連なるシリーズ最新刊！信玄の軍配者

四六判 1500円

富樫倫太郎／著

004259-1

若き天才・長尾景虎に仕える軍配者・宇佐美冬之
助と、武田軍を率いる山本勘助。二人は足利学校
で共に学んだ旧友だった……決戦の地は川中島、

『早雲』『信玄』につらなる三部作完結編！謙信の軍配者

四六判 1500円

富樫倫太郎／著

004567-7

乱世の梟雄と呼ばれし男を描く新シリーズ第一弾。
父の領地・備中荏原郷で過ごした幼少期から、都
で室町幕府の役人となり、駿河でのあるお役目を
終えるまで。戦なき世を求め、おれは悪人になる！

北 条 早 雲
青雲飛翔篇

四六判 1800円

中路啓太／著

004329-1

名将の血筋に生まれたがゆえに、背負った毛利百
二十万石。これが家康の野望を阻んだ「毛利両川」
最後の一人・吉川広家の戦だ！　評論家各氏絶賛
の戦国歴史巨篇‼うつけの采配

四六判 1500円

中島京子／著

004196-9

昭和の香り漂うアパートで、へんてこな住人に面
食らい、来し方を振り返っては赤面、行く末を案
ずればきりもなし……。40代シングル女子の転機
を描く、ほのぼの笑える長篇小説。花 桃 実 桃
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四六判 1800円

永瀬隼介／著

004475-5

六年前の「未解決ホスト殺害事件」の現場を訪れ
た埼玉県警警務課の佐藤龍二は、私立探偵を名乗
る中年男・佐藤秀之進と出会った。凸凹コンビの
迷走調査の行方は⁉三日間の相棒

四六判 1600円

西澤保彦／著

004159-4

死んだはずの美人女子高生作家が、写真に写って
いた。心霊写真なのか？　それとも―⁉　時空
を超えた真実に挑む三人の男女‼　著者渾身の書
き下ろしミステリ長篇。幻 視 時 代

四六判 1700円

西澤保彦／著

004332-1

40年前の殺人事件で私が目撃した演奏者は誰だっ
たのか。すべての謎と想いが一本の小説に結実し、
響季姉妹の前に現れる！〈ミステリの雄〉が満を
持して贈る、美人姉妹探偵シリーズ開幕！

幻 想 即 興 曲
響季姉妹探偵 ショパン篇

四六判 1100円

野上照代／著

003895-2

昭和十二年、治安維持法で検束された父親と留守
を預かる母娘。黒澤明監督のスクリプターを務め
た著者が”あの頃の父母”を鎮魂を込めて綴る。
山田洋次監督・吉永小百合主演で映画化。母 べ え

四六判 1900円

萩耿介／著

004389-5

ウパニシャッドからショーペンハウアー、そして
現代へ。ムガル帝国の皇子や革命期フランスの学
者が結実させた哲学の神髄に迫る、壮大な物語。
書き下ろし長篇小説。不 滅 の 書

四六判変型 1100円

長谷川櫂／著

004232-4

2011年3月11日、大地震が日本列島を襲った。余
震、津波、原子力発電所の事故などが相次ぐ中で、
やむにやまれぬ思いから生まれた119首。震災か
らの12日間、短歌による記憶と記録。震 災 歌 集

四六判変型 1100円

長谷川櫂／著

004324-6

東日本大震災から一年を前に、稀代の俳人が、日
本列島を悠然たる時間の中で見つめた125句。言
葉ではなく、「間」に語らせる本書を貫くのは、
美しい国の回復を希求する静かな祈りである。震 災 句 集

四六判 1800円

濱野成秋／著

004412-0

百年の歴史を誇る私学女子大・白亜館大学は乗っ
取りの危機にあった。そこへ老骨教授が乗り込み
才気煥発な女子大生とともに立ち上がる！　最高
学府の深層を描くアカデミック・ミステリ。

ビーライフ！
白亜館物語

四六判 1400円

林真理子／著

003954-6

女は天性の味覚で男の料理に惚れ込み、〈ミシュ
ランの星〉獲得に人生を賭けた―平凡な主婦が
身を投じためくるめくフランス料理の世界、パリ
出店までの苦難と愛憎の日々を描く長篇。

もっと塩味を！
Plus de sel, s'il vous plaît!　

四六判 1700円

樋口有介／著

004197-6

首を吊った警官、河原で殺された風俗ライター。二
人をつなぐ“女Ａ”を追い続ける警部補が行き着
いたのは、寂れた歓楽街の焼き肉屋だった……。

『ピース』の著者が放つ美しくも哀しき愛の物語。刑事さん、さようなら
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四六判 1700円

樋口有介／著

004425-0

弁護士事務所の調査員として働く風町サエは、殺
人罪で服役経験を持つシングルマザー。ある日、
女性出版コーディネーターが殺害され、第一発見
者の男について調査を命じられるのだが―。猿 の 悲 し み

四六判 1700円

平野啓一郎／著

004176-1

事故で片足切断の大怪我を負った女優と、偶然彼
女を救ったデザイナー。心を通わせていく二人は、
それぞれに見失っていた「愛」を取り戻そうとす
るが……。切なく美しい、著者初の恋愛小説。かたちだけの愛

四六判 1900円

平山瑞穂／著

004539-4

外界で行方を絶った兄を捜すため王国を出た姫君
は、天を衝く塔が聳える未知の世界に降りたち、
雑踏の中、一人の工員と出会う―どこまでも純
粋、かぎりなく繊細な、下町の恋物語。四月、不浄の塔の下で二人は

四六判 1600円

広小路尚祈／著

004383-3

学歴なし、甲斐性なし、妻子あり。どん詰まりの
おれに活路はあるのか？　断然オリジナルで妙に
エンターテイニング。芥川賞候補作「うちに帰ろ
う」「まちなか」に続く書下ろし長篇。金貸しから物書きまで

四六判 1800円

藤沢周平／著

003761-0

別れた男女の葛藤を、雪散る夜の橋を舞台に切々
と語る表題作他、庶民から武士にいたるまでの
様々な人間模様を、著者独特の筆致で哀感込めて
描き出す自選傑作時代小説八篇を収録。

夜 の 橋
新装改版

四六判 1900円

藤沢周平／著

003776-4

執筆したり興味を持ったりした歴史上の人物のこ
と、自分のこと、周囲のことを秀麗な文章で淡々
と綴るエッセイ集。自らを語ることの少なかった
藤沢周平の素顔がここにある。

周 平 独 言
新装改版

四六判 1800円

藤沢周平／著

003788-7

時の老中水野忠邦の策略による三方国替え。越後
長岡転封の幕命に抗し、羽州荘内領民は「百姓た
りといえども二君に仕えず」の幟を掲げて大挙し
て江戸に上り幕閣に強訴するが⁉

義民が駆ける
新装改版

四六判 1700円

藤野眞功／著

004500-4

サンファンのジャグジーで、彼女を口説くとき、
アムステルダムの乞食は笛を吹いた。男と女と世
界の物語。ルポルタージュと小説を往還する気鋭
の若手作家だからこそ描ける世界がここにある。アムステルダムの笛吹き

四六判 1700円

藤本ひとみ／著

004125-9

戊辰戦争末期、会津鶴ヶ城の篭城戦で、銃を取り
大砲を指揮して戦った女性がいた―。激動の幕
末を生き抜き、自らの手で未来を切り拓いた山本
八重の前半生を描く歴史長篇。

幕 末 銃 姫 伝
京の風 会津の花

四六判 1800円

藤本ひとみ／著

004443-4

廃藩置県、明治六年の政変、西南戦争―激動の
明治黎明期、八重は会津士魂を胸に、再び銃を手
に取る。山本八重の半生を描いた『幕末銃姫伝』
に続く歴史長篇。

維 新 銃 姫 伝
会津の桜　京都の紅葉
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四六判 1700円

藤本ひとみ／著

004216-4

藩校日新館で剣に励み、十五歳にして「小天狗」
の異名を取る孝太郎は、父との確執を抱えながら
も、京都守護職を拝命した会津藩の先駆けとして、
倒幕佐幕入り乱れる激動の京に身を投じる！

天 狗 の 剣
幕末京都守護職始末

四六判 1800円

藤本ひとみ／著

004348-2

守護職拝命により、京に上った会津藩士たちは幕
末動乱に立ち向かう。十八日の政変、池田屋騒動、
禁門の変と激動の中、太刀で未来を切り開かんと
する剣士らの友情と思慕、慟哭を描く歴史長篇。

壬 生 烈 風
幕末京都守護職始末

四六判 1800円

藤本ひとみ／著

004552-3

刀が銃砲に敗れた禁門の戦い後、会津藩士・孝太郎
は士道をまっとうする難しさに直面していた。そ
して旧幕軍と新政府軍の激突は避けられないもの
となり……。〈幕末京都守護職始末〉シリーズ完結。

士 道 残 照
幕末京都守護職始末

四六判 1600円

誉田哲也／著

004175-4

それは現実か、都市伝説か―。巨大な憎悪が降
り注ぎ、崩壊に直面するこの街と愛しき住人たち
を守るために彼らは、現れた。運命と絆が交錯す
るラスト！　誉田ワールドの集大成‼歌舞伎町セブン

四六判 1600円

誉田哲也／著

003889-1

何か不穏な空気が漂う長崎県対馬。新宿で発生し
た殺人事件を巡り対立する警視庁捜査一課と公安
外事二課。己れの「信じるもの」を求め、男たち
は国境の島へ向かった……。渾身の警察小説。国 境 事 変

四六判 1400円

誉田哲也／著

004330-7

これは神の悪戯か、一冊の本が狂わす人間の運命
―表題作をはじめ、万華鏡の如く広がる七つの
小説世界。引き込まれるストーリー、予想外の結
末！　著者の異色作品集。あ な た の 本

四六判 1600円

誉田哲也／著

004415-1

日本の未来を救う⁉　新燃料・バイオエタノール
用にコメを作れる農家を探すべく、農業知識ゼロ
の２４歳女子が単身長野の農村へ。果たして新エ
ネルギーは獲得出来るのか？幸 せ の 条 件

四六判 1900円

町田康／著

003621-7

人はなぜ人を殺すのか―。河内音頭のスタン
ダードナンバーで実際に起きた大量殺人事件〈河
内十人斬り〉をモチーフに、永遠のテーマに迫る
渾身の長編小説。第41回谷崎潤一郎賞受賞。告 白

四六判 1700円

町田康／著

003334-6

人生の味、苦虫の味。日本文壇に輝く鬼才・文筆
の荒法師町田康の最新掌小説集。「ヨミウリウイー
クリー」の好評連載、人生の深渊、人間の本質に
せまるコラムの単行本化第一弾！テースト・オブ・苦虫１

四六判 1700円

町田康／著

003729-0

生きていると必ず出会ってしまう不条理な出来事
の数々。噛みつぶすと広がる苦虫の味は、人生の
味――。「読売ウイークリー」好評連載中の、ビター
なエッセイ集、その第二弾。テースト・オブ・苦虫２
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四六判 1700円

町田康／著

003790-0

「極悪なメール」「冬眠暁を覚えず。一生、寝とけ」
「真面目すぎておかしいといわれる」ほか、「読売
ウイークリー」好評連載中の癖になるエッセイ集、
さらにビターな旨みもまして第三弾。テースト・オブ・苦虫３

四六判 1700円

町田康／著

003834-1

いっそう深まる不思議な味、魅惑のエッセイ集第
四弾。「私の演劇遍歴について申しあげよかな」「な
んでも知ってる僕だけど」「地獄の商店街」「どう
書いても嫌な奴は嫌な奴」ほか。テースト・オブ・苦虫４

四六判 1600円

町田康／著

003891-4

会話が成立しない。意思の疎通がはかれない。文
章に書いてあることより、暗黙の了解のほうが優
先する。そんな曖昧な日常に活を入れる、おそれ
をしらない傑作エッセイ集、第五弾。

おそれずにたちむかえ
テースト・オブ・苦虫５

四六判 1600円

町田康／著

003992-8

食事に誘われたのに、気づくと自分で予約をとら
されている不思議。真似してはいけない謝罪の仕
方、そして身勝手で一方的な原稿依頼の実例とは。
大人の味のエッセイ集、苦み走って第六弾。

おっさんは世界の奴隷か
テースト・オブ・苦虫６

四六判 1600円

町田康／著

004073-3

正直者も馬鹿をみる。苦虫の味を噛みつぶして進
め！「君、ぜんぶ間違ってるよ。」「正直な嘘」「ロ
マンチックなうたを歌おう」「ぐしゃぐしゃの愚
者」ほか、好調エッセイ集、第七弾。

自分を憐れむ歌
テースト・オブ・苦虫７

四六判 1600円

町田康／著

004123-5

八年間毎週書き続け、口中に広がったのは他なら
ぬ苦虫の味であった。「おまえが言うな」「群衆よ。
オレを好きだと言いやがれ。」「うわの空の天気か
くのごとし」ほか、感動の最終巻！

あなたにあえてよかった
テースト・オブ・苦虫８

四六判 1700円

松浦寿輝／著

003850-1

なあ、ぼくらは川に生きるネズミなんだ―暗渠
化工事で棲みかを追われたタータ一家が、新天地
を求めていざ上流へ。芥川賞作家が「これだけは
書きたかった」という入魂の冒険物語。川 の 光

四六判 1500円

松浦寿輝／著

004395-6

その夜、神聖な木のしたに集まった大小の動物た
ちが、うっとりと空を見上げていた―人気小説

『川の光』の仲間たちを主人公に、彼らの不思議
で愉快な日常を描いた、待望の読み切り短編集。川 の 光  外 伝

四六判 1700円

松村美香／著

004580-6

いざ地上最後のフロンティアへ。総合商社のＳＥ
だった村上大輝は、念願叶いアフリカ開発部へ。
新規のビジネスモデルを探すべく人類発祥の地へ
と飛ぶ！　アフリカの今を描く痛快お仕事小説。アフリカッ！

新書判 1300円

三島由紀夫／著

004162-4

「小説とは何か」を中心に、「私の小説の方法」「わ
が創作方法」など創作方法を披瀝したエッセイを
初めて集成した、三島由紀夫による小説指南の書。
名著『文章読本』の姉妹篇誕生！小 説 読 本
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四六判 1800円

水村美苗／著

004347-5

「ママ、いったいいつになったら死んでくれる
の？」―親の介護から夫婦の危機、忍び寄る更
年期、老後資金の計算までを、自身の体験を交え
て赤裸々に描いた話題作。大佛次郎賞受賞。

母 の 遺 産
新聞小説

四六判 1800円

美達大和／著

004438-0

本当の更生、償いとは―獄中のツァラトゥスト
ラ、かく語りき。これまで誰も描くことの出来な
かった衝撃の物語を『人を殺すとはどういうこと
か』の著者が描く渾身の長篇！牢 獄 の 超 人

四六判 1600円

道尾秀介／著

004458-8

全てを失った家具職人と家なき仲間たち。「アイ
ツ」の正体を見破り、ここから這い上がれ！　読
売新聞連載時から大反響。一歩を踏みだす大きな
勇気をくれる、感動エンターテインメント。笑うハーレキン

四六判 1800円

宮尾登美子／著

003935-5

西陣の呉服商・菱村吉蔵は斬新な織物を開発し高
い評価を得る。さらに法隆寺の錦の復元に成功し、
織物を芸術へと昇華させていくが……絢爛たる錦
に魅入られた男の生涯を描く宮尾文学の集大成。錦

四六判 1500円

宮城谷昌光／著

002698-0

秦の始皇帝の父ともいわれる呂不韋。一商人か
ら宰相にのぼりつめた波瀾の生涯を描く長篇第一
巻。呂不韋の運命を一変させる「和氏の璧」事件
を中心に、十五歳の少年の魂の成長を描く。

奇貨居
お

くべし
春風篇

四六判 1500円

宮城谷昌光／著

002768-0

秦の始皇帝の父ともいわれる呂不韋。その数奇な
人生を描く長篇第二巻。旅のなかで孟嘗君らの薫
陶をうけ、大きな成長をとげてゆく青年呂不韋の
姿を澄明な文章で描く。

奇貨居くべし
火雲篇

四六判 1500円

宮城谷昌光／著

002897-7

孟嘗君亡きあと、謀略に落ちた慈光苑のひとびと
をたすけ、新しい一歩を踏み出す呂不韋。一商人
から宰相にまでのぼりつめた、政商・呂不韋の激
動の生涯を描く大作、第三巻。

奇貨居くべし
黄河篇

四六判 1500円

宮城谷昌光／著

003025-3

この一歩が天下を経略する一歩になる！  いよい
よ商人として立つ呂不韋。とらわれの公子を扶け、
大国・秦の政治の中枢に食い込むための大きな賭
けがいま、始まる。待望の第四巻。

奇貨居くべし
飛翔篇

四六判 1500円

宮城谷昌光／著

003159-5

商賈の道を捨て、荘襄王とともに理想の国家をつ
くるため、大国・秦の宰相として奔走する呂不韋
だが……。宮城谷文学の精髄、いよいよ全五巻完
結。

奇貨居くべし
天命篇

四六判 1600円

宮城谷昌光／著

004288-1

三国志よりさかのぼること二百年。劉邦の子孫に
して、勇武の将軍、古代中国の精華・後漢王朝を
打ち立てた光武帝・劉秀の若き日々を、中国歴史
小説の巨匠が鮮やかに描き出す！

草 原 の 風
上巻
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四六判 1600円

宮城谷昌光／著

004302-4

三国時代に比肩する群雄割拠の時代、天下に乱立
する英傑らと鮮やかな戦いを重ね、その頂点にま
でのぼりつめた劉秀。天性の将軍・光武帝の躍動
の日々を雄渾の筆で描く！

草 原 の 風
中巻

四六判 1600円

宮城谷昌光／著

004308-6

いよいよ「天子」として立つ劉秀。その磁力に引
き寄せられるように、多くの武将、知将が彼の元
に集結する。臣を重んじ、民に寄り添った光武帝
の後漢建国の物語、堂々完結。

草 原 の 風
下巻

四六判 1400円

宮沢龍生／著

004439-7

ある共通目的をもつ理理花と草月。相性最悪な二
人が赴いた屋敷で見たもの、それは床に這いつく
ばるように動く美しい女性たちだった⁉　アニメ

「Ｋ」原作・脚本を手がける宮沢龍生初単行本！汝、怪異を語るなかれ

四六判 1800円

宮部みゆき／著

004137-2

江戸は神田、袋物屋の三島屋には、不思議を語る
部屋がある……。おちかが聞いたお話は、ほっこ
り可愛く、ちょっと奇妙で、きゅんと切なく、ぞ
おっと怖い。南伸坊の挿絵を多数収録。

あ ん じ ゅ う
三島屋変調百物語事続

四六判 1300円

村上春樹／著

001190-0

1983年――友よ、ぼくらは時代の唄に出会う！  
ふとした偶然で言葉を交した三人の中国人を通し
て、青春の追憶と内なる魂の旅を描く表題作をは
じめ、傑作７篇収録の著者初の短篇集。中国行きのスロウ・ボート

四六判 1600円

村木嵐／著

004393-2

少女が手に入れた舶来の眼鏡は、幕府を揺るがす
大犯罪のカギ⁉　密謀、人買い、にせ御紋、法度
破りの謎を追いかけ、メガネッ娘、奔る！　松本
清張賞作家の新境地、書き下ろし長篇。

船 を 待 つ 日
小坂屋お嬢の江戸見廻り始末

四六判 1500円

室積光／著

004122-8

誘拐された孫娘を救出するため42年ぶりに山を下
りた老人の前に、渋谷の不良、カルト教団、腐れ
政治家どもが立ちふさがる。柔術の達人である老
人が教える世の中で最強の技とは⁉達人 山を下る

四六判 1800円

森博嗣／著

003541-8

空の底で生き、戦う人間たち。空でしか笑えない
「僕」は飛ぶために生まれてきた子供なんだ―
「僕」と「彼」、そして「彼女」の物語。森博嗣の
新境地、待望のシリーズ第２作！

ナ・バ・テア
None But Air

四六判 1800円

森博嗣／著

003644-6

人間って空から墜ちてきたものなのかもしれない
――戦闘機に乗ることに無上の喜びを感じるクサ
ナギ。前作『ナ・バ・テア』に続き、クサナギが
生と死、そして成長することを見つめる問題作。

ダウン・ツ・ヘヴン
Down to Heaven

四六判 1800円

森博嗣／著

003739-9

沢山の命が、最後だけ、ほんの一瞬だけ、光って
から散っていくみたいだった――僕たちは地上で
の濁った生よりも輝くものを知っている。戦闘機
を駆り空に生きる僕たちの物語。

フラッタ・リンツ・ライフ
Flutter into Life
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四六判 1800円

森博嗣／著

003840-2

ただもう一度、空に上がりたい―空に焦がれ、
空を見上げながら地を這う「僕」。「僕」はまた飛
べるのか。そして、「僕」は何者なのか。永遠の
子供たちの果てしない物語、ついに完結！

クレィドゥ・ザ・スカイ
Cradle the Sky

四六判 1900円

森博嗣／著

003158-8

僕は戦闘機のパイロット。二人の人間の命を消し
たのと同じ指でボーリングもすれば、ハンバーガ
も食べる。戦争を仕事にしなくては生きられない
子供たちの寓話。森博嗣渾身の新境地！

スカイ・クロラ
The Sky Crawlers

四六判 1700円

森博嗣／著

003944-7

空で、地上で、海で。彼らは「スカイ・クロラ」
の世界で生き続ける―。永遠の子供「クサナギ・
スイト」を巡る物語、最初で最後の短編集。この
世界の謎を解く鍵を、あなたは見つけられるか。

スカイ・イクリプス
Sky Eclipse

四六判 1800円

森博嗣／著

004227-0

ある静かな朝、彼は山を下りた。師から譲り受け
た、一振りの刀を背に―。若き侍は思索する。
強さとは、生とは、無とは。あてどない旅路の先
には何があるのか。待望の新シリーズ。

ヴォイド・シェイパ
The Void Shaper

四六判 1800円

森博嗣／著

004367-3

立ち寄った村の庄屋で用心棒を乞われるゼン。気
乗りせず、一度は断る彼だったが……。若き侍は
なにゆえに剣を抜くのか。「正義」のためか、「強さ」
の希求か、それとも？

ブラッド・スクーパ
The Blood Scooper

四六判 1800円

森博嗣／著

004493-9

都へ向かう途中、侍同士の真剣勝負に出くわした
ゼン。誤解から城に連行された彼を待っていたの
は、思いがけぬ「運命」だった。若き侍は師、そ
して自らの過去に迫る。急展開の第三巻。

スカル・ブレーカ
The Skull Breaker

四六判 1700円

森村誠一／著

004241-6

失踪した新郎代役として披露宴に出た代行屋の降
矢。連続老女強盗殺人事件を追う棟居刑事。この
全く関係のない二つの事件は強大な闇へと繋がっ
ていた‼　棟居刑事シリーズ最新作‼

棟居刑事の

代 行 人（ジ・エージェント）

四六判 1800円

諸田玲子／著

003975-1

お市の方の末娘・小督。信長ゆずりの烈しさを秘
めた美貌の姫は、秀吉の養女となり、愛する夫と
引き裂かれて徳川に嫁ぎ、将軍御台所になるが
……。女性の視点で描く新しい時代小説。美 女 い く さ

四六判 1600円

諸田玲子／著

004428-1

幕末の嵐の中で、赤穂浪士討ち入りの陰で、女た
ちは生命を燃やした。高杉晋作の愛人おうの、二
人を匿った野村望東尼、俳人・田捨女……儚くも
激しく、時代の流れに咲いた七つの恋。花見ぬひまの

四六判 1700円

柳蒼二郎／著

004112-9

北辰一刀流千葉道場の竜虎と呼ばれた男たちが再
び相まみえたとき、大利根河原に血風が！　修羅
の巷を駆け抜けた凄腕の浪人・平手造酒と居合い
の達人・座頭市の、瑞々しくも凄絶な青春‼天保バガボンド
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四六判 1800円

柳蒼二郎／著

004455-7

幕府に仕組まれた明暦の大火。火焔渦巻く江戸の
町で対峙する三人の男。生きにくくなった平穏な
徳川の治世に、自らの信念と生き様を貫く男たち
を描いた時代小説巨編‼無 頼 の 剣

四六判 1700円

山本一力／著

003869-3

涙は見せない、江戸で花咲かすまで―五歳にして
深川の大店へ養女に迎えられた農家の娘。困難を
気丈に乗り越え、その絶品のてんぷらは江戸の人々
をうならせる。涙の後に爽快な人情時代小説。菜 種 晴 れ

四六判 1500円

山本一力／著

004084-9

この町の賑わいは、家族のあたたかさ。鰻に豆腐
に青物、履き物に雨具、一膳飯屋、駕篭宿、さま
ざまな店が連なるお江戸深川冬木町、巡る十二か
月の笑いと涙を描く著者真骨頂の人情物語。まねき通り十二景

四六判 1700円

山本兼一／著

004258-4

天武帝の遺志を継ぎ中央集権の国造りを着々と進
める女帝・持統と藤原不比等。この天と地は一体
誰のものなのか？　役小角は山の民を率い強大な
支配者に挑む。直木賞作家の新たな地平！役

えんのおづのえまき

小角絵巻　神
じ ん

変
べ ん

四六判 1500円

山本甲士／著

004130-3

一発屋の作家・新居に届いた過去へのタイムス
リップ案内状。詐欺だと知りつつも、新居にはい
じめられっ子だったこと、女に手痛くふられたこ
となど、やり直したい過去があったのだ。戻 る 男

四六判 1650円

山本幸久／著

004436-6

美術館学芸員４年目の今田弾吉は、学生時代に応
援団在籍という変りダネ。個性豊かな先輩たちに
コキ使われる日々を過ごしていたが……⁉　著者
渾身の美術館お仕事青春小説‼展覧会いまだ準備中

四六判変型 1800円

吉田篤弘／著

004291-1

五十歳になった私は、ある日、訪れた美術館で展
示中の『受胎告知』の世界に迷い込んでしまう。
現実と絵の中がまじりあい、描かれたものたちの
声が立ちあがる、試みにみちた長篇小説。モナ・リザの背中

四六判 1300円

吉田修一／著

003917-1

出会いは突然で、言葉にならない緊張のなか、出
会った彼女は彼の心へしっかりと刻まれた。過ぎ
行く日々に翻弄されながら保たれる絆。恋愛小説
の新境地を切り開く意欲作。静 か な 爆 弾

四六判 1700円

吉永南央／著

004433-5

心を残したまま別れた元婚約者が、十年ぶりに
帰ってきた。バラバラ殺人、消えた大金……リペ
ア職人・透子の周囲で、封印したはずの過去が動
き出す。注目作家が描くミステリアス・ラブ。

RE＊ PAIR
リペア

四六判変型 1200円

吉本ばなな／著

001775-9

二度とかえらない輝かしい季節、少女から大人へ
と移りゆく夏に、ふるさとの海辺の小さな町です
ごした少女たちの日々――。めぐりゆく時の切な
さと、生きることの歓びを描く。ＴＵＧＵＭＩ　つぐみ



19

小説・戯曲・詩歌

四六判変型 1262円

吉本ばなな／著

002579-2

霊能者の祖母が遺した予言通りに、インドから来
た「ハチ」と出会った私は、彼の「最後の恋人」
になった……。約束された至高の恋、求め合うふ
たつの魂の邂逅を描く、愛と救済の物語。ハチ公の最後の恋人

四六判変型 1350円

吉本ばなな／著

002742-0

世界が私たちに恋をした――。別に一緒に暮らさ
なくても、二人がたどる道はいつも家路で、二人
がいる所はどこでも家だ……。互いでしか癒せな
い孤独を抱える恋人たちの旅立ちを描く。ハ ネ ム ー ン

四六判 1500円

よしもとばなな／著

003924-9

かつて初恋の少年に送った手紙の一節が、ハワイ
アンの調べに乗って耳に届いた。キルト作家となっ
た私はその歌い手を訪ねるが……。生命の輝きに
充ちたハワイ島を舞台に描く書き下ろし長篇。サウスポイント

四六判 1600円

渡辺淳一／著

003567-8

36歳の美貌の精神科医・花塚氷見子。その女医に
憧れる年下の看護師・北向健吾。二人の恋は徐々
に進展をみせるが、氷見子の特定の患者に対する
不可解な治療に北向の困惑は次第に深まっていく。幻 覚



20

日本文学

日本文学

評論・随筆・研究

Ａ５判 1700円

青島広志／著

004516-5

ふだん耳にしている生活の音の話から、名だたる
作曲家・演奏家の秘密まで、ページをめくれば、
音楽とその世界の住人の流儀と不思議を耳打ちし
てくれる。媚薬的魅力たっぷりの世界にようこそ。

クラシック漂流記
ブルー・アイランド氏は大忙し！

Ａ５判 1300円

浅田次郎／著・監修

004490-8

感動の街道風景や古き良き旅篭の情緒、おすすめ
コースを時代小説『一路』の世界とともにご紹介。
渡邊あゆみ、中村獅童両氏との歴史対談も収録。
いざ、作家を唸らせた中山道の旅へ！

浅田次郎と歩く中山道
『一路』の舞台をたずねて

四六判 1500円

朝山実／著

004563-9

父の戒名を自作したところ、僧侶に「人のビジネ
スに手を出すな」と恫喝され、さらに、２億円（？）
の遺産をめぐり「争族」勃発―。いつか来る「そ
の日」に役立つ実体験ルポ。父の戒名をつけてみました

四六判 1800円

荒井保男／著

004204-1

開国とともに西洋文明が導入されるなか、横浜で
は「もうひとつの文明開化」があった。幕末から
明治初期における、先人医師たちの試行錯誤を丹
念に描いた、近代医学受容の歴史。

日本近代医学の黎
あ け ぼ の

明
横浜医療事始め

四六判 1800円

嵐山光三郎／著

004390-1

言文一致をひっさげて颯爽と文壇に登場した山田
美妙。美男で才気溢れる美妙は、なぜ文学史から
忘れ去られたのか。最後まで「書斎の戦場」で戦
い抜いた一途の文人の生涯を追う。美妙　書斎は戦場なり

四六判 1200円

池澤夏樹／著　鷲尾和彦／写真

004261-4

ぼくは震災の全体像を描きたかった―被災地の
肉声、生き残った者の責務、自然の脅威、エネル
ギーの未来図……。持てる力のすべてを注ぎ、震
災を多面的にとらえる類を見ない試み。

春を恨んだりはしない
震災をめぐって考えたこと

四六判 1200円

池田大作／著

003489-3

胡錦涛国家主席、マンデラ前大統領、ライサ・ゴ
ルバチョフさん。抜き差しならない現実と格闘し
未来を見つめて生きた十人の人々との対話。世界
の知性との出会いがかなでる魂のエッセー集。人生は素晴らしい

四六判 1500円

市川慎子／著

004407-6

ねぶたや犬っこ祭りを眺め、おひな菓子やうんぺ
いを訪ねて東北へ。ずっと前からそこにあり、親
しまれてきた町の「定番」。どこか懐かしい味を
見つけに出かけてみませんか？東北おやつ紀行
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四六判 1400円

伊藤比呂美／著

004465-6

更年期の女性たちは戦っている。老いるからだ、
減らない体重、親の介護、夫の偏屈と。ホルモン
補充療法に挑戦し、ラテン系エクササイズに熱中
する日々を、無頼かつ軽妙に語るエッセイ集。閉 経 記

四六判 1500円

井上ひさし／著

003255-4

人間は考える生きものです。「考える能力」とは
ことばの力のこと。ことばを磨くことで難問を乗
り越えていくのが人生。――新聞投書から首相答
弁まで、成長を続ける日本語を考察。にほん語観察ノート

Ｂ６判変型 1300円

井上ひさし／著

004294-2

面白くて、恐ろしい本の数々―。足かけ４年に
わたり『読売新聞』読書面に連載された書評コラ
ム「井上ひさしの読書眼鏡」34編。そして、藤沢
周平、米原万里の本を論じる。著者最後の書評集。井上ひさしの読書眼鏡

四六判 1500円

上田七加子／著

004351-2

19歳で日本共産党入党。20歳で不破哲三（本名：
上田建二郎）氏と婚約。党で重責を果たしてきた
夫と60年近くをともにする夫人が、信念と愛情に
貫かれた半生を語る。

道 ひ と す じ
不破哲三とともに生きる

四六判 1400円

宇都宮直子／著

004554-7

20年にわたり交流のあった著者が、稀代の俳優の
思い出を綴る。独特の恋愛観、芝居への情熱から、
亡くなる直前の病室での様子まで、知られざる「素
顔の三國連太郎」が描かれる。

別れの何が悲しいのですかと、
三國連太郎は言った

四六判 1300円

梅田望夫／著

004028-3

有限の盤上で無限に進化する世界から、我々は何
を学び得るか。『ウェブ進化論』著者がトップ棋
士と共に真理を探究した一年間の記録！　「観る」
面白さを知っている、すべての人に。

シリコンバレーから将棋を観る
羽生善治と現代

四六判 1300円

梅田望夫／著

004177-8

勝負師、研究者、芸術家の貌を併せ持ち、40歳の
今も最高峰に立つ「考える人」……その真の強さ
とは？　『ウェブ進化論』『シリコンバレーから将
棋を観る』著者、渾身の羽生善治論。

どうして羽生さんだけが、 
そんなに強いんですか？

現代将棋と進化の物語

四六判 1200円

江原啓之／著

003449-7

夫の浮気、結婚相手の適否、姑との不仲、兄弟姉
妹の諍い、わが子の引きこもりから本当の幸せ、
病気、死にいたるまで――『婦人公論』読者の様々
な悩みに答えます。厳しくも癒される知恵。江原啓之のスピリチュアル人生相談室

四六判変型 1200円

江原啓之／著

003596-8

「どのような苦しみも悲しみも、そこから逃げるこ
となく受け容れて、乗り越えてこそ、その先に本
当の幸せがあるのです」。24人の紙上カウンセリン
グを通して、夫婦、愛、生と死などの問題を考える。

あなたのための 
スピリチュアル・カウンセリング

四六判変型 1100円

江原啓之／著

003870-9

あなたが心惹かれ、縁を持った動物たちはみな、
たましいを磨きあう仲間です。人と動物が永遠
の絆を育てるための、初めてのスピリチュアル・
ブック。インスピレーション訓練カード付。

ペットはあなたの 
スピリチュアル・パートナー
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四六判変型 1200円

江原啓之／著

004317-8

人はつまずくからこそ成長できる！　何かのせい
にして逃げるのではなく、自分の心を見つめよう。
悩めるあなたに贈る、発想の逆転で苦難を乗りき
る方法。江原さんによるメッセージＣＤ付き。

すべての災厄をはねのける

スピリチュアル・パワーブック

四六判 2400円

大角修／著

004127-3

大正10年４月、賢治は父とふたりで伊勢、比叡山、
奈良への旅に出た。このときに遺した49首の短歌
を手がかりに賢治の内面のドラマをさぐり、豊饒
な文学的創造の源泉を明らかにする。

「宮沢賢治」の誕生
そのとき銀河鉄道の汽笛が鳴った

四六判変型 1400円

大崎善生／著

004350-5

定刻発車でもトラブル続き、これぞ究極の大人の
贅沢⁉　極東ウラジオストックから西端リスボン
まで、寝台列車と高速鉄道を乗り継ぎ、すべて陸
路で行くヨーロッパの醍醐味。

西の果てまで、シベリア鉄道で
ユーラシア大陸横断旅行記

四六判 1300円

大田垣晴子／著

004213-3

40代目前で電撃結婚をした著者の、ゴールインま
でと新生活を綴ったコミックエッセイ。著者の実
体験に加え、アラフォー結婚の実態をリアルなデー
タとコラムで紹介します。夫に内緒の本音満載。

結婚ゴーラウンド
Marry-go-round

四六判 2200円

大竹昭子／著

004293-5

思いがけない出会いの一冊、忘れえぬ記憶と結び
つく一冊、いつも読みながら考え、書きながら生
きてきた―。文筆家、写真家、小説家として活
躍する大竹昭子、初の書評エッセイ集。

読むとだれかに語りたくなる
わたしの乱読手帖

四六判 1300円

大平光代／著

004039-9

女性初の大阪市助役に就任。退任後、40歳で妊娠、
再婚。産まれた娘はダウン症だった―。〝極妻〞
弁護士、波瀾万丈人生の第二章！　生きづらい時
代を生き抜く知恵が詰まったエッセイ集。今日を生きる　

四六判 1300円

大平光代／著

004153-2

『今日を生きる』の続編エッセイ集。ダウン症の
娘・悠ちゃんと共に移り住んだ山里での日々を綴
る。庭でハーブを育て、料理に腕をふるい、趣味
に精を出し……。真に心豊かな生活がここにある。陽だまりの時間

四六判 1200円

大平光代／著

004404-5

ダウン症の娘を育てる著者が、話題の古典を母親
の目で読み解きました。友達を選ぶ基準、𠮟り方
のマナーから、お小遣いの渡し方まで。今日から
実践できる子どもの「心」を伸ばす知恵が満載！大平光代の〝子育てに効く〞論語

四六判 1500円

荻野アンナ／著

004496-0

アンナ先生が発見したエロンブスの卵（えろたま）
は明日の生きる糧となる？　「女と男の性愛」や

「カラダの神秘」について全身全霊を捧げ、マジ
メに考察した史上稀なる爆笑エッセイ。え ろ た ま

四六判 1700円

奥本大三郎／著

004577-6

フランス人もホヤを食べる？　自宅を昆虫館に建
て替えて、高層マンションに移り住んだ『ファー
ブル昆虫記』の先生が、文明と自然、虫の世界か
らＢ級グルメまで、自在に綴った随想集。マルセイユの海

ホ ヤ

鞘



23

評論・随筆・研究

四六判 2600円

小倉孝誠／著

004222-5

出会いの舞台装置、誘惑のレトリック、別離とい
う儀式。古今東西の名作に描かれた恋愛の諸段階
の形態と文化・社会的背景を分析、創られた物語
のパラダイムを解き明かす。図版多数。

愛 の 情 景
出会いから別れまでを読み解く

四六判 1600円

尾崎真理子／著

004059-7

悩みも祈りも、すべては小説の中に！　子を置い
ての出奔、妻子ある人との恋、作品への毀誉褒貶、
出家……波瀾に満ちた人生を作家自身の「語り」
でたどり、尽きせぬ情熱の源に迫る。瀬戸内寂聴に聞く寂聴文学史

新書判 1300円

長田弘／選

004138-9

なにげない日常や風景のなかに、子どもたちがし
なやかな感性で見つけた詩いろいろ！　読売新聞
で好評連載中の「こどもの詩」から精選された
208編と選者のコメントを収録。

202 人の子どもたち
こどもの詩 2004-2009

四六判 1200円

小野寺牧子／著

004372-7

間違いやすい熟語や誤読しやすい漢字を親しみや
すい文章でまとめた71のエッセイ。聖路加国際病
院の日野原重明先生が絶賛し、巻頭エッセイ「出
版に寄せて」を寄稿しています。

にほんご万華鏡
人生を豊かにする閑

かん

字

四六判 1600円

甲斐美都里／著　金子しずか／絵

003254-7

壊れては捨てられるイタイケな陶磁器の為に骨董
好きの美都里さんが、一流ＯＬのキャリアをかな
ぐり捨てて立ち上がった。京都で伝統的修理、英
国で修復。怒涛の修業を経て只今参上！

古今東西　 
陶磁器の修理うけおいます

四六判 1500円

垣添忠生／著

004309-3

最愛の妻をがんで亡くし、絶望の渊から立ち直っ
た著者だからこそ向き合うことができるがんの真
実とは……。がん医療の第一人者が丁寧に綴った、
みずからの来し方とこの国への希望。

が ん と 人 生
国立がんセンター元総長、半生を語る

新書判 1600円

片倉もとこ／著

004498-4

病に倒れながらも、自らを𠮟咤し「自らの心の内
側をフィールド・ワークしたい」という著者。そ
の探求心と研究意欲、淡々とした言動や思索にイ
スラーム学を修めた著者の矜持を見る。旅 だ ち の 記

四六判 1500円

桂歌丸／著　長井好弘／編

004325-3

貧乏だけど志はあった青春時代から落語芸術協会
会長として噺の面白さを世に伝える現在まで、粋
なひとり語りが一冊に。芸談義「あたしのネタ帳」
と幻の口演速記『紺屋高尾』も収録。

恩 返 し
不死鳥ひとり語り

四六判 1300円

加藤恭子／著

004374-1

死と隣り合わせだった第二次大戦中の少女時代。
伴侶とともに暮らしたアメリカでの経験。学生を
厳しく鍛えた教員時代。懸命に歩んできた道を振
り返り、「縁」の大切さを語る。

こころを見つめる

Ｍ
マ ス ト

ＵＳＴの人生

四六判 1100円

鎌田實／大平光代／著

004088-7

失業、うつ、介護など、さまざまな悩みを抱える
人が溢れる現代、〝幸せ〞を感じるためにはどん
な心掛けが必要なのでしょう。ともに、波乱万丈
の人生を歩んできた２人による対談集。

くらべない生き方
人生で本当に大切にするべき１０のこと
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四六判 1300円

亀山早苗／山路徹／著

004384-0

不倫、セックスレス、熟年離婚、若者の草食化な
ど、男と女のエキスパート２人が、豊富な経験に
裏打ちされた偏見のない「おとなの発想」で、現
代人と「性」のあり方を縦横に論じる。

おとなの関係
性と心とからだと愛

四六判 1200円

川上未映子／著

004189-1

誰にも見せない日記のように、誰かに語りかけて
いる。芥川賞作家が日常から零れ落ちる言葉たち
を拾いあつめた、自由律で不定型、新しいかたち
のエッセイ集。発 光 地 帯

四六判 1300円

川上未映子／著

004321-5

「人生は数ヶ月で恥ずかしいほどに思いきった変
化をする」。いま最も注目される女性作家が綴っ
た、波乱の一年、穏やかな生活、夢見るような現
実の日々。「発光地帯」シリーズ第二弾。魔 法 飛 行

四六判 1300円

川上未映子／著

004478-6

食べて、生きて、考える。日常の多彩なきらめきと
育児の日々から得た新境地を紡ぐ、谷崎賞作家の人
気エッセイシリーズ最終巻。自身も驚くこころと体
の大変化を書き下ろした「お料理地獄」も収録。安 心 毛 布

四六判 1400円

河野裕子／著

004254-6

幻のエッセイ集『みどりの家の窓から』を全篇収
録し、未収録エッセイとともに新編集した一冊。
飾り気のない体当たりのエッセイからは、人々を
魅了してやまない感性の源泉が見えてくる。

たったこれだけの家族
河野裕子エッセイ・コレクション＊

四六判 1500円

河野裕子／著

004378-9

体は病んでいても、健やかな歌をつくりたい―。
惜しまれながら逝った歌人、河野裕子が、死を目
前にして綴り、死後発表されたエッセイ、歌をよ
む人へのメッセージを含んだ73の掌篇。

桜 花 の 記 憶
河野裕子エッセイ・コレクション＊＊

四六判 1400円

岸本葉子／著

004116-7

エッセイ道20年の経験から培った文章術を初公
開。起承転結の転に機転を利かし自分の「えーっ」
を読み手の「へえーっ」に換える極意とは？　し
なやかに感じてしたたかに描く奥義を伝授。

エ ッ セ イ 脳
８００字から始まる文章読本

四六判 1400円

岸本葉子／著

004147-1

いよいよアラフィー＆おひとりさま。素直に泣き
笑いをし、構えずに人と接したい。心を錆び付か
せないのが一番のアンチエイジング。不透明な世
の中を上機嫌で乗り切るヒントが満載。できれば機嫌よく生きたい

四六判 1500円

岸本葉子／著

004253-9

不器用な私は地道に生きる！　人気エッセイスト
が、人知れず奮闘する悲喜こもごもの日常を綴る。
青春の秘蔵写真・私の仕事部屋を初公開。特別書
き下ろし「東京震災日記」収録。「こつこつ」と生きています

四六判 1500円

岸本葉子／著

004376-5

散歩や句会にワクワク！古きよき物にウキウキ？
診察室でモジモジ。ちょっと余裕をもって生きた
いのに、時折ドギマギしてしまう人気エッセイス
トが、悟りきれない日常をユーモア豊かに描く。「そこそこ」でいきましょう
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四六判変型 2500円

沓掛良彦／著

004506-6

弾き方のわからなくなった古代の楽器にたとえられ
る西行の和歌。古今東西の文学に通暁する著者が深
い敬慕の念をもって奏でる西行讃歌。日本人が育ん
できた感受性の豊かさに圧倒される読書体験。西 行 弾 奏

四六判変型 1600円

クラフト・エヴィング商會／プレゼンツ　阿部知二／網野菊／
伊藤整／川端康成／幸田文／志賀直哉／徳川夢聲／長谷
川如是閑／林芙美子／著

003537-1

犬は人なり。数を少なく質をよく、一人一犬を原
則とするのが愛犬家心得のひとつである（川端康
成「わが犬の記」「愛犬家心得」より）。名犬、番犬、
野良犬と暮らした作家達の幻の随筆集。犬

四六判変型 1600円

クラフト・エヴィング商會／プレゼンツ　有馬頼義／猪熊弦一
郎／井伏鱒二／大佛次郎／尾高京子／瀧井孝作／谷崎潤
一郎／壷井榮／寺田寅彦／柳田國男／著

003538-8

美しくしなやかでお上品、さうかと思ふと悪魔の
やうに残忍。飼へばきつと面白いにちがひありま
せん（谷崎潤一郎「ねこ」より）。50年の時を経て、
猫に魅せられた作家達の珠玉の随筆集が甦る。猫

四六判 1800円

児玉清／著

004492-2

芸能界きっての読書家として知られた著者は、ミ
ステリー、時代もの、現代小説など、多彩な文庫
作品の巻末解説を手がけた。物語への愛と書き手
への敬意がにじみ出る42編を集成した一冊。

ひたすら面白い小説が読みたくて
文庫解説コレクション

四六判 1900円

後藤正治／著

004545-5

柳田邦男『空白の天気図』、立花隆『田中角栄研
究』、沢木耕太郎『一瞬の夏』……。一八の名作は
いかにして生まれたのか。ノンフィクションの名
手による私的ノンフィクション案内。探訪　名ノンフィクション

Ｂ６判 1300円

小林秀雄／著

004540-0

「批評の神様」はどのように読み、書き、ものを
見たのか。濫読や全集のすすめといった読書技法、
良い文章とは何か、美しいものを見ることなど実
用的アドバイスに溢れるエッセイ集成。読書について

四六判 1600円

駒崎優／著

004426-7

列車に乗れば貧血で倒れ、締め切り前には深刻な
睡眠障害に苦しみ、イギリスに行けば救急車で運
ばれる。生粋のインドア派虚弱作家がお外に出た
⁉　抱腹絶倒の体当たり取材記登場！おんもにでよう。

四六判 2400円

小谷野敦／著

003741-2

七十歳をすぎてなお数々の傑作を書き続けた文豪
谷崎の生涯は、一方でスキャンダルと逸話にみち
た生涯でもあった。本書は伝説や通説に惑わされる
ことなくその実像に肉迫する本格的評伝である。

谷崎潤一郎伝
堂々たる人生

四六判 2800円

小谷野敦／著

003998-0

嘘いつわりが嫌いで、文士仲間から重症の正直病
患者といわれ、世渡りが下手だった里見弴。明治・
大正・昭和の文学界を悠然と歩み去った大作家初
の本格的評伝。作品総覧、人物索引付。

里 見 弴 伝
「馬鹿正直」の人生

四六判 2900円

小谷野敦／著

004200-3

文壇の紳士録に名を連ねながら、今日ほとんど顧
みられることがない作家、久米正雄。その人生と
作品分析をとおし、明治大正昭和の、純文学と大
衆文学、私小説と通俗小説の相克を描く。

久 米 正 雄 伝
微苦笑の人
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四六判 3000円

小谷野敦／著

004484-7

日本初のノーベル文学賞作家、川端康成の人生を
丹念におい、長年文壇の長老をつとめ名声をほし
いままにした華やかな日々と、実人生における虚
無的ともいえるもうひとつの顔を描く。

川 端 康 成 伝
双面の人

四六判 1300円

斎藤美奈子／著

003797-9

小泉政権とともにあった2001～06年、ニュースは
事件をどう伝えたか。斎藤美奈子が新聞にＴＶに
つっこみを入れる！　婦人公論の人気連載時事コ
ラムに、最新の視点で大幅加筆し堂々刊行。たまには、時事ネタ

四六判 1300円

斎藤美奈子／著

004131-0

ニュースは最終回のない連続ドラマだ！　安倍自
民が参院選で大敗した07年、福田・麻生政権迷走
の08年、鳩山内閣誕生と崩壊の09年、そして……
のりピー逮捕から事業仕分けまでを一刀両断。ふたたび、時事ネタ

四六判 1500円

斎藤美奈子／著

004463-2

「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった」
など有名な書き出しは数々あれど、さてラスト
は？　古今東西の132冊を斬新な視点で読み解い
た、楽しくてタメになる丸わかり文学案内。名作うしろ読み

Ａ５判函入 14000円

柴田光彦／大久保恵子／編

004445-8

失明した曲亭馬琴のために瀧澤家の日記を代筆し
ていた長男の嫁、路。夫と息子に先立たれ、幕末
の日々を綴り続ける。上巻は「嘉永二年己酉日記」
六月から「嘉永五年壬子日記」まで。瀧澤路女日記　上巻

Ａ５判 15000円

柴田光彦／大久保恵子／編

004457-1

家族に先立たれ、瀧澤家の日記を綴り続けること
で、いつしか家長になっていた路。安政の大地震
など、天変地異にみまわれるなか、娘に日記をた
くし、ひっそりとみまかる。瀧澤路女日記　下巻

四六判変型 1600円

白坂亜紀／著

004430-4

「銀座のママ本」はさまざまありますが、「銀座の
ママ」が「超一流クラブのママ10人」にインタ
ビューしたのは初めて。苦境の乗り越え方や成功
の極意、著名人の交遊録が満載の１冊です。

銀座の秘密―なぜこのクラブの 
ママたちは、超一流であり続けるのか
すご腕女性10人の金言

四六判 1300円

瀬戸内寂聴／著

001727-8

「色即是空」、誰もが一度は耳にし口にしたことの
ある「般若心経」の全てを、寂聴師が分かりやす
くかみくだいて説き明し、この世を生きる私たち
の心の拠り所をやさしく語りかける。

寂聴　般若心経
生きるとは

四六判 1900円

瀬野文教／著

004346-8

明治35年、ドイツ語教師として日本の地を踏んだ 
〝お雇い外国人〞ハイゼはなぜ、白虎隊自刃の地
に埋葬されることを強く望んだのか？　あるドイ
ツ人の数奇な生涯を克明に綴る！

リヒャルト・ハイゼ物語
白虎隊の丘に眠る或るドイツ人の半生

新書判 1400円

千宗室／著

003938-6

日々の営み、人と人とのつながり、日本と世界
……裏千家第十六代家元が、自らの人生の糧と
なった禅と茶道の教えを元に、日本人が大切にし
たい心構え、生き方をやさしく語り下ろす。

自分を生きてみる
一期一会の心得
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四六判 1600円

高松宮妃喜久子／著

002839-7

徳川慶喜の孫に生まれ、十八歳で高松宮に嫁いだ
妃殿下が初めて語る、慶喜公のこと、十四ヵ月に
及ぶ新婚旅行、「高松宮日記」刊行の経緯など大
正･昭和･平成三代にわたる秘話の数々。菊と葵のものがたり

四六判 2200円

高円宮憲仁親王／著

003319-3

平成14年に急逝された高円宮様は、ご公務で世界
各国を歴訪された。お忙しい公務の合間に撮られ
た自然や動物、人々の生活などの写真と、それら
の写真にまつわる思い出や想いをまとめた一冊。素 顔 の 一

と

瞬
き

Ａ５判 1900円

武実逢人／著

004453-3

旅先でふと見かけた「祈る家（ハレプレ）」に魅
せられ、ハワイ六島を巡って撮り続けた五百堂。

「観光地ではないハワイ」を切り取った多数の写
真が、楽園の知られざる素顔を浮き彫りにする。

楽園のハレプレ
ハワイ教会500堂巡礼

Ａ５判 1600円

中央公論編集部／編

004161-7

三島の思想と戦後を問い直す豪華執筆陣によるア
ンソロジー。石原慎太郎との対談、江藤淳宛書簡
など全集未収録資料ほか、時代の観察者・発言者
としての三島の重要エッセイ、対談、論争を網羅。

中央公論特別編集

三島由紀夫と戦後

Ａ５判 2200円

中央公論編集部／編

004296-6

安保闘争ドキュメント、大江健三郎論を中心に、
批評家・江藤淳の政治と文学に焦点を当てるポレ
ミカルなアンソロジー。吉本隆明、石原慎太郎の
インタビュー、柄谷行人・福田和也対談など。

中央公論特別編集

江 藤 淳 1960

Ａ５判 1800円

中央公論編集部／編

004396-3

吉本隆明とは何者だったのか―。単行本未収録
作品、同時代書評、多彩な執筆陣による対談・エッ
セイなどにより、戦後思想の巨人に迫る愛蔵版ア
ンソロジー。貴重な写真を多数収録。

中央公論特別編集

吉本隆明の世界

四六判 1800円

辻井喬／著

004033-7

戦後社会の変遷、複雑に絡み合う一族の事情、肌
身で接した各界リーダーたちの素顔……激動する
時代のエネルギーを背景に、自らの半生を明かし
た、文学者にして経営者の熱き記録。

叙 情 と 闘 争
辻井喬＋堤清二回顧録

四六判 1400円

鶴我裕子／著

004113-6

居候での音楽修業時代、もぐりで聴いたカラヤン
に〝とてつもない何か〞を感じた芸大生の頃、Ｎ
響での指揮者や演奏会・演奏旅行の思い出。のび
やかな筆致で綴られた、音楽的日々雑記。バイオリニストに花束を

四六判変型 1500円

戸塚真弓／著

004292-8

食卓を支える定番の味、名シェフならではの一皿、
クラシックな調理法、多彩な品種と歴史の話―
パリでの暮らしと各地への旅がもたらした、愛す
べき〈名脇役〉とのおいしい出会い。

じゃがいもびいき
美食の国のふだんの味、三つ星の味

四六判 1800円

ドナルド・キーン／著

003615-6

ヨーロッパに憧れていたニューヨークの少年が日
本と出会って六十年を過ぎ、忘れられない友との
出会いと別れが私を今に導いた――変わらないも
のへの愛情あふれる、十年ぶりのエッセイ集。私の大事な場所
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四六判 1600円

ドナルド・キーン／著　角地幸男／訳

003845-7

私の人生は、信じられないほどの幸運に満ちてい
た―日本文化を世界に紹介して半世紀、三島由
紀夫らとの交遊を描き、読売新聞連載時より大反
響を呼んだ決定版自叙伝。装画山口晃。私と 20 世紀のクロニクル

四六判 1400円

外山滋比古／著

004030-6

どうしてあの人の発想は独創的なんだろう？　そ
う思ったことはありませんか。必要なのは、強く
てしなやかな〈本物の思考力〉です。人生が豊か
になるヒントが満載の爽快エッセイ。自分の頭で考える

四六判 1800円

内藤啓子／著

004166-2

53歳の若さで肺癌により急逝した元宝塚トップス
ター・大浦みずき。童謡『サッちゃん』の作詩家
である父・阪田寛夫との少女時代から舞台生活、
癌闘病と看取りまでを実姉が描く。

赤毛のなっちゅん
宝塚を愛し、舞台に生きた妹・大浦みずきに

Ａ５判 8800円

中野三敏／著

003812-9

十八世紀半ばの日本は「狂者の季節」だった――。
近世文学研究の泰斗が、服部蘇門、釈大我、天愚
孔平ら江戸文化の成熟を体現した人々の事蹟を辿
り、耀かしい時代精神の発露を見る。江 戸 狂 者 伝

四六判 2100円

中村彰彦／著

004055-9

人物の器量は運命の分岐点で明らかになる。戦国
武将から日露戦争の名将まで、浩瀚な史料の読解
と一方に偏しない公正な史観が掘り起こした傑物
たちの魅力を堪能させるエッセイ集。名将と名臣の条件

Ａ５判 1300円

成毛眞／編著

004427-4

ノンフィクション書評サイト〈ＨＯＮＺ〉いち
押しのレビュー集。『木村政彦はなぜ力道山を殺
さなかったのか』『さいごの色街 飛田』『ナチスの
キッチン』などを網羅。これ一冊で現代がわかる！

ノンフィクションはこれを読め！
ＨＯＮＺが選んだ１５０冊

Ａ５判 1300円

成毛眞／編著

004549-3

書評サイトＨＯＮＺのレビュー集第二弾。『「弱く
ても勝てます」開成高校野球部のセオリー』『ラン
ドセル俳人の五・七・五』ほかのお薦めレビュー、
岡田斗司夫ロングインタビューなどを収録。

ノンフィクションはこれを読め！ ２０１３
ＨＯＮＺが選んだ１１０冊

四六判 1500円

ねじめ正一／著

004228-7

86歳と62歳、初めて過ごす二人きりの時間……幾
つになっても、親孝行ってむずかしい。『婦人公論』
人気連載ついに書籍化。息子・夫・父として、「男
の本音」を打ち明けるエッセイ集。母と息子の老いじたく

Ｂ５判変型 1900円

野口聡一／宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）／著

004183-9

地上400kmを時速2万8000kmで周回する国際宇宙ス
テーションから野口聡一宇宙飛行士が贈る宙撮写
真集！　ツイッターで全世界30万人のフォロワー
を沸かせたスーパーショット300点を一挙収録‼

宇宙飛行士が撮った

母 な る 地 球

四六判 1300円

野坂暘子／著

004003-0

六年前、七十二歳の夫が脳梗塞に倒れ夫婦の第二
幕が上がった。半身マヒ、骨折、肺炎……困難に
めげず声をかける。「あなた、私についてきて！
二人でカッコいいステージを演じよう」。

リハビリ・ダンディ
野坂昭如と私 介護の二千日
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四六判 1500円

野崎耕二／著

004334-5

出会いと語らい、季節の移ろい…喜びはいつも身
近な場所にあり、心痛む未曾有の事件があった。
進行性筋ジストロフィーと向き合い丁寧に暮した
毎日。あの〈1995年〉の日常と非日常。車いす きばいやんせ日記

四六判 1400円

馳星周／著

004503-5

世界各地を駆けめぐる小説家・馳星周が、旅先な
どで出会った絶品料理たち（たまにハズレも）を
思う存分、喰らい尽くす‼　辛口だけどユーモラ
ス、著者初の食エッセイ。

馳星周の

喰 人 魂

四六判変型 1600円

長谷川櫂／著

004345-1

琵琶湖から、海をわって中国へとつづく水上の道
―。芭蕉の果たせなかった夢を追って、旅を続
けていくと、つねに海の彼方に開かれていた日本
人の姿が見えてくる。カラー図版多数収載。海 の 細 道

四六判 1800円

長谷川三千子／著

004517-2

昭和二十年八月十五日、終戦の玉音放送を拝した
ラジオの前の人びとは、一瞬の静寂のうちに、何
を聞きとったのだろうか。歴史の彼方に忘れ去ら
れた至高の瞬間をさぐる、精神史の試み。

神やぶれたまはず
昭和二十年八月十五日正午

四六判 1900円

原研哉／著

003937-9

日本文化の繊細さと簡潔さを生み出し、支える美
意識の原点―白。それは、色であって色を超えた
ものではないか？　デザインの現場で国際的に活
躍する著者が、白を多角的に考察した「白の美学」。白

四六判 1400円

日野原重明／著

004487-8

「長生きだけでは意味はありません。その長寿を
楽しむことこそが理想的な生き方です」。101歳に
して縦横無尽、元気の秘訣を教えましょう！長寿の道しるべ

四六判 1500円

平野恵理子／著

004091-7

そうそう、こんなの欲しかった！　万年筆にはブ
ロッター、おもたせケーキ用ナイフ、旅先でくつ
ろぐ3点セット、スリムな財布のためのカードホ
ルダーなど、年季の入ったわが愛用品50点。

平野恵理子の

身 辺 雑 貨

四六判 1500円

平野恵理子／著

004394-9

それ、どこで見つけたんですか？　心躍る可愛ら
しい小物から、年季の入った頼もしい実用品まで。
雑貨を愛し、雑貨に愛される、平野さんの楽しい
生活。読売新聞人気連載の書籍化第二弾。

平野恵理子の

身 辺 雑 貨 ２

四六判 1500円

藤子不二雄Ⓐ／著

004391-8

藤本弘氏とのコンビで共同ペンネーム「藤子不二
雄」で漫画家デビューを果たして以来、歩み続け
た漫画家人生六十年！　その寄り道回り道、波瀾
万丈の「まんが道」をユーモアたっぷりに綴る。78 歳いまだまんが道を…

四六判 1400円

保坂和志／著

004199-0

鎌倉で過ごした子ども時代、猫にお正月はあるの
か、新入社員の困惑……生きていく日々をのびや
かに綴ったエッセイ集。小説の断片となるきらめ
きがちりばめられた88篇。猫 の 散 歩 道
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四六判 1800円

堀江敏幸／著

004235-5

象が踏んでもこわれない、緻密に構築された散文
世界を堪能するシリーズ第四作目。いつもながら
の心に残った本の話、身辺のあれこれの他、今回
は自作をめぐるエピソードもまとめて収録。

象が踏んでも
回送電車Ⅳ

四六判 1900円

堀江敏幸／著

004349-9

爪切りひとつで、世界は大きくその姿を変える
―オーディオ、眼鏡、万年筆からジダンの足さば
き、世田谷線の踏切まで、対象物への真っ直ぐな
愛に満ちた55篇。好評「回送電車」シリーズ第５弾。

時計まわりで迂回すること
回送電車Ⅴ

四六判函入 1800円

堀江敏幸／著

004037-5

速記者の静寂について、元興寺の瓦について、そ
して苛烈な「中庸」について……すべてがどこか
でつながる言葉と暮らしをめぐる省察の連鎖。装
幀間村俊一。第61回読売文学賞受賞作。正 弦 曲 線

四六判 1400円

マークス寿子／著

004525-7

生い立ち、研究生活、そして永住を決意した英国
での最新の暮らしまで。女性の自立を求め、ひた
むきに恋をし、仕事をしてきた歳月を率直につ
づった鮮烈な自伝。

こころを見つめる

行儀の悪い人生

四六判 1800円

町田康／著

003676-7

風に誘われ花に誘われ、一壷ならぬカメラを携え、
ぶらりと歩き出した作家の目がとらえた幻想的な
東京。『婦人公論』好評連載の紀行エッセイ、待
望の単行本化。著者によるカラー写真多数収載。東 京 飄 然

Ｂ５判 1500円

松岡正剛／著

004132-7

インターネット上で圧倒的な支持を受ける「千夜
千冊」を実際の書棚にしたらどうなるか。カラー
80頁で徹底接写。オススメ本約300冊を書評付き
で紹介。佐藤優、東浩紀との対談も収録。

松岡正剛の書棚
松丸本舗の挑戦

四六判 2600円

水上勉／千葉俊二／編著

003939-3

文豪谷崎から心かよう出版社社長宛の未発表書簡
百余通。「吉野葛」から「細雪」にいたる、創作
へのたぎるような情熱、私生活から借金まで、新
資料が明らかにする名作誕生秘話、増補版。

増補改訂版

谷崎先生の書簡
ある出版社社長への手紙を読む

Ａ５判 2200円

村上春樹／和田誠／著訳

003896-9

ポピュラーなあの曲、知る人ぞ知るこんな曲。厖
大なレコード・コレクションから村上さんが選び、
歌詞を訳して紹介するジャズ、スタンダード、ロッ
クの名曲。訳詞とエッセイに和田さんの絵も満載。村上ソングズ

四六判 1600円

村松友視／著

004533-2

95歳の今もなお現役で画業を続ける堀文子。その
自由闊達な魂と、ユーモア溢れる精神をはぐくん
だ来し方を丹念に追い、堀文子の魅力を余すとこ
ろなく伝える評伝小説。

極 上 の 流 転
堀文子への旅

四六判変型 1400円

室井滋／著

004578-3

「ああ私、女優じゃなかったら、こういう仕事を
してみたかった」プロフェッショナル27人の職場
を訪ね、室井滋が聞き出すオシゴト秘話。仕事へ
の情熱とこだわり、人間的魅力に迫ります。

室井滋のオシゴト探検

玄人ですもの
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四六判 1500円

茂木大輔／著

003925-6

コンサートで正しく拍手していますか？　知りた
かった疑問にお答えします。「のだめカンタービ
レ」クラシック音楽監修の〈もぎぎ先生〉が案内
する、もっと音楽を楽しむための鑑賞の手引き。

拍手のルール
秘伝クラシック鑑賞術

四六判 1300円

安川佳美／著

004320-8

最難関の東大医学部で学び、日々奔走する医者の
卵たちの姿、医学教育の現状、医療の実態等を、
自身の経験を基にリアルに描き出す。ベストセ
ラー『東大脳の作り方』の著者、待望の第２弾。

東 大 医 学 部
医者はこうして作られる

四六判 1400円

山折哲雄／著

004373-4

病をえて老いていくことこそ、本当に生きて、本
当に死ぬことにつながるのではないか―。日本
人の古来の宗教観に思いをめぐらせてきた著者
が、新しい時代の「生老病死」を考える。

こころを見つめる

わが人生の三原則

四六判 1400円

山崎直子／著

004413-7

未来の宇宙飛行士に伝えたい94の「学び」のエッ
センスを初公開！　幼少時代の家庭教育、受験勉
強、宇宙飛行士選抜試験、英語の習得法……。『宇
宙兄弟』小山宙哉氏との特別対談も収録。宇宙飛行士になる勉強法

四六判 2200円

吉本隆明／江藤淳／著

004295-9

吉本隆明と江藤淳。戦後日本を代表する二大批評
家が1960年代半ばから80年代後半にかけて行った
全対談を年代順に初集成。文学から思想、政治か
ら時代状況まで論じきる、戦後批評の神髄。文学と非文学の倫理

四六判 1400円

渡辺淳一／著

002751-2

男の心とからだの秘密――その考え方から感じ
方、セックスの違いまで。今まで誰もいわなかっ
た男の本音を明かす。『婦人公論』連載中から大
きな反響をよんだエッセイの待望の単行本化。男というもの
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海外文学

Ａ５判 7500円

オディール・デュスッド／伊藤洋／監修　エイコス：17世紀フ
ランス演劇研究会／編

004220-1

フランス17世紀演劇の全体像を示す画期的な事
典。コルネイユ、モリエール、ラシーヌの全作品
を含む250作の梗概を収録。さらに、人物、劇場、
劇団、概念を立項し、300点を超える図版を収載。フランス 17 世紀演劇事典

四六判 1900円

ヴィルジニー・ムザ／著　高木きせ／訳

004555-4

気鋭のファッションジャーナリストが、性と身体
と精神の乖離に迫った問題小説。ナイーブで破壊
的な悩める主人公の行き着く先は……フランスで
30万部のベストセラーが日本初上陸。あなたはまだ何も知らない

四六判 2200円

キャシー・グラス／著　塩川亜咲子／訳

004532-5

異様な行動でベテラン里親キャシーを圧倒する８
歳のジョディ。徐々に明らかになるその凄惨な過
去とは？　読む者の心をつかんで放さない英国超
人気作。献身と苦悩と希望の物語。

ジョディ、傷つけられた子
里親キャシー・グラスの手記

四六判 3500円

キャロル・スクレナカ／著　星野真理／訳　村上春樹／解説

004513-4

ワーキングプアの日常を描いて愛された作家カー
ヴァー、その文学はどれほどの犠牲のもとに生み
出されたのか―崩壊と救済の生涯を鮮やかに甦
らせるＮＹタイムズ絶讃の決定版評伝。

レイモンド・カーヴァー
作家としての人生

四六判変型 1500円

サンテグジュペリ／著　小島俊明／訳

003643-9

大切なことは、目に見えないんだよ――幸せにな
る秘密を知った王子さまが、すべての人々に贈る
奇蹟のプレゼント。永遠の名作が、仏語版原作の
素顔に迫った新訳で生まれ変わる。

新訳

星の王子さま

四六判 2300円

ジュリア・チャイルド／アレックス・プルドーム／著　野口深雪
／訳

004081-8

30代半ばでフランス料理に目覚めた好奇心いっぱ
いの主婦が、世代を超えて愛される国民的存在に
なるまで……。天職にめぐり会い夢を追いかけた
奮闘の日々。映画『ジュリー＆ジュリア』原作。

いつだってボナペティ！
料理家ジュリア・チャイルド自伝

Ａ５判 2600円

スコット・フィッツジェラルド／著　村上春樹／訳

003782-5

村上春樹が人生で巡り会った、最もたいせつな小説
を、あなたに――新しい日本語で鮮やかに甦る、哀
しくも美しい、ひと夏の物語。愛蔵版のための訳者
書き下ろし別冊〈20年代ニューヨークガイド〉付き。

愛蔵版

グレート・ギャツビー

四六判 1800円

スコット・フィッツジェラルド／著　村上春樹／訳

004071-9

1920年代、天才的作家は20代にして絶頂期にあっ
た―『グレート・ギャツビー』へと連なる〈若
き日の名作〉をセレクト。フィッツジェラルドの
ベスト短篇と訳者が賞讃する表題作ほか全５篇。冬 の 夢
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新書判 1200円

チェーホフ／著　原卓也／訳

004052-8

ここは世界の果て。1890年、30歳のチェーホフは、
極東の流刑地サハリンに滞在し、綿密な記録を残
した。村上春樹氏『１Ｑ８４』でも引用された

『チェーホフ全集』版テキストを復刻。サ ハ リ ン 島

四六判 2500円

辻原登／山城むつみ／編　トルストイ／著　中村白葉／訳

004316-1

世界文学の読み手が熱狂する幻のカフカーズ作品
二篇がここに復活。辻原登による導入、そして山
城むつみによる詳細な解説とともに、文豪との新
たな出会いが体験できる贅沢な一冊。コザック　ハジ・ムラート

四六判 1300円

野内良三／編訳

004358-1

生きることに渇いていたランボー。「絶対」を求
めて、反抗と放浪を繰り返した。しかし、言葉は
彼を裏切り、金銭は彼を見放した。天才詩人の詩
と手紙から、心を揺さぶる言葉を贈る。

ランボーの言葉
地獄を見た男からのメッセージ

四六判 2100円

ポール・ラファージ／著　柴田元幸／訳

004512-7

何が本当で、何がただの物語なのか？　消えた恋
人を探し、孤独な男は監獄、人形工場、裁判所へ
流れ着く。虚と実、生と死の境がゆらぐなか、都
市の秘密が垣間見え……無類の奇譚小説。失踪者たちの画家

四六判 1900円

マーセル・セロー／著　村上春樹／訳

004364-2

極限の孤絶の果てに、酷寒の迷宮に足を踏み入れ
た私は―予断をゆさぶり、近未来を見透かす圧
倒的な小説世界。村上春樹が紹介する英国の新し
い才気。極 北

四六判 1800円

村上春樹／編訳

003005-5

Ｒ・カーヴァー初期作品の創作事情、Ｔ・オブラ
イエンのヴェトナム再訪記、新進作家たちのエッ
セイほか、アメリカ文学に関する最新記事を集め
た、村上春樹の“スクラップ・ブック”。月曜日は最悪だとみんなは言うけれど

四六判 1600円

村上春樹／編訳

003341-4

奇妙な話、切ない話、心がほんのり暖かくなる話。
村上春樹が選んで訳す、誕生日をめぐる英米のコ
ンテンポラリーな十短篇。編者による書き下ろし
短篇「バースデイ・ガール」も収録。バースデイ・ストーリーズ

四六判 1800円

村上春樹／編訳

004535-6

初心者も安心の素朴な恋物語、上級者ならではの
屈折した恋愛……恋をテーマに現代作家の作品を
セレクト。訳者書き下ろしの「恋するザムザ」を
加えた全10短編収録。恋愛甘苦度表示付き。

恋 し く て
TEN SELECTED LOVE STORIES

新書判 1000円

村上春樹／訳　レイモンド・カーヴァー／著

403495-0

カーヴァーはそもそもの最初から、まったくのオリ
ジナルだった――確立されたスタイルで、鋭く、重く、
既成の文学シーンに切り込んだ稀有の作家。確かな
才能を明示するデビュー短篇集より一三篇を収録。

村上春樹翻訳ライブラリー

頼むから静かにしてくれⅠ

新書判 1000円

村上春樹／訳　レイモンド・カーヴァー／著

403496-7

最初の数行でその世界は完璧に提示される――絶望
の中に漂うおかしみ、名状しがたい不安とささやか
な温もり。全米図書賞候補となった処女短篇集より、
表題作を含む九篇に訳者による作品解説を付す。

村上春樹翻訳ライブラリー

頼むから静かにしてくれⅡ
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新書判 1100円

村上春樹／訳　レイモンド・カーヴァー／著

403499-8

アグレッシヴな小説作法とミステリアスなタイトリ
ング。作家カーヴァーの文学的アイデンティティを
刻印し、アメリカ文学にカルト的とも言える影響を
及ぼした、転換期の鮮やかにして大胆な短篇集。

村上春樹翻訳ライブラリー

愛について語るときに我々の語ること

新書判 1300円

村上春樹／訳　レイモンド・カーヴァー／著

403502-5

「ぼくが電話をかけている場所」「ささやかだけれ
ど、役にたつこと」ほか、一級の文学としての深
みと品位をそなえた、粒ぞろいの名篇を収録。成
熟期の風格漂う、カーヴァー最高の短篇集。

村上春樹翻訳ライブラリー

大 聖 堂

新書判 1300円

村上春樹／訳　レイモンド・カーヴァー／著

403503-2

訳者が初めて出会ったカーヴァー作品「足もとに
流れる深い川」等、より成熟したヴァージョンを
含む七短篇と詩、作家としての来し方を記す秀逸
なエッセイ。多彩な魅力を凝縮する自選作品集。

村上春樹翻訳ライブラリー

ファイアズ（炎）

新書判 1000円

村上春樹／訳　レイモンド・カーヴァー／著

403501-8

人生の混乱から脱し詩作に還った平穏な日々。温
かなユーモア、深い愛情、そして死の予感……短
篇小説の核を成す、詩人カーヴァーの心象風景を
映し出し、その円熟期の到来を告げる詩集。

村上春樹翻訳ライブラリー

水と水とが出会うところ

新書判 1100円

村上春樹／訳　レイモンド・カーヴァー／著

403505-6

「詩を書く生活」を取り戻した幸福に忍び寄る死
の影―切実にして純粋、危ういほどに研ぎ澄ま
された円熟期の結晶的詩集。『水と水とが出会う
ところ』と『ウルトラマリン』の訳者解説収録。

村上春樹翻訳ライブラリー

ウルトラマリン

新書判 1100円

村上春樹／訳　レイモンド・カーヴァー／著

403507-0

作家としてのピークにあって病に倒れたカー
ヴァー。壮絶さと、淡々とした風情が胸を打つ最
後の短篇「使い走り」ほか、秀作全七篇を収めた
最晩年の短篇集。ライブラリー版のために改訳。

村上春樹翻訳ライブラリー

象

新書判 1000円

村上春樹／訳　レイモンド・カーヴァー／著

403513-1

人生に残された時間はわずか。小説の執筆を諦め、
詩作を選び、心血を注いで刻みつけた命の終わり
の鮮烈な輝き―。一人の真摯な創作者レイモン
ド・カーヴァーの遺作となった詩集。

村上春樹翻訳ライブラリー

滝への新しい小径

新書判 1300円

村上春樹／訳　レイモンド・カーヴァー／著

403508-7

初めて活字になった短篇『怒りの季節』など来るべ
き作品世界を暗示する習作群、単行本未収録の詩、
自作を語るエッセイ、死を目前にした最後の散文。
作家カーヴァーの起点と終着点を結ぶ作品集。

村上春樹翻訳ライブラリー

英雄を謳うまい

新書判 1000円

村上春樹／訳　レイモンド・カーヴァー／著

403511-7

世界を見つめる一対の確かな目、不思議な静けさ
と深い滋養。匂い、温もり、肌触り、息づかい。
紛れもないカーヴァーの宇宙がここにある―没
後十余年を経て発掘された未発表短篇集。

村上春樹翻訳ライブラリー

必要になったら電話をかけて

新書判 1500円

村上春樹／訳　レイモンド・カーヴァー／著

403531-5

『愛について語るときに我々の語ること』には担
当編集者による大幅な改変が施されていた。オリ
ジナル原稿発掘により本来の姿を完全に復元。素
朴にして胸を打つ17篇。詳しい解説付。

村上春樹翻訳ライブラリー

ビ ギ ナ ー ズ
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新書判 1200円

村上春樹／編訳

403514-8

密なる才能、器量の大きさ、繊細な心―。Ｊ・
マキナニー、Ｔ・ウルフ、Ｇ・フィスケットジョ
ン他、早すぎる死を悼む作家と編集者九人が、慈
しむようにつづる作家カーヴァーの素顔。

村上春樹翻訳ライブラリー

私たちの隣人、 
レイモンド・カーヴァー

新書判 1300円

村上春樹／訳　サム・ハルパート／編

403516-2

貧困、飲酒、職も住まいも定まらぬ日々……苛酷
な現実を小説に昇華させたカーヴァーは、ヒー
ローであり、犠牲者であり、ときに悪漢でもあっ
た。作家仲間と前妻、実娘が語る素顔。

村上春樹翻訳ライブラリー

私たちが 
レイモンド・カーヴァーについて語ること

新書判 1000円

村上春樹／訳　スコット・フィッツジェラルド／著

403498-1

何年ものあいだ、フィッツジェラルドだけが僕の師
であり、大学であり、文学仲間であった――翻訳者・
村上春樹の出発点ともなった短篇集を全篇改訳。新
たにフィッツジェラルドのインタビューを収録。

村上春樹翻訳ライブラリー

マイ・ロスト・シティー

新書判 820円

村上春樹／訳　スコット・フィッツジェラルド／著

403504-9

村上春樹が人生で巡り会った、最もたいせつな小
説を、あなたに――読書家として夢中になり、小
説家として目標のひとつとしてきた名作に、翻訳
家として挑む、構想二十年、満を持しての訳業。

村上春樹翻訳ライブラリー

グレート・ギャツビー

新書判 1200円

村上春樹／著訳

403512-4

それは「グレート・ギャツビー」翻訳への長い旅
の始まりでもあった―ゆかりの地を巡る紀行、
ゼルダの伝記など八篇のエッセイ、村上訳の二短
篇、ライブラリーのための新訳エッセイを収録。

村上春樹翻訳ライブラリー

ザ・スコット・フィッツジェラルド・ブック

新書判 1200円

村上春樹／訳　スコット・フィッツジェラルド／著

403517-9

僕らはこの不躾なくらいに気前よく才能をまき散
らす作家に脱帽しないわけにはいかない……ビ
ター・スイートな五短編と訳者のアッシュヴィル
訪問記。マルカム・カウリーの名エッセイ新収録。

村上春樹翻訳ライブラリー

バビロンに帰る
ザ・スコット・フィッツジェラルド・ブック２

新書判 1100円

村上春樹／訳　スコット・フィッツジェラルド／著

403533-9

天衣無縫に、鮮やかに、痛切に―80年の時を越
えて読む者の心を打つ、20代の天才作家の瑞々し
い筆致。来るべき長篇小説の原型を成す「プレ・
ギャツビー」期の名作五篇をセレクト。

村上春樹翻訳ライブラリー

冬 の 夢

新書判 1000円

村上春樹／訳

403494-3

奇妙な話、切ない話、心がほんのり暖かくなる話。
村上春樹が選んで訳す誕生日をめぐる十三話。訳
者書き下ろし短篇「バースデイ・ガール」も収録。
ライブラリー版のために訳した二篇を追加。

村上春樹翻訳ライブラリー

バースデイ・ストーリーズ

新書判 1200円

村上春樹／著訳

403497-4

Ｒ・カーヴァーの創作をめぐる〈文学的事件〉とは？  
Ｔ・オブライエンやＪ・アーヴィング他、出会った作
家達とのエピソードを交えて、新聞・雑誌記事から
アメリカ文学界を読む。訳者最新エッセイも収録。

村上春樹翻訳ライブラリー

月曜日は最悪だとみんなは言うけれど

新書判 1300円

村上春樹／訳　C・D・B・ブライアン／著

403500-1

ギャツビーのかなわなかった夢、そしてギャツビー
には思いもよらなかった幻滅――哀しみと、華や
ぎと、遊び心に満ちた、六〇年代の恋愛物語。フィッ
ツジェラルド神話へのオマージュ、待望の復刊。

村上春樹翻訳ライブラリー

偉大なるデスリフ
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新書判 1300円

村上春樹／訳　ジョン・アーヴィング／著

403509-4

既成の文学観の埓外とも言うべき、アーヴィング
のマッシブな小説世界はここから始まった。骨太、
大胆、予測不能。傲慢なまでの若々しさと青春小
説の特別な輝きに満ちたデビュー作。

村上春樹翻訳ライブラリー

熊 を 放 つ（上）

新書判 1200円

村上春樹／訳　ジョン・アーヴィング／著

403510-0

現代小説の世界を大きく膨らませる「圧倒的な物
語」を持ち込み、訳者を夢中にさせたアメリカ文
学界の暴れん坊。その出現を告げる長篇小説。アー
ヴィングのエッセイを新たに収録。

村上春樹翻訳ライブラリー

熊 を 放 つ（下）

新書判 1100円

村上春樹／訳　ポール・セロー／著

403506-3

雨のロンドン、酷暑のプエルト・リコ……世界の
どんづまりで戸惑う人々―アーヴィング、カー
ヴァーとならび村上春樹が惚れ込んだ、アメリカ
文学界の異才の痛快にして尋常ならざる短篇集。

村上春樹翻訳ライブラリー

ワールズ・エンド（世界の果て）

新書判 1000円

村上春樹／訳　マーク・ストランド／著

403515-5

混じりけないまでに精錬された言語が刻む、
シュールでオフビートなイメージの配列―詩人
の感受性に、型破りなパワーをあわせ持つ、風変
わりな魅力あふれる〈小説〉集。

村上春樹翻訳ライブラリー

犬 の 人 生

新書判 1200円

村上春樹／著訳　和田誠／絵

403532-2

ビーチボーイズ、ドアーズ、ホリデイ、モンク、
スプリングスティーン…訳詞とエッセイで紹介す
るお気に入りのあの曲。ジャズ、スタンダード、
ロック29曲に和田誠さんの絵も満載。

村上春樹翻訳ライブラリー

村上ソングズ

四六判 2800円

莫言／著　吉田富夫／訳

003409-1

第一回鼎鈞隔年文学賞受賞。猫の哭き声天地に満
つるとき、大清帝国の礎が揺らぐ。ニャオニャオ
ニャオ――。生は血の叫喚にむせぶ。袁世凱とド
イツ軍の巨大な影に立ち向かうのは義和の神拳。白 檀 の 刑（上）

四六判 2800円

莫言／著　吉田富夫／訳

003410-7

近代装備の軍隊による暴虐な攻撃の前には、人の
尊厳はありえないのか。首席処刑人は生涯の誇り
をかけて、一代の英雄にふさわしい未曾有の極刑
を準備する。処刑場にたゆたうのは白檀の香り。白 檀 の 刑（下）

四六判 2600円

莫言／著　吉田富夫／訳

003711-5

肉がおいらに言うのです――わたしを食べに来て、
さあ、早く！  肉と心を通わせる異能をもち、激し
く飢えた大食らいの少年が、ほらと砲弾をぶっ放
す。アジアで一番ノーベル賞に近い作家の最新作。四 十 一 炮（上）

四六判 2600円

莫言／著　吉田富夫／訳

003712-2

失われた家族を取り戻しても、恨みと恩愛に血が
騒ぎ、熱く波立つ心は収まらない。砲弾でもぶっ
放ち、吐き気のする奴らを西国浄土に追っ払うま
で！  少年の生命力が倫理を超えて爆発する。四 十 一 炮（下）

四六判 2800円

莫言／著　吉田富夫／訳

003912-6

土地改革で銃殺された元地主の西門鬧（シーメン
ナオ）は、ロバ、牛、豚、犬、猿、そして人へと
転生する。毛沢東時代から改革・解放の時代へ、
人と世の変遷を物語る傑作長編小説。転 生 夢 現（上）
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四六判 2800円

莫言／著　吉田富夫／訳

003913-3

西門鬧（シーメンナオ）は冤罪の恨みを抱き、転
生を繰り返す。中国の紆余曲折を生き抜き、ミレ
ニアムの瞬間に再び人間世界に戻るまで。現代中
国文学の最高峰。莫言文学ここに極まる！転 生 夢 現（下）

四六判 2800円

莫言／著　吉田富夫／訳

004240-9

神の手と敬われた産婦人科医の伯母は、「一人っ
子政策」推進の責任者になるや、悪魔の手と怨嗟
の的に。堕せば命と希望が消える、産めば世界が
必ず飢える……莫言が現代中国の禁忌に挑む！蛙

あ

鳴
め い

四六判 2600円

莫言／著　吉田富夫／訳

004494-6

改革開放のもと、腐敗と格差が深化し、巨大な混
沌が起ち上がる……。実際に起きた農民蜂起事件
を題材に書き上げられた大作がついに全貌を現
す。ノーベル文学賞受賞後、初の邦訳長篇。天 堂 狂 想 歌

四六判 2200円

吉田富夫／著

004534-9

混迷の中国にいながら、政治を超え屹立するノー
ベル賞作家の内奥を、二十年近く交流を重ねた訳
者が解き明かす。ノーベル賞受賞講演をはじめ莫
言自身の言葉と共に読む、いま最も誠実な莫言論。莫 言 神 髄

四六判 2800円

モーリス・ブランショ／著　篠沢秀夫／訳

004388-8

ヌーヴォ・ロマンの先駆けとなった幻の鮮烈デ
ビュー作の初版(1941)を初邦訳。死を抱いて生き
るという無限の反復を描く「哲学的ミステリー」
の知られざる全貌がいまここに明らかになる！謎 の ト マ

四六判 3200円

劉一達／著　多田麻美／訳

004092-4

時は民国期、古都にうごめく目利きたち。妙なる
玉碗の出現で、謀りごとが生まれ、刀が舞い、愛
が育つ―老骨董商との出会いから構想二十年
余、人気作家が活写する昔日の北京風俗。

乾隆帝の幻玉
老北京骨董異聞

四六判 1900円

ルイ・セロー／著　村井理子／訳

004151-8

ＵＦＯ信者、カルトの生還者、ネオナチ主婦…現
代社会の隅っこで独自の信念に憑かれた面々にＢ
ＢＣで人気のジャーナリストが困惑顔で密着。脱
力系ドキュメンタリー。村上春樹解説。

ヘンテコ ピープル ＵＳＡ
彼らが信じる奇妙な世界
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新書判 1150円

ＡＰＵ誕生物語編集委員会／著

004025-2

大学・教育のグローバル化は日本にとって緊急の
課題だが、日本で本格的な国際大学を唯一成功
させたのが立命館AＰUだ。どうして成功したの
か？　本書はその謎を解き、実態を描き出す。

立命館アジア太平洋大学誕生物語
世界協学の大学づくり

四六判 2800円

アストリート・フライアイゼン／著　藤川芳朗／訳

004451-9

名曲「私の回転木馬」「パダム…パダム」で知られる
ユダヤ人作曲家が、ピアフによりドイツ軍から匿わ
れ、執拗な性癖に翻弄された日々を回想。激動の時
代をともに生き抜いた知られざる伴侶による証言録。

ピアフのためにシャンソンを
作曲家グランツベルクの生涯

四六判 1900円

新井えり／著

004274-4

なぜわれわれの家族が「崩壊」するのか。人間の
劣化をどう止めるのか……。これを防ぐ知恵とモ
デルは昭和の家族像にある。冷静にそして謙虚に
学び、知の糧とすべきではないか。

昭和、家族の見識
日本人が覚えておきたい10のこと

四六判 2600円

アルノ・ブレーカー／著　髙橋洋一／訳

004185-3

ミケランジェロの再来と嘱望された彫刻家が、ナ
チス芸術の寵児となり、占領下パリで掴んだ禁断
の栄光とコクトー、マイヨールやナチス高官、対
独協力者との蜜月の交流を証言する。

パリとヒトラーと私
ナチスの彫刻家の回想

四六判 1400円

アレックス・ラミレス／著

004056-6

読売巨人軍の４番打者として活躍するラミレス選
手。彼がこれまでの体験から得た成功法とは。今
シーズンより日本人選手扱いとなった彼の想いを
まとめた一冊。

ラ ミ 流
How to succeed and be positive

四六判 1900円

アンジェロ・ヴァイラ／著　泉典子／訳

004365-9

犬と一体になり世界をみよう。犬と人間との潜在
能力を最大限に発揮する方法を提案、動物行動
学・心理学・神経科学の最新研究成果を取り入れ
た、すぐに役立つ訓育マニュアルを紹介。

犬の心へまっしぐら
犬に学び、共感し、人間との完璧な関係を築くために

四六判 2800円

イザベル・テランス／著　佐原秋生／大岩昌子／訳

004124-2

料理人、評論家、客…現場の肉声と星付き店厨房
での実地体験から、人材育成や成功の秘訣、店内
の軋轢、店と取材者の微妙な関係等、美食の殿堂
の神秘的内情を探る貴重なレポート。フランス高級レストランの世界

四六判 2400円

石津朋之／著

003915-7

平和を欲するなら戦争を理解せよ―「間接的ア
プローチ」「西側流の戦争方法」などの西側世界
の戦略理論の礎を築いたリデルハートの生涯とそ
の思想。二十世紀最大の戦略家、本邦初の評伝。リデルハートとリベラルな戦争観
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四六判 1900円

伊奈久喜／著

004286-7

いわゆる核密約の証拠とされた極秘文書「東郷メ
モ」。これを書いた外交官は安保改定、沖縄返還
交渉でいかなる役割を果たしたのか。日米同盟の
あり方を決定づけた陰の主役に光を当てる評伝。

戦後日米交渉を担った男
外交官・東郷文彦の生涯

四六判 1600円

井上茂男／著

004026-9

ご公務や宮中祭祀、国内外の旅先での人々との触
れ合い……。2006年春から約３年にわたる皇室の
ご活動と外からはうかがい知れない素顔を読売新
聞・宮内庁担当記者がリポートする。皇室ダイアリー

四六判 1400円

猪瀬直樹／菊澤研宗／小谷賢／戸髙一成／戸部良一／
長谷川毅／原剛／別宮暖朗／水島吉隆／村井友秀／著

004497-7

３.１１以降、再びブームとなっている「戦史を題材とした日本型組織論
研究」のアンソロジー。「取引コスト理論」「ベストケースシナリオ」な
ど意思決定論の最新手法、さらに「終戦クーデター」「大陸打通作戦の戦
後への影響」など近代史の新たな論点も示し、広範な読者を対象とする。

事例研究
日本と日本軍の失敗のメカニズム
間違いはなぜ繰り返されるのか

Ａ５判 1800円

今田美奈子／著

004280-5

西洋の食卓芸術の世界をいち早く日本に伝え活躍
する著者が、自身のセレブな生活・実体験と、珠
玉の食器コレクションを紹介します。縁は器なもの

四六判 1400円

江崎玲於奈／著　滝田恭子／編集協力

004556-1

日本人ノーベル賞受賞者による、波乱に満ちた自
分史。人生における「オプション（選択）」の大
切さを説き、読者の背中をあたたかく押す。科学
や研究、人生について答えたＱ＆Ａも充実。

オプションを活かそう
選択が人生を決める

四六判 2600円

江面弘也／著

004385-7

五・一五事件で獄に繋がれたこの寡黙な男は、釈
放後の戦中戦後をどう生きたのか。数奇な人生を
歩んだ男の見果てぬ夢とは何か。縁者にあたる著
者が八年におよぶ取材を経て書き下す。

「青年日本の歌」をうたう者
五・一五事件、三上卓海軍中尉の生涯

四六判 1500円

江副浩正／著

004076-4

教科書にまで書かれた戦後の大事件。その当事者
が21年たったいま、実名にてすべてを告白する。
加熱する報道、検事との攻防、異例の長期裁判の
様子などを記した戦後史の第一級証言。リクルート事件・江副浩正の真実

Ａ５判 3800円

エルヴェ・ティス／ピエール・ガニェール／著　伊藤文／訳

003922-5

奇才三つ星シェフと異能の物理学者の夢の料理コ
ラボ対決。「料理は芸術である」という共通の信念
のもと人類に知の所産を渉猟しながら、独創的な
テーマに相応しい奇想天外なレシピが続々誕生！料 理 革 命

四六判 1900円

エンマ・ラ・スピーナ／著　泉典子／訳

004205-8

母にも姉にも見捨てられた少女が、厳格な規則と
身体的懲罰に縛られたシチリアの寄宿舎での苦難
と争いの体験を告白。過酷な運命に翻弄された
日々を回想する衝撃のノンフィクション。

千の沈黙の声
わたしは施設という名の地獄で育った

四六判 2200円

イルダ・ガデア／著　松枝愛／訳

004303-1

ゲバラの最初の妻が、出会いから愛娘の誕生、ゲ
バラの革命家としての目覚め、別れまでを描く回
想録。キューバ革命戦争前の苦難の様子や、知ら
れざる交流が明らかになる貴重な証言。チェ・ゲバラと歩んだ人生
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四六判変型 952円

大手小町編集部／編

004187-7

何気ないからこそ、よく効きます！　人気掲示板
「発言小町」のベストトピ賞に輝いた「他人の何
気ない一言に助けられた」が本になりました。感
動の「一言」をあなたのお手元にも。

他人の何気ない一言に助けられました。
「発言小町」300 万人が泣いた魔法の言葉

四六判 1200円

大道典嘉／著

004211-9

誰よりも短く持ったバット１本で結果を出し、23
年間〝縁の下の力持ち〞として活躍した元プロ野
球選手・大道典嘉が語る、自身を生かし続ける人
生術とは。同世代のサラリーマン必読の一冊。

仕 事 人
バット短く、息長く

四六判 1400円

大村克巳／著

004566-0

連載開始から四十年、未だに多くの読者を増やし
続ける名作漫画はどのように誕生したのか？　関
係者の証言を基にその真相に迫る！　『黒い雨に
うたれて』『はだしのゲン』第二部草稿を収録。「はだしのゲン」創作の真実

四六判 1600円

角野史比古／著

004476-2

世界のトップソムリエとはどんな人達なのか。競
い合うその技とは。嗅覚と味覚、知識と精神力の
限界を問い、最上のサービスを要求する、世界最
高峰の大会に密着した迫真のドキュメンタリー！

たたかうソムリエ
世界最優秀ソムリエコンクール

四六判 1300円

金子義保／著

004402-1

肥満、糖尿病、心血管病、うつ病、そしてがんも、
原因は慢性炎症。この炎症を引き起こす食べ物の
リスク、クスリのリスクとは。生活習慣病の真実
と医療の現実に、読者は驚きを禁じえまい。

炎症は万病の元
生活習慣病の真実、医療の現実

四六判 1300円

鎌田實／著

004304-8

父母に引き取られた幼少時代から、全共闘運動の
挫折、地域医療への挑戦、チェルノブイリ支援、

「がんばらない」の誕生とその深化まで―戦後
日本の歩みを背景に、自らの半生と思索を辿る。「がんばらない」を生きる

四六判 1600円

上岡伸雄／著

004266-9

東北近隣の高卒選手が中心だった地域の古豪は、
一人の天才の加入で、日本選手権７連覇を成し遂
げる常勝軍団に変わった―。当時の関係者80人
以上を取材し、「栄光の７年」とその後を追う。

釜石ラグビー　栄光の日々
松尾雄治とくろがねのラガーたち

四六判 1500円

亀山早苗／著

004172-3

年を重ねて感じる焦りと、まだ「何か」を求める
気持ち……。不倫関係にある男女を取材して10年
を超える著者が、夫婦や家族関係、恋愛、性の問
題を通して、更年期女性の不安と葛藤を描く。

渇 望
性、更年期、そして孤独感

四六判 1400円

亀山早苗／著

004444-1

夫婦だけど家族だけど、男女じゃない……。今や
40％以上の夫婦がセックスレスの時代。なぜ日本
のカップルは「しなく」なるのか。妻の、そして
夫の本音に迫る赤裸々なルポルタージュ。セックスレス　そのとき女は

四六判 1300円

王貞治／著

004217-1

「人生、いい時ばかりではなかった。でも、不満
だったことはない」。古稀を機に自ら振り返った
無比の道のり。真摯な言葉に込められた力強い
メッセージが胸に響く。図版多数収録。

野球にときめいて
王貞治、半生を語る
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四六判 1200円

川内美加／著

004336-9

フルタイムで働きながら市民ランナーとして活躍を続
ける息子・川内優輝。彼に走るきっかけを与え、支え続
けてきた母が、息子たちと歩んだ約25年間を振り返る。
優輝本人や弟たちの語る兄と母など、コラムも満載。

走れ、優輝！
最後まであきらめないで

四六判変型 1600円

木下亮／訳

004446-5

絵画・彫刻で世界的評価を誇る現代スペイン・リ
アリズムの巨匠が、初めてみずからの芸術制作の
内奥を解き明かした貴重な講演記録。アントニオ・ロペス　創造の軌跡

Ａ５判 1900円

樹下龍児／著

004255-3

明治維新後、欧米先進国から押し寄せた新知識は、
伸びゆく子どもたちをどれほど驚かせ、魅了した
のか。当時の教科書に掲載された興味深い挿絵の
数々から探る。図版満載、カラー口絵８ページ。

おもしろ図像で楽しむ

近代日本の小学教科書

四六判 1200円

木村由美子／著

004142-6

「究極のスーパーサブ」といわれた木村拓也選手
との短かった生活、誰からも愛された人柄の秘密、
彼が遺したメッセージ……彼を見守り、支え続け
た妻が、夫・木村拓也の半生を語る。

一 生 懸 命
木村拓也　決してあなたを忘れない

四六判 1500円

工藤美代子／著

004275-1

女性たちのセックス年齢は、私が想像していたよ
りも遥かに長かった―《中高年の性》ブームを
巻き起こした前作の衝撃から５年、大人の欲望を
追い続ける著者から、新たな問題提起！

快
け

楽
ら く

Ⅱ
熟年性愛の対価

四六判 1500円

工藤美代子／著

004034-4

ふとした拍子に手が触れたりすると、嫌悪感で背
筋がぞっとした……。すれ違う欲望、キレツする
心と身体―決断する女たち。『快楽』の著者が
描く『婦人公論』連載の熟年離婚、驚愕の真実。

炎 情
熟年離婚と性

四六判 1750円

工藤雪枝／著

003167-0

特攻とは、日本人にとって何であったのだろうか。
遺族や当事者、そして海外の取材を通し、国家と
個人の視点からルポルタージュする。十死零生の
作戦の真実の姿がいま明らかになる。特攻へのレクイエム

四六判 2300円

熊谷博子／著

004343-7

地の底から日本を支えた、誇り高きエネルギー労
働者。炭鉱には、日本の根っこと未来へ向かう坑
道がある。原発は何を残そうというのか？　話題
の映画『三池』監督が、貴重な証言を基に活写。

むかし原発 いま炭鉱
炭都［三池］から日本を掘る

四六判 2000円

髙坂盛彦／著

004181-5

日本最大の公共事業体・国鉄はなぜ失敗したの
か。失敗を予見した一官僚は己に何を課したのか。
鉄道弘済会を再興し、日本通運を設立し、総合交
通体系に通暁した男の挑戦と挫折。

国鉄を企業にした男
片岡謌郎伝

四六判 1900円

後藤正治／著

004096-2

二十世紀の末に、詩集としては異例のベストセ
ラーになった『倚りかからず』などで広く知られ
る茨木のり子。彼女の生涯と、数々の詩を生み出
した清冽なる精神に迫る初の本格評伝。

清 冽
詩人茨木のり子の肖像
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四六判 1500円

佐山和夫／著

004262-1

野球は、生んだのも育てたのもニューヨークだ。
しかし、プロスポーツへと変貌するや、賭博の対
象となり、八百長も横行する。巨大都市の何がそ
うさせたのか。エピソードを多数収載して綴る。

野球とニューヨーク
黒い球運を生んだ移民都市

四六判 2095円

島田奈央子／著

004297-3

新しい音楽の聴き方を提案し、〝女子ジャズ〞ブームに火
を付けた島田奈央子（音楽ライター、プロデューサー）が
季節、天気などのシチュエーションに合わせた気持ち
のいい（Jazzy）音をリストアップ。オリジナルＣＤ付き。

Something Jazzy

女子 JAZZスタイルブック　

四六判 2400円

白井晟一／他著

004188-4

今また脚光を浴びる建築家・白井晟一。彼の壮年
期から晩年までに、各界の第一人者と行なった対
談と座談14篇を集成。建築作品や著述だけでは窺
えない思考過程や人生観などが浮かび上がる。

白井晟一、建築を語る
対談と座談

四六判変型 1800円

鈴木敏夫／著

004529-5

宮崎駿、高畑勲という二人の天才を支え続けてき
た、 スタジオジブリのプロデューサー・鈴木敏夫
のすべて。 名うてのインタビュアー・渋谷陽一が
名プロデューサーの足跡を辿り、思想に迫る。風に吹かれて

四六判 2200円

鈴木嘉一／著

004236-2

『江』で50作目、『平清盛』で50年目を迎えたＮＨ
Ｋの大河ドラマ。この日本を代表する番組の歴史
を振り返り、制作に関わった俳優、脚本家、演出
家など、作り手たちの悲喜こもごもを綴る。

大河ドラマの 50 年
放送文化の中の歴史ドラマ

四六判 1500円

薗浦健太郎／著

004561-5

人材こそ、日本の資源だ。「人材立国」をめざす
とき、その最大の資源を食いつぶすブラック企業
は国賊以外のなにものでもない。だれもが誇りを
持って働ける社会の実現のために提言する！

ブラック企業は国賊だ
雇用再生への処方箋

四六判 2200円

園部逸夫／著

003863-1

近年さまざまな立場から活発に議論されている皇
室制度。本書は皇位継承制度など是非とも知って
おきたい皇室制度の仕組みを紹介し、これまでの
議論の視点や考え方を明快に整理する。皇室制度を考える

菊判函入 12000円

高円宮殿下伝記刊行委員会／編

003626-2

スポーツ、芸術から、国際交流、地球環境保護ま
で、豊かな才能、見識を発揮して活躍された48年
のご生涯を多角的に描く。ＤＶＤ『素顔の高円宮
さま』付。高円宮憲仁親王

Ａ５判 1600円

竹沢尚一郎／著

004466-3

巨大津波が襲った岩手県大槌町と釜石市で、被災
した人々と寝食を共にしながら、復興への道程を
記録。震災後、人々は何を考え、どう行動したの
か。被災者の気持ちの奥底に光を当てる。

被災後を生きる
吉里吉里・大槌・釜石奮闘記

四六判 3200円

左近允尚敏／著

004169-3

レイテ海戦は大日本帝国の〝鳥羽伏見〞とも言う
べき大決戦だった。充分な準備にも関わらず日本
はなぜ負けたのか。海戦に参戦した著者がその真
因と全貌を描き、失敗の意義を問う。

捷号作戦はなぜ失敗したのか
レイテ沖海戦の教訓
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四六判 1500円

俵萠子／著

004042-9

家の始末、年金、介護、遺言、相続…。老後の自
立を考え、百ヵ所以上の施設を取材した『子ども
の世話にならずに死ぬ方法』の著者が、遺言、成
年後見に代わる方法を示しつつ、老いに備える。終の棲み家に翔べない理由

四六判 1800円

丹波實／著

004246-1

米中ロ三国の日本大使館に勤務するという稀有な
外交官の回顧。外交官とは何をする仕事なのか。
戦後日本の歩みと複雑な外交交渉の現実を豊富な
エピソードを交えながら執筆する。わが外交人生

四六判 1600円

千田善／著

004110-5

日本サッカーはもっと強くなれる！　戦術、ト
レーニングなど、オシムが日本に伝えようとし
たモダンフットボールを、代表監督時代の通訳が
フォーメーション図等をつけて解き明かす。オシムの戦術

四六判 2600円

ティラー・J・マッツエオ／著　北代美和子／訳

004422-9

19世紀フランス、ワインの仲介を行っていた零細
企業を世界で指折りのメゾンに変えたのは、一人
の未亡人だった。進取の気質、鋭い機知、才能で
道を切り開いた女の一生に光を当てる。

シャンパーニュの帝国
ヴーヴ・クリコという女の物語

四六判 2600円

トーマス・へイガー／著　小林力／訳

004479-3

それは細菌感染に無力だった人類が初めて手にし
た〝効く〞薬。顕微鏡下の探究が、戦場の様相、
医療・医薬品開発の仕組みを根底から変えた―
医学の革命をめぐる栄光と悲運の歴史ドラマ。

サルファ剤、忘れられた奇跡
世界を変えたナチスの薬と医師ゲルハルト・ドー
マクの物語

四六判 1400円

外山ひとみ／著

004454-0

全国40ヵ所以上の刑務所を24年にわたって取材し
ている著者が、120点以上の写真と文章で伝える渾
身のルポ。虐待、行き場のない高齢者、薬物依存
―現代社会の縮図が浮かび上がる。女子刑務所　知られざる世界

四六判 1600円

中山太郎／著

004417-5

ソ連崩壊・湾岸戦争という激動期に外務大臣とし
て向き合い、新たな世界秩序にふさわしい憲法改
正に取り組んできた著者の、半世紀におよぶ波瀾
万丈の政治家人生！　米寿記念出版。人生はわからないからおもしろい

四六判 2200円

バーバラ・デミック／著　園部哲／訳

004245-4

祖国に優る地なし―このプロパガンダを、北朝
鮮の人々は心から信じているのだろうか。知られ
ざる市民生活を、６人の半生を通して鮮やかに浮
かび上がらせた英国Ｓ・ジョンソン賞受賞作。

密閉国家に生きる
私たちが愛して憎んだ北朝鮮

四六判 1300円

畑恵／著

004152-5

未来をつくるのは自律的人間、そのための教育は
子供にもおとなにも重要です。ジャーナリストか
ら政治・教育の世界へ飛び込んでいった著者から
のストレートで熱い20のメッセージ。

未来への羅針盤
世界に貢献できる自律的な日本人をつくる２０の法則

四六判 2100円

馬場錬成／著

004326-0

微生物が産生する有用な化学物質の発見者であ
り、ノーベル賞に最も近い研究者の一人。夜間高
校の教員から始まる異色のキャリアを持ち、美術
にも造けいが深いその人物像を縦横に描く。

大 村 智
２億人を病魔から守った化学者
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四六判 1500円

原辰徳／著

004108-2

頼れるリーダーとして活躍する原監督の原点とは
何なのか。その半生を辿りながら、勝つ組織を作
り、進化し続けていく秘訣を日本のビジネスマン
をはじめとする“リーダー”たちに問う。

原 点
勝ち続ける組織作り

Ａ５判 1500円

ひー、ぐーーすか／著

004337-6

2011年秋、ボリビアで日本人夫婦の遺体が発見さ
れた……「旅の面白さや経験を多くの人に伝えた
い」想いを込めたブログが、二人の生きた証となっ
た―― 悲しいけれど心温まる夫婦の旅の記録。

タ ビ ロ ッ ク
夫婦で世界一周しよっ♪♪

四六判 3200円

ピーター・ハンソン／著　松枝愛／訳

004501-1

赤狩りで映画界を追放されるも、偽名でＢ級映画
を作り続け、「スパルタカス」「ジョニーは戦場へ
行った」などの名作でその名を不動のものとした
映画人の波乱の生涯と作品誕生秘話。

「ローマの休日」を仕掛けた男
不屈の映画人ダルトン・トランボ

四六判 1700円

ピエール・ベルジェ／著　川島ルミ子／訳

004212-6

天才デザイナー、故イヴ・サンローランの公私に
わたるパートナーだった著者が日記形式で著すサ
ンローランとの出会いと栄光、そして喝采の日々。
その裏に隠された孤独、苦悩そして絶望。イヴ・サンローランへの手紙

四六判 3300円

フアーナ・カストロ／著　伊高浩昭／訳　マリーア＝アントニ
エタ・コリンズ／インタビュー・構成

004342-0

実妹が体制内の造反と家族間の憎悪を証言。幼少
期からのカストロ兄弟の〈実像〉を活写、神話化
された〈ゲバラ像〉には異議を唱える。キューバ
革命の裏側が明らかになる衝撃の告白録。

カストロ家の真実
ＣＩＡに協力した妹が語るフィデルとラウール

四六判 2200円

フィリップ・マコウィアク／著　小林力／訳

004218-8

エジプトのファラオ、アメリカの文豪……正体不
明の病に倒れた偉人の死因は何か？　気質や持
病、記録を基に、最先端の臨床医が診断、伝記に
は書かれない歴史のミステリー解明に挑む。

モーツァルトのむくみ
歴史人物 12 人を検死する

四六判 1900円

フランソワ・シモン／著　伊藤文／訳

004289-8

天才シェフもグルメ気取りも一刀両断！　フラン
スで最も恐れられているグルメ・ジャーナリスト
が、欲望が渦巻く「食の都」の見栄と奢りをニヒ
ルに暴き、お洒落に嗤う痛快エッセイ。パリのお馬鹿な大喰らい

四六判 1700円

古川照美／千葉浩美／編

004111-2

大正初期、福岡女学院第九代校長として学院発展
の基盤を固め、日本で最も早くセーラー服を採用
したアメリカ人女性宣教師。近代女子教育への情
熱と時代を彼女の生涯を通して描く。

ミス・ダイヤモンドとセーラー服
エリザベス・リーその人と時代

四六判 1500円

不破哲三／著

004219-5

共産党入党は16歳。40歳で書記局長に就任して以
来、長らく党を指導する一方、当選11回の衆院議
員として18人の歴代首相と論戦を繰り広げてきた
政治家が、党の歩みと自らの半生を語る。不破哲三 時代の証言

四六判 1900円

早坂隆／著

004515-8

「日本人の精神」をあぶり出す戦記ノンフィクショ
ン。ソ連軍から逃れるために集団自殺をはかった
看護婦たち、特攻ボート「震洋」の乗組員……国
内外を逍遥して集めた証言とともに描く。

鎮 魂 の 旅
大東亜戦争秘録
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四六判 2600円

ペニー・ルクーター／ジェイ・バーレサン／著　小林力／訳

004307-9

砂糖、綿、抗菌剤、ゴム、ニコチン、ＰＣＢ……
身近な物質の化学的な働きが社会の発展に与えた
影響をエピソード豊富に分りやすく解説。化学構
造式の読み方も身につくユニークな文明史。

スパイス、爆薬、医薬品
世界史を変えた17の化学物質

四六判 2200円

ベルトラン・ジョルダン／著　山本敏充／監修　林昌宏／訳

004481-6

最新の遺伝学から、「人種」が生物学的意味を持
たないことを示す一方、遺伝子には、祖先集団へ
の帰属が読み取りうることを紹介。人種差別なき
世界を希求するサイエンス・エッセー。

人種は存在しない
人種問題と遺伝学

四六判 2300円

ベルトラン・ジョルダン／著　林昌宏／訳　坪子理美／解説

004528-8

原因遺伝子が特定されないまま、子どもが自閉症
かどうか診断する検査キットが発売された。遺伝
医学の最新知見を紹介しつつ、遺伝子ビジネスの
実態を科学の目で検証し、警鐘を鳴らす。

自閉症遺伝子
見つからない遺伝子をめぐって

四六判 2500円

ベン・マッキンタイアー／著　小林朋則／訳

004299-7

スパイは死体⁉　推理小説をヒントに、英情報部
の変わり者たちが仕掛けた大芝居が、やがて大戦
の趨勢を変えていく。最も奇想天外ながら最も成
功した欺瞞計画の全容が、今ようやく明らかに。

ナチを欺いた死体
英国の奇策・ミンスミート作戦の真実

四六判 2700円

ベン・マッキンタイアー／著　小林朋則／訳

004546-2

Ｄデイの真の上陸地点からヒトラーの目をそらす
べく、時間と手間をかけ、周到に織り上げられた
嘘のタペストリー―その全容と、大役を担った
偽ナチ・スパイたちの知られざる物語。

英国二重スパイ・システム
ノルマンディー上陸を支えた欺瞞作戦

四六判 2500円

マーク・シャツカー／著　野口深雪／訳

004312-3

米国量産牛、ラスコー壁画の野生牛、アンガスに
松阪……７か国の牧場主、三つ星シェフ、科学者
等に取材。ついには自分で牛を育てることに！　
食い気とロマン溢れるユニークな体験記。

ス テ ー キ ！
世界一の牛肉を探す旅

四六判 1700円

マーク・ベコフ／著　藤原英司／辺見栄／訳

003653-8

動物が人間のために犠牲になることは、もはや当
たり前のことではない――。限られた地球を共有
する人間と動物の関係に哲学的考察を加えた、動
物を真に理解するための最新入門書。

動物の命は人間より軽いのか
世界最先端の動物保護思想

四六判変型 1100円

マーク・ライネッキー／著　平緒きみ／訳

004270-6

思いこみや過大視、悲観の堂々巡りから脱し不安
な気持ちと折り合うには。発想の切りかえ方から
リラックス法まで、臨床実績に基づくノウハウ満
載。シンプルですぐ役に立つヒント集。

不安があってもくじけない
心を落ち着けて前に進むための20のレッスン

四六判 1900円

正木晃／著

004191-4

いま日本人に最も必要な、心と体の鍛練とは何か。
実践を重んじ、自然を慈しみ、女性に対してもオー
プンであるなど、さまざまな長所を兼ね備えた「古
くて新しい」宗教へのいざない。現代の修験道

Ａ５判 1600円

松任谷由実／著

004298-0

類い稀なる「才能」同士が語る、人生、仕事、悩
みや喜び、そして未来。縦横無尽に広がる対話の
世界には、生きるヒントが満載。読めばきっと元
気になれる、スペシャルな対談集！

才
さ い

輝
き

礼
ら い

讃
さ ん

38の yumiyoriな話
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四六判 1500円

美達大和／著

004386-4

「10年、15年なんてあっという間だよ」と言う長期
刑囚たち。獄で老い、獄で死ぬことが決まった人
間は、何を考えて生きるのか。刑務所で死ぬということ

無期懲役囚の独白

四六判 1400円

村木厚子／著　江川紹子／聞き手・構成

004550-9

身に覚えのない「郵便不正事件」で逮捕された著者
が、不当・巧妙な検察の取り調べを乗り越えて「無
罪」を獲得。164日の勾留にも屈しなかったのはなぜ
か？　今なお制度改革に闘い続けるのはなぜか？

私は負けない
「郵便不正事件」はこうして作られた

四六判 2600円

モートン・マイヤーズ／著　小林力／訳

004103-7

〈常識はずれ〉が命を救う―ピロリ菌、心臓カ
テーテル、抗うつ剤、バイアグラ……みんな予期
せぬ発見だった！　失敗を進歩に結びつけた科学
者たちのドラマチックな逸話の数々。

セレンディピティと近代医学
独創、偶然、発見の１００年

四六判 2200円

本岡典子／著

004269-0

父は満州国皇弟、母は日本の侯爵家令嬢。終戦後
わずか五歳で大陸を流浪し、命からがら引き揚げ
てくるも……歴史的一族に生まれたある女性の激
動の半生を、本人の証言とともにたどる。

流 転 の 子
最後の皇女・愛新覚羅嫮生

四六判 2600円

守屋純／著

004406-9

独ソ不可侵条約は開戦の引き金だった。歪んだ帝
国ソ連のドイツ戦はスターリンの混乱と見通しの
甘さでソ連を窮地に追いつめる。起死回生の勝利
の果てに彼らが得たものはなにか。独ソ戦争はこうして始まった

四六判 1900円

柳原和子／著

003689-7

初発から六年後、がんが再発。「早ければ半年」
と告げられた後の彷徨いから、医師と信頼を築く
まで、「死」をみつめて積み重ねた「生」の記録。
二年間を生き抜き、そして―魂の奇蹟が起った。

百万回の永訣
がん再発日記

四六判 2100円

柳家小里ん／石井徹也／著

004375-8

名人・五代目小さんが得意中の得意だった54席。
師匠のもとで長く内弟子として過ごした著者が、
身近で聞いた噺の精髄や話術の要諦を公開し、後
世に伝える。柳家小三治のエッセイ1篇収録。五代目小さん芸語録

四六判 1800円

山内昌之／中村彰彦／著

004105-1

信長にあって謙信に欠けていた覇者の条件とは？
　龍馬暗殺の黒幕は誰だ？　多彩なエピソードを
掘り起こしつつ、傑物たちの魅力を語り合う再発
見の知的刺激に満ちた歴史対談。

名 将 と 参 謀
時代を作った男たち

四六判 1500円

山田敏弘／著

004361-1

ビンラディンは殺害された。しかし世界は「安全」
にはなっていない。第二のアルカイダを徹底的に
取材した本格ノンフィクション。モ ン ス タ ー

暗躍する次のアルカイダ

四六判 1500円

水野肇／著

004273-7

医事評論家として長年活躍してきた著者が、80歳
を過ぎて初めて告白する自らの病歴。病弱な幼少
時、体調が持ち直す青・壮年時代、そして50歳頃
からの糖尿病との格闘を淡々とした筆で綴る。糖 尿 病 と 私
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ノンフィクション

四六判変型 1500円

山本耀司／著　宮智泉／聞き手

004505-9

世界の頂点に立ち続けるファッションデザイナー
山本耀司。生い立ちから現在までを語った貴重な
証言と100の質問で、魅力と創造の核心が明らかに。
カラー32頁でデザイン画やコレクションを紹介。

服 を 作 る
モードを超えて

四六判 1300円

養老孟司／著

004440-3

町も田舎も人間も、このままではあぶない！　現代
人におくる、きびしくあたたかい励ましの書。豊か
になった現代の日本。都市が家なら、山は庭――身
の周りにある自然にも目を向けてみませんか。

庭は手入れをするもんだ
養老孟司の幸福論

四六判 1400円

横井惠子／著

004362-8

docomoにａｕ、りそな銀行にＯＡＺＯなど、誰
でも知っているあの名前を作り出してきた著者が
語る誕生秘話。考え方だけでなくクリエイティブ
な現場を追体験できるような実例が満載。ブランドネーム誕生物語

四六判 1300円

米長邦雄／著

004356-7

永世棋聖米長邦雄と最強将棋ソフト「ボンクラー
ズ」の死闘の全記録。対局実現までの経緯、鬼手

「６二玉」に込められた想い、今後の人間VS.コン
ピュータ棋戦の展望を語り尽くした一冊。

われ敗れたり
コンピュータ棋戦のすべてを語る

四六判 1500円

読売新聞運動部／著

004565-3

箱根駅伝は90年以上の歴史の中で多くのドラマを
生んだ。名ランナーたちの活躍や試練など胸を熱
くする逸話と共に、その歴史を振り返る。箱 根 駅 伝

世界へ駆ける夢

四六判 1500円

読売新聞大阪本社社会部／著

004230-0

あなたが、家族が、そして恋人が、性暴力にあっ
たらどうしますか。大反響を呼び問い合わせが殺
到した新聞連載。心の痛み、苦しみを超えて語ら
れる真実が渾身のノンフィクションに。性 暴 力

四六判 1500円

読売新聞大阪本社社会部／著

004416-8

断言と極論は実弾、民意が盾の戦闘マシーン橋下
徹。彼は真の改革者か、それとも民衆を扇動する
ポピュリストなのか、その真実にせまる渾身のノ
ンフィクション。橋 下 劇 場

四六判 1500円

読売新聞社／著

004305-5

号泣した記者がいた。歯を食いしばってシャッ
ターを切ったカメラマンがいた。78人が極限の現
場から語る取材記録。彼らはその時、何を感じ何
を考えたのか。今語られる取材の真実。

記者は何を見たのか
３．１１東日本大震災

四六判 1500円

読売新聞社会部／著

004170-9

ケータイ画面の向こう側は、親の想像を超えた世
界が広がっています。その悪意の世界をありのま
まに伝える迫真のルポルタージュ。親が子どもを
守るためのケータイ理解の必読書。

親は知らない
ネットの闇に吸い込まれる子どもたち

四六判 1500円

読売新聞社会部／著

004313-0

人はどう罪と向き合い、刑罰でどう変われるの
か。罪と罰の真実、矯正の現実と問題点に迫っ
た渾身のノンフィクション。被害者と加害者の思
い、償いの難しさが今あきらかになる。贖

しょく

罪
ざ い
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ノンフィクション

四六判 1400円

読売新聞生活部／編

004518-9

家族の介護に悩み、苦しみ、揺れ動きながらも真摯
に向き合った、各界で活躍する52名の本音。介護に
直面している人はもちろん、将来介護にあたる可能
性のある人々にも役立つ一冊。心が楽になる介護のヒント

四六判 1600円

読売新聞「民主イズム」取材班／著

004233-1

政権交代とはなんだったのか。マニフェスト至上
主義と政治と金の呪縛下、民主党政権は何をした
のか。幻想と迷走の日々を政治・社会部合同取材
班が震災後までを追ったルポルタージュ。背 信 政 権

四六判 1600円

読売新聞「列島再生」取材班／著

004460-1

日本の全土に共通するさまざまな課題を徹底取材
し、その解決のための日本の眠れる潜在力を提示
する。新政権の取り組むべき課題が、この一冊で
わかる。日本列島再生論

四六判 2800円

レヴィ＝ストロース／著　川田順造／訳

004158-7

1930年代のブラジル滞在中に撮影した写真180点
に文章を添え、1994年に刊行された写真集。20世紀
最高の知性の１人とされる人類学者の若き日々の
体験を鮮烈に伝える稀有の記録。ブラジルへの郷愁

四六判 2940円（2800）

ローラン・ジョフラン／著　渡辺格／訳

004190-7

傑出した軍人ボナパルトの知謀、超越的機動力を
誇る大陸軍の戦術、兵士達の悲惨な現実。革命と
帝政の時代の戦闘を史実と洞察の絶妙なバランス
で読み解く痛快な戦史。戦役別作戦図付。ナポレオンの戦役

四六判 2300円

渡邉恒雄／著　伊藤隆／御厨貴／飯尾潤／編

002976-9

生い立ち、従軍、共産党東大細胞時代の回想には
じまり、政治記者として居合わせた権力闘争の修
羅場、社内抗争、為政者たちの素顔などを赤裸々
に語る。初公開の「青春日記」を収録。渡邉恒雄回顧録

四六判 1400円

読売新聞社会部／著

004449-6

東電OL事件は、15年を経て再審が決定した。本書
は、再審を決定づけた新聞協会賞受賞のスクープ
への道のりを、記者自らが語るドキュメントであ
る。

東電 O L 事件
DNAが暴いた闇



49

哲学・宗教・歴史・文化

人文・社会

哲学・宗教・歴史・文化

Ａ５判 8500円

アーチー・ブラウン／著　下斗米伸夫／監訳

004421-2

マルクスとエンゲルスの登場から、ロシア革命と
ソ連建国、東西冷戦を経て、東欧民主化とソ連崩
壊、そして現代まで。その起伏に富んだ歴史を、
共産主義研究の第一人者が描き尽くした大著。共産主義の興亡

四六判 2000円

青柳いづみこ／著

003831-0

親指、爪、耳、眼、足……。身体のわずかな感覚
の違いを活かして、ピアニストは驚くほど多彩な
音楽を奏でる。演奏家、文筆家として活躍する著
者が綴る、ピアニストの身体感覚とは。ピアニストは指先で考える

四六判 2000円

青柳いづみこ／著

004154-9

さまざまな場で活躍している日本人ピアニスト10
人。彼ら/彼女らと語り合う至福のとき。同じ現
場を知っている者だからこそ見えている真実が浮
かび上がるインタビュー集。我が偏愛のピアニスト

Ｂ６判変型 1400円

青柳いづみこ／著

004420-5

ドビュッシーの作品を私たち日本人が弾くと、ど
こかなつかしい感じがする―。生誕150年を迎
えた作曲家のピアノ作品に寄せて、第一人者がそ
の魅力と演奏の喜びを綴った、40篇のエッセー。ドビュッシーとの散歩

四六判 2500円

足立邦夫／著

004459-5

『西部戦線異状なし』で名声を高めるも米国に亡
命、女優ディートリヒ、ガルボ、ロシアの公女と
の恋愛遍歴など「世紀の作家」の知られざる生涯
を第一級史料から描く初の本格的評伝。

レ マ ル ク
最も読まれ、最も攻撃された作家

Ａ５判 3200円

テオドール・Ｗ・アドルノ／著　原千史／小田智敏／柿木伸
之／訳

004315-4

現代思想の最重要人物にして、極度の難解さで知
られるアドルノ。ラジオ対談と講演からなる本書
は、平明な口調で、格好のアドルノ入門となって
いる。野蛮から脱すべく、教育はいかにあるべきか。自律への教育

四六判 3800円

アルフレッド・Ｔ・マハン／著　井伊順彦／訳　戸高一成／監
修

003611-8

クラウゼヴィッツと並び称され、アメリカ合衆国海
軍や旧日本海軍に多大な影響を及ぼした海事戦略論
の古典的名著。日本海海戦を含む戦史研究を通じ
シーパワーの原理原則を解明する。待望の新訳。マハン海軍戦略

四六判 3200円

アレグザンダー・ウォー／著　塩原通緒／訳

004133-4

富、才能、奇行で耳目を集めたウィーンの富豪一
族を、天才哲学者の兄にして「片腕のピアニス
ト」であったパウルを中心に、詳細に描く傑作ノ
ンフィクション。有名作曲家の逸話も満載。

ウィトゲンシュタイン家の人びと
――闘う家族
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人文・社会

四六判 3200円

アレックス・バタワース／レイ・ローレンス／著　大山晶／訳

004013-9

愛なき結婚、丸暗記教育、浴場でのみだらな行為
が流行⁉　最新の研究成果から、ヴェスヴィオ山
噴火で滅亡に至る都市をローマ帝国史と重ねつつ
活写―二千年を超えてその姿が甦る。

IH（インサイド・ヒストリーズ）

ポンペイ
今も息づく古代都市

四六判 1100円

池田大作／著

004087-0

これまでの著作・対談400冊から選りすぐりの名
言を集めた決定版。人生訓から教育、生命、哲学、
平和、文化そして現代と社会を語った英知の結晶
が一冊の本にまとまりました。池田大作 名言１００選

四六判 2800円

石井美樹子／著

004029-0

優柔不断な人形か、稀代の策士か―無敵艦隊を
破り、英国の新時代を用意した伝説的君主の生涯
を、一次史料を駆使して多面的に描き出した本邦
初の本格的評伝！　著者渾身の集大成。

エ リ ザ ベ ス
華麗なる孤独

四六判 2200円

石川九楊／著

003670-5

東アジアの文化の根柢をなす書とは、どのような
表現構造をもつのか。なぜ私たちは、書を美しい
と感じるのか。数々の名品を鑑賞しながら「書く
こと」の意味を説き明かす十二の講義。

書
筆
ひつ

蝕
しょく

の宇宙を読み解く

四六判函入 8000円

伊藤隆／季武嘉也／編

002895-3

戦時下の逼塞から、戦後自由党総裁として組閣寸
前に公職追放を受け、昭和26年政界復帰を目前に
病に倒れる日までの全日記。政治活動とともに家
族への愛情などが吐露された稀有の記録。

鳩山一郎・薫日記（上巻）
鳩山一郎篇

四六判函入 12000円

伊藤隆／季武嘉也／編

003605-7

首相就任までの吉田茂との確執、保守合同・日ソ
交渉の舞台裏――首相夫人として、一郎の政治活
動を常に傍らにあって気遣い、また共立女子学園
の学園長として過ごす激務の日々を細やかに記す。

鳩山一郎・薫日記（下巻）
鳩山薫篇

四六判 2000円

伊藤隆／編

003900-3

新発見の獄中日記と、重光葵、西尾末広ら多彩で
意外な人脈を明らかにする往復書簡など、従来の
笹川像を覆す新資料を多数収録。戦前から東京裁
判期の知られざる歴史の一面が甦る。

笹川良一と東京裁判①

続・巣鴨日記

四六判 2000円

伊藤隆／編

003968-3

「全員釈放となる迄禁酒禁煙」を誓い、日々の差
入れから釈放運動まで、十年以上も精力的に続け
られた巣鴨プリズン収容者・留守家族への援助活
動の実相を、笹川宛書簡288通に探る。

笹川良一と東京裁判②

「戦犯者」を救え

四六判 2000円

伊藤隆／編

003994-2

「勝った国が負けた国を裁判することは天理に反
する」―アメリカは笹川の何を問題とし、笹川
は裁判の場で何をしようとしたのか。好評シリー
ズ「笹川良一と東京裁判」の最終巻。

笹川良一と東京裁判③

容疑・逮捕・訊問

四六判 2200円

伊藤隆／編

004121-1

「空の護りは国の護りだ」―風変わりな右翼政
党の誕生から解散までを中心に、国粋義勇飛行隊、
訪伊飛行、戦地慰問など若き日の先見の明を、機
関紙「国防」「国粋大衆」等にさぐる。

笹川良一と東京裁判　別巻

国 防 と 航 空
国粋大衆党時代
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哲学・宗教・歴史・文化

四六判函入 10000円

伊藤隆／編

004060-3

第二次大隈内閣から犬養内閣に至る15年間―政
党間の争いから普通選挙法案の行方、代議士の日
常、選挙費用の捻出と選挙運動の実際など、政党
政治期の現実を余すところなく伝える。斎藤隆夫日記（上）

四六判函入 10000円

伊藤隆／編

004061-0

五・一五事件による政党政治の終焉と軍部勢力の
強大化に斎藤はどう立ち向かったのか。また、敗
戦日本をどう再生しようとしたか。日本進歩党結
成や保守合同前夜の動きを克明に記す。斎藤隆夫日記（下）

Ａ５判 7600円

エルンスト・Ｈ・カントーロヴィチ／著　小林公／訳

004257-7

中世ヨーロッパに君臨した神聖ローマ皇帝フリー
ドリヒ二世の生涯と思想像を、圧倒的な学識と情
熱で描き切り、空前の熱狂と論争を巻き起こした
記念碑的評伝。詳細な論争資料を併載。皇帝フリードリヒ二世

四六判 1200円

大谷光真／著

003819-8

イラク戦争、カルト宗教から臓器移植まで。現代
社会において宗教はどのような役割を果たすべき
なのか。浄土真宗本願寺派（西本願寺）第２４代
門主が語る、２１世紀の日本と仏教。

世のなか安穏なれ
現代社会と仏教

Ａ５判函入 12000円

小尾郊一／監修

001384-3

中国の経書詩詞･仏典から古今の名句7000を選出、
簡明適切な訳を付す。書道、篆刻のみならず書簡、
式辞、訓示など日常の用に役立ち、出典の明示に
より、名言辞典の役をも果たす。

新撰

墨 場 必 携

四六判 3800円

カール＝ハインツ・フリーザー／著　大木毅／安藤公一／訳

003364-3

第二次大戦初頭、瞬く間にフランス全土を蹂躙し
「電撃戦」として世界を震撼させたドイツの西方
侵攻作戦は、ヒトラーの企図するものではなかっ
た。計画なき奇跡的勝利の真実を暴く。電撃戦という幻（上）

四六判 3800円

カール＝ハインツ・フリーザー／著　大木毅／安藤公一／訳

003365-0

無人の野を行くが如く驀進するドイツ装甲軍団
だったが、突然の停止命令のために目前の決定的
勝利を逃すことになる。第二次大戦最大のミステ
リー「ダンケルクの奇跡」に迫る下巻。電撃戦という幻（下）

四六判 1800円

加藤徹／著

004148-8

漢文古典と京劇と著名な歴史キャラクターを手が
かりに、中国人自身も気づいていない彼らの特徴
的な発想法と中国社会の機微を洞察する。さまざ
まな視点から捉えた斬新な中国人論。

中国古典からの発想
漢文・京劇・中国人

四六判 4800円

加納喜光／著

004249-2

漢字の原理とは「意味のイメージの図形化」であ
る―。すべての常用漢字の意味の深層構造＝コ
アイメージをとらえ、その成り立ちを体系的に解
き明かす画期的辞典の誕生。常用漢字コアイメージ辞典

四六判 2800円

グイド・クノップ／著　高木玲／訳

004115-0

国民は、対抗勢力は、なぜその男の暴走を許して
しまったのか―独裁阻止は可能だったかという
視点から、1933年の首相就任からレーム粛清まで
を、詳細に検証したドキュメント。ヒトラー 権力掌握の二〇ヵ月
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四六判函入 9000円

楠田実／著　和田純／五百旗頭真／編

003160-1

佐藤栄作の長期政権は何故可能だったのか。首席
秘書官をつとめた著者が、日々刻々を記録した詳
細な日記に書き留められた佐藤を始めとする自民
党首脳の肉声。第一級現代史資料。

楠 田 実 日 記
佐藤栄作総理首席秘書官の二〇〇〇日

四六判 2200円

畔柳昭雄／著

004135-8

太陽の照りつける浜辺と潮の香り…。しかし、こ
うした夏の風物詩の歴史は意外に浅い。西洋文明
の移入に伴って奨励されて以来、戦前期までの日
本の海水浴の紆余曲折をたどる。海水浴と日本人

四六判 2800円

佐竹靖彦／著

003630-9

一介の庶民から皇帝にまで駆け上がった劉邦。多
くの人材を引き寄せ、覇王項羽との死闘を制した
彼の人間的魅力とは何か。『史記』の精密な読解
が導き出す、新しい劉邦像と楚漢抗争史の全貌。劉 邦

四六判 2300円

佐竹靖彦／著

004119-8

七十余戦無敗の英雄は、なぜただ一度の敗北に
よってすべてを失うことになったのか。勝者に
よって書き換えられた史書の虚構と、楚の民衆が
語り継いだ項羽神話の真実を明らかにする。項 羽

四六判函入 4796円

重光葵／著　伊藤隆／渡邊行男／編

001518-2

東条･小磯内閣と終戦時の東久邇内閣の外務大臣
重光葵が、戦争と動乱の渦中で綴った、新発見の
手記。激動の時代の外交と政治の実状をなまなま
しく伝える、昭和史の貴重な証言。重 光 葵 手 記

四六判函入 5301円

重光葵／著　伊藤隆／渡邊行男／編

001684-4

正篇刊行後に発見された手記の続篇と、昭和26～
31年の日記全篇。改進党総裁として政界に登場し
てから30年の保守合同に至る間、戦後政治の中枢
に在って綴った克明な日記は第一級資料。続　重光葵手記

四六判函入 5800円

重光葵／著　伊藤隆／武田知己／編

003549-4

戦争をいかに終結に導くか―戦局日々悪化する
小磯内閣期、天皇、内閣、軍部それぞれがどのよ
うな情報を得て、何を考え、どう判断を下したか
が、外相重光の克明な記録により明らかになる。

重光葵

最高戦争指導会議記録・手記

四六判 2800円

重森三玲／著

003989-8

稀代の名作庭家が、古文書解読と実測調査分析か
ら、来歴と発展を分析、美の小宇宙を体現する魅
力を描いた幻の名著。〈解説〉齋藤忠一枯 山 水

新書判 940円

「摂受心院」刊行会／編

004410-6

優しく強く―妻として、母として、ひとりの女
性として、厳しい仏道を生きた摂受心院の生涯は、
人々の心にほとけの道を示すものであった。写真
78点収録。新書サイズ版。

摂 受 心 院
ほとけの心を生きる

Ａ５判函入 2500円

「摂受心院」刊行会／編

004409-0

優しく強く―妻として、母として、ひとりの女
性として、厳しい仏道を生きた摂受心院の生涯は、
人々の心にほとけの道を示すものであった。写真
78点収録。箱入り特装版。

愛蔵版

摂 受 心 院
ほとけの心を生きる
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四六判 3500円

ジョナサン・フィリップス／著　野中邦子／中島由華／訳

003791-7

聖地回復の志を胸に苦難の道へと旅だった彼ら
は、なぜ聖なる都を破壊するに至ったのか？　当
時の貴重な資料にもとづき、ヨーロッパ中世史最
大のミステリーに迫った歴史ノンフィクション。

IH（インサイド・ヒストリーズ）

第四の十字軍
コンスタンティノポリス略奪の真実

四六判 3200円

ジョン・ケリー／著　野中邦子／訳

003988-1

十四世紀、またたく間に欧州人口の三分の一を
奪った史上最悪の疫病。各種資料から、その恐怖
を驚くべき緻密さで再現し、新型感染症の流行が
囁かれる現代に過去からの警鐘を鳴らす。

IH（インサイド・ヒストリーズ）

黒 死 病
ペストの中世史

新書判 940円

「真乗」刊行会／編著

003779-5

数多くの仏像を自刻し、昭和の仏師とも呼ばれた
伊藤真乗。その生涯は人々の心に仏を刻むもの
だった。京都の醍醐寺で真言密教を修めたのち、
現代社会における仏道を探求した姿を描く。

真 乗
心に仏を刻む

Ａ５判 4200円

杉山博昭／著

004467-0

出版ブームが到来する以前、聖史劇は世界最大の
マスメディアだった。15世紀フィレンツェにおけ
る、台本、上演、受容の実態を探る。カラー図版
多数。ルネサンスの聖史劇

四六判 1200円

瀬戸内寂聴／著

003842-6

「かんのんさま」は、この世での悩みや苦しみを
救い、愛と幸福をもたらして下さる仏さま。観音
経に何が説かれているのかを、平易な文章で解説
しました。これであなたも観音さまのファンに。愛と救いの観音経

四六判 1100円

瀬戸内寂聴／著

003843-3

短く美しいお経や詩歌の言葉を集めました。疲れ
た時、孤独で泣きたい時、幸福感で満ち足りてい
る時、いつでもどこでも開いてみてください。声
に出して口ずさむだけで心が穏やかになります。美 し い お 経

四六判 1900円

セルジョ・リコッサ／著　泉典子／訳

004178-5

閉塞状況を打破するためのイタリア経済学者によ
る軽妙洒脱な集中講座。世界史上の英雄・思想家・
芸術家の所作から「自力で成す精神」に目覚め、
聖人と無頼漢の間を生きようと提言。超ブルジョアがこの世を救う

四六判 2600円

竹下節子／著

004120-4

古代ギリシャからポストモダンまで、世界史を動
かした「負の思想」の系譜を辿り、変容と対立か
ら生まれた成果から人間の存在や生き方について
新たな可能性を模索する画期的な論考。

無 神 論
二千年の混沌と相克を超えて

四六判 1800円

田島知郎／著

004129-7

医学界の重鎮が、元凶となっている医業機密を告
発、開業医と勤務医の区別を解消する病院のオー
プンシステム化、看護師がチーム医療のリーダー
役を担うなど抜本的再生策を提言する。

病院選びの前に知るべきこと
医療崩壊から再生に向けて

四六判 3000円

立花隆／著　薈田純一／写真

004437-3

知の巨人、立花隆の驚異の書棚を、分野ごとに撮
影して紹介。哲学、宗教、分子物理学……、各分
野の必読文献を列挙し、知の歴史にさまざまな角
度から光を当てる。グラビア188ページを収載。立花隆の書棚
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Ａ５判 1900円

田中仙融／著

004482-3

いつでも気軽に抹茶を楽しめるように基本の心得
と所作を伝授。丁寧かつ豊富な図解で初心者でも
自然な立ち居振る舞いを体得できる手引き書。季
節の移ろいを愛で、もてなす心がさらに育まれる。

はじめての茶道
本人の目線で点前を学ぶ

四六判 1800円

中条省平／著

004314-7

愚直な思いか？　罠か？　粋な駆け引きか？　略
奪愛、ダブル不倫、遠距離恋愛、背徳の倒錯。恋
の渦中で身を焦がし、巧みに駆使したレトリック
を分析、世界を揺るがせた恋文と名作誕生秘話。

恋 愛 書 簡 術
古今東西の文豪に学ぶテクニック講座

Ｂ５判変型 1619円

鶴間和幸／監修

004141-9

古代中国世界は今も考古学の新たな発見が続いて
いる。最新の発掘成果を交え、青銅器など多くの
名品と、それらが作られた時代と地域を紹介する。誕生！中国文明

伝説から歴史へ

四六判 3200円

デイヴィッド・ブロー／著　角敦子／訳

004354-3

大胆かつ残酷な決断。英主にして暴君。サファ
ヴィー朝に最大の繁栄をもたらし、現代イランの
礎を築いたアッバース一世。その後伝説となった
大王の生涯と事績を、生き生きと再現した労作。

アッバース大王
現代イランの基礎を築いた苛烈なるシャー

四六判 3200円

戸高一成／編

003693-4

日本海海戦を勝利に導いた旧日本海軍の名参謀・
秋山真之。その名のみ知られた幻の戦術論三編が
一世紀の時を経て全容をあらわす。「海軍基本戦
術」「海軍応用戦術」「海軍戦務」を収録。秋山真之戦術論集

四六判 3600円

トビー・グリーン／著　小林朋則／訳

004155-6

宗教的大義よりも王権強化、植民地拡大といった
政治目的と強く結びつき、過酷な儀式が長く続く
ことになったイベリア両国。後世の全体主義の先
駆けとも言われる迫害制度の全容に迫る。

IH（インサイド・ヒストリーズ）

異 端 審 問
大国スペインを蝕んだ恐怖支配

四六判 3300円

トム・ホランド／著　小林朋則／訳　本村凌二／監修

003764-1

共和政ローマ末期の血塗られた歴史が、独創的な
切り口と熱い筆致と鋭い歴史眼とでスリリングに
甦る。ヘッセル・ティルトマン賞受賞の壮大な歴史
スペクタクル。《中公インサイド・ヒストリーズ》。

IH（インサイド・ヒストリーズ）

ル ビ コ ン
共和政ローマ崩壊への物語

四六判 1900円

鳥越憲三郎／著

003544-9

中国の史書に登場する「倭人」とは何者か。『漢書』
から『旧唐書』まで、倭人・倭国について記した
中国正史の原文と読み下し文を掲げ、独自の解説
をほどこした鳥越〈倭族論〉の集大成。中国正史　倭人・倭国伝全釈

四六判 3800円

ドリス・カーンズ・グッドウィン／著　平岡緑／訳

004193-8

政敵を巧みに操り、合衆国分裂の危機を乗り越え
た大統領の知られざる政治手腕がわかる決定版評
伝。上巻では大統領に就任し、南北戦争に至るま
での経緯が第一次史料から克明に描かれる。

リ ン カ ン（上）
南北戦争勃発

四六判 3800円

ドリス・カーンズ・グッドウィン／著　平岡緑／訳

004194-5

積極的に戦争を指導、激戦の最中に理想を掲げる
という賭けにでる一方、臨機応変に施策を編み出
し再選を果たす。戦争終結直後に絶命するまでの
怒涛の４年間を活写する。〈解説〉土田宏

リ ン カ ン（下）
奴隷解放宣言
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四六判 1700円

野口実／著

004318-5

一族不遇時代の当主為義から、子の義朝、そして
孫の頼朝・義経へ。武士政権樹立に至る三代の歩
みを再検討し、「草深い東国の武士団を率いたリー
ダー」という源氏のイメージをくつがえす。

武門源氏の血脈
為義から義経まで

四六判 4800円

ハインツ・グデーリアン／著　本郷健／訳

002882-3

ドイツ装甲軍団という強固かつ緻密な組織をゼロ
から作り上げ、地上戦のドクトリンに革命をもた
らした名将の回想録。組織を生かす采配と強い意
志が未曾有の戦いを可能にした。

電 撃 戦（上）
グデーリアン回想録

四六判 4600円

ハインツ・グデーリアン／著　本郷健／訳

002883-0

ドイツ戦車軍団の生みの親である名将自らが綴っ
た、第二次大戦屈指のドキュメンタリー。無謀な
命令と圧倒的な敵軍に屈することなく、祖国のた
め再び戦車軍団を率いて立ち上がる。

電 撃 戦（下）
グデーリアン回想録

四六判 3800円

パウル・カレル／著　松谷健二／訳

002829-8

常に最前線で陣頭指揮を執り、優勢なイギリス軍
を崩壊寸前にまで追いつめたドイツの名将ロンメ
ルと麾下のアフリカ軍団。その不屈の戦いを綿密
な取材で描く迫真のドキュメンタリー。砂漠のキツネ

四六判 3800円

パウル・カレル／著　松谷健二／訳

002863-2

決戦の日はいつか？  彼らはどこに来るのか？  
圧倒的な敵兵力に最悪の事態を予期しつつも、命
令の下で勇敢に闘った戦士たちを克明に描く。ド
イツ側から見た「史上最大の作戦」の真実。

彼 ら は 来 た
ノルマンディー上陸作戦

四六判 3200円

長谷川毅／著

003704-7

米ソそれぞれの黒い「時刻表」をめぐって、野望
と思惑と駆引きが交錯する。はじめて国際的文脈
から完璧に描き出された太平洋戦争終結の真相。
読売・吉野作造賞、司馬遼太郎賞受賞。

暗 闘
スターリン、トルーマンと日本降伏

Ｂ５判変型 3200円

原研哉ゼミ／著

003871-6

ジーンズも手のひらも銀河系も、世界は「皺」に
満ちている―「皺」と向き合い、混沌に飛び
込む11の研究。原研哉ゼミによるデザインの実験

「Ex-formation」第３弾。Ex-formation　皺

四六判 3200円

ヒュー・Ｓ＝モンティフィオーリ／著　小林朋則／訳

003897-6

第二次世界大戦時、暗号をめぐりドイツと連合国
が水面下で激しく攻防した。解読者の頭脳戦あり、
諜報員の冒険譚あり、水兵の捕獲作戦あり……人
間ドラマに彩られた息詰まる大戦秘話。

IH（インサイド・ヒストリーズ）

エニグマ・コード
史上最大の暗号戦

Ａ５判 4200円

フランシス・Ａ・イェイツ／著　正岡和恵／二宮隆洋／訳

004360-4

G・ブルーノの友人で、初の『エセー』英訳者。
伊英辞典の編纂者で、シェイクスピアの霊感源と
も目される異能の人。英国ルネサンスの開花に貢
献したイタリア人を活写する無類の評伝。

ジョン・フローリオ
シェイクスピア時代のイングランドにおける 
一イタリア人の生涯

四六判 1300円

野矢茂樹／編著

004558-5

なぜ生きてるの？　死んだらどうなるの？　誰も
が一度はぶつかる、素朴だけど本質的な問い。そ
してあまりに根本的すぎて過激な問い。現代日本
を代表する23人の哲学者がていねいに答えます。

子どもの難問
哲学者の先生、教えてください！
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四六判 2200円

松平誠／著

003919-5

生産や生活の共同が失われた都市にあって、祭り
はなぜ必要とされるのか。祇園祭、ねぶた、阿波
踊り、よさこいなど、全国の都市祭礼をたどるこ
とで見えてくる、現代社会の一断面。

祭りのゆくえ
都市祝祭新論

Ａ５判 5000円

三谷一馬／著

004470-0

江戸風俗画研究の大家が広範な資料をもとに精確
に復元した看板画、総図版点数千余点。江戸庶民
の頓知と洒落、数々の意匠がよみがえる。江戸看板図聚

四六判 2200円

森博達／著

004282-9

反響を呼んだ『日本書紀の謎を解く』以降に得ら
れた新知見が、この一冊に凝縮された。歴史学の
常識に対し、国語学の視点から問題提起を試みた
野心的論考。古代史の重い扉がいま開かれる。

日本書紀 成立の真実
書き換えの主導者は誰か

四六判 2200円

森正人／著

004182-2

大正末に創刊して以来、昭和期全体にわたって旅
行のたのしみから規範までを伝えつづけた雑誌

『旅』。読めば読むほど、日本人の旅行観がどう変
遷したかが見えてくる。

昭 和 旅 行 誌
雑誌『旅』を読む

四六判 2200円

八木尚子／著

004156-3

フランス革命下、カレーム、グリモ、ブリヤなど
美食家によって形成された批評文化の系譜を辿
り、フランス料理の進化に寄与した功績をガスト
ロノミー200年の体系から検証する。

フランス料理と批評の歴史
レストランの誕生から現在まで

四六判 2000円

矢口祐人／著

004192-1

私たちにとってハワイとはどんな場所なのか。日
本人の人気観光地として定番化してくる経緯を、
戦前・戦中・戦後を通してたどりなおす。第27回
ヨゼフ・ロゲンドルフ賞受賞。

憧れのハワイ
日本人のハワイ観

四六判 1800円

山内昌之／著

004114-3

黒船来航以後、世界史の試練に直面した日本人は
いかに時代を切り開いたか。命がけで国づくりに
参画した先人の生き方を、現代の政権交代を担う
リーダーに重ねあわせながら検証する。幕末維新に学ぶ現在

四六判 1800円

山内昌之／著

004229-4

未曽有の国家的試練に直面したリーダーはいかに
行動したか。危機を救うために身命を賭した先人
の英知と勇断を検証し、歴史の教訓から震災後の
日本のかたちを構想する素材を発掘する。幕末維新に学ぶ現在２

Ａ５判 4400円

フランツ・ボアズ／著　前野佳彦／編・監訳　磯村尚弘／加
野泉／坂本麻裕子／菅原裕子／根本峻瑠／訳

004537-0

〈アメリカ人類学の父〉にして、〈現代人類学の父〉
フランツ・ボアズ。晩年の主著『人種・言語・文化』
より、最重要論考を精選した待望の邦訳。精緻な
フィールドワークから学の理論的射程まで。北米インディアンの神話文化

四六判 1300円

前原政之／著

003709-2

いま初めて明かされる真実。トップリーダーの核
心に迫った待望のノンフィクション。自ら初めて
語る事柄が満載、知られざる生い立ちから入信そ
して発展・飛躍の過程が一冊になりました。池田大作　行動と軌跡
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四六判 1600円

山内昌之／著

004397-0

今こそ知っておきたい、近代国家の建設に取り組
んだ先人の英知と胆力。混迷を極める現代日本の
政治と対比しつつ変革期を生きた人々の思想と行
動を辿る歴史エッセイ、待望の完結篇。幕末維新に学ぶ現在３

四六判 1600円

山折哲雄／著

003966-9

現代日本人にとっての信仰とは？　宗教とは？　
明治以降日本が受け入れてきたキリスト教的な価
値判断でははかれないわれわれ日本人の信仰心
を、歴史をさかのぼって探る宗教エッセイ。信ずる宗教、感ずる宗教

四六判 1800円

山折哲雄／著

004206-5

中世宗教の巨峰、法然と親鸞の師弟関係に焦点を
絞り、両者の師資相承とは何か、師弟相克とは何
だったかという視点に立ちながらその関係性を解
き明かす。宗教者という孤の謎を追う。法 然 と 親 鸞

四六判 2200円

山崎正和／著

003837-2

秩序と逸脱、簡素と過剰、普遍への志向と個物へ
の固執……。人間の根源的な営みである「造形」
の歴史を、対極的な二つの意志のダイナミックな
葛藤として読み解く新しい文明論。装飾とデザイン

四六判 3200円

山崎正和／著

004310-9

いまや地球的な規模で普遍化しつつある現代文
明。その始原を先史時代に探り、人類の文明史を
一貫した趨勢の連続として捉える、身体論から構
想された野心的論考。

世界文明史の試み
神話と舞踊

Ａ５判 1900円

読売新聞昭和時代プロジェクト／著

004392-5

皇太子ご成婚、高度経済成長、東京オリンピック、
そして国論が割れた60年安保……。日本全体がエ
ネルギーに満ちあふれ、国民の暮らしも大きく変
化した10年間を活写する。図版多数。昭和時代　三十年代

四六判 4800円

ベイジル・リデルハート／著　上村達雄／訳

002924-0

そのとき指揮官は何を考え、いかに決断したの
か？  英国屈指の軍事史家が、将軍たちの生の声
と厖大な史料をもとに、第二次世界大戦における
さまざまな局面を詳細に描き分析する。第二次世界大戦（上）

四六判 4800円

ベイジル・リデルハート／著　上村達雄／訳

002925-7

連合国側から見た戦争の経過を詳細に描き、指揮
官たちの軍事的判断に対し評価を下す、第二次大
戦史の決定版。大戦後半期、連合国の指導者たち
は、すでに戦後の世界を見ていた。第二次世界大戦（下）

四六判 4000円

ベイジル・リデルハート／著　上村達雄／訳

003086-4

戦線は膠着し、泥沼の塹壕戦が展開されるなか、
毒ガス・戦車・機関銃・航空機など新たなテクノ
ロジーが大量殺戮の世紀を開いた。屈指の軍事史
家が描く第一次世界大戦史の決定版。第一次世界大戦（上）

Ａ５判 2200円

読売新聞昭和時代プロジェクト／著

004514-1

公害、若者たちの反乱、沖縄返還、日中国交正常
化、石油危機、そしてロッキード事件……。昭和
40年代から50年代前半にかけて、大きな曲がり角
を迎えた「戦後」日本を活写する。昭和時代　戦後転換期
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四六判 2800円

渡辺由文／著

004145-7

アウグスティヌス、フッサール、ベルグソンらの
時間論を周到緻密に批判して、本来の時間の姿を
探ろうとする、哲学のたくましい挑戦。難しい事
柄を、「哲学村の方言」を排して平易に叙述する。時間と出来事

四六判 4000円

ベイジル・リデルハート／著　上村達雄／訳

003100-7

ロシア社会主義革命は世界を震撼させ、アメリカ
の本格参戦は優勢だったドイツを徐々に追いつめ
ていく。戦争の推移と司令官たちの行動を描き、
大戦のターニングポイントを検証する。第一次世界大戦（下）
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人文・社会

政治・経済・ビジネス・社会・教育

四六判 3600円

アザー・ガット／著　石津朋之／永末聡／山本文史／監訳　
歴史と戦争研究会／訳

004400-7

人間はなぜ戦うのか？　戦争は人類共通の自然状態に
根ざした現象なのか？　新進気鋭の研究者が、生物学、
人類学、考古学、歴史学、社会学、政治学の最新成果
を脱領域的に横断し、多角的に徹底検証する。文明と戦争　（上）

四六判 3600円

アザー・ガット／著　石津朋之／永末聡／山本文史／監訳　
歴史と戦争研究会／訳

004401-4

文明の誕生、国家の勃興、農業の登場によって戦争
はいかに変化したのか？　古代の争いから、無差別
テロまで古今東西の争乱を総覧し、戦いの規模と形
態の変化を分析、さらに平和論についても検証する。文明と戦争　（下）

四六判 1500円

安藤百福発明記念館／編

004469-4

苦難の末に、インスタントラーメンを発明して世
界の食文化を変えた男の、絶対あきらめない波瀾
万丈の人生。人は、いくつになっても夢の実現は
できる。珠玉の名言集付き。

転んでもただでは起きるな！
定本・安藤百福

四六判 2800円

飯尾潤／編

004526-4

民主党政権の誕生と挫折の過程を分析し、日本の
政党政治において最も関心を集めている諸問題を
照射する論考７篇を収録。近代日本政治の歴史的
文脈を解明するシリーズ、刊行開始。

政権交代と政党政治
歴史のなかの日本政治６

四六判 2600円

池内恵／著

003990-4

日本の言説空間の閉塞状況を乗り越え、時々刻々
変化する国際政治システムにおけるイスラーム世
界の全体像を、内在的かつ動的に把握するための
枠組みを提示する。イスラーム世界の論じ方

四六判 1400円

伊藤惇夫／著

004435-9

国家、政治の漂流は「真のリーダーが育っていな
いことに尽きる」。著者自身がじかに接してきた

「本物の政治家」を活写しながら、真のリーダー
に求められる資質を問う。

国 家 漂 流
そしてリーダーは消えた

四六判 1600円

伊藤滋／尾島俊雄／監修

004252-2

東日本大震災後、本当の試練となる「復興」と「発
展」を、これから起こるであろう問題に対処する
方法と、今後起こりうる災害に対峙できるだけの
都市を構築するための施策を綴る。東日本大震災からの日本再生

四六判 2200円

伊藤隆／著

004247-8

国粋大衆党の党首、Ａ級戦犯の容疑者、モーター
ボート競走の創立者、日本最大の社会貢献団体の
トップ……イメージと実像との落差を資料の山か
ら読み解き、昭和史の一面をあぶり出す。評伝 笹川良一
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四六判 3200円

ウィリアムソン・マーレー／マクレガー・ノックス／アルヴィン・バーンス
タイン／編著　石津朋之／永末聡／監訳　歴史と戦争研究会／訳

003886-0

前五世紀のアテネから中国の明、第一次大戦に至
るまで、統治者や国家が実際に戦略を形成する際
にみられる現実的かつ錯綜したプロセスについて
扱った、共通の分析枠組みに基づく事例研究。

戦 略 の 形 成（上）
支配者、国家、戦争

四六判 3200円

ウィリアムソン・マーレー／マクレガー・ノックス／アルヴィン・バーンス
タイン／編著　石津朋之／永末聡／監訳　歴史と戦争研究会／訳

003887-7

ドイツのヒトラー、イスラエル、そして大戦後の
アメリカに至るまでの事例研究。戦略の変遷を促
してきた要因、今後の戦略の変化に影響を与える
とみられる要因も検討。巻末に索引を付す。

戦 略 の 形 成（下）
支配者、国家、戦争

四六判 1500円

上野千鶴子／著

004547-9

女の力を活かさないこの国に未来はない―上
野千鶴子が12人の尊敬する女性をゲストに迎え、
３・11後の世界を生きぬく知恵、そして新たな希
望について語り合った対談集。ニッポンが変わる、女が変える

四六判 1300円

江副浩正／多田武／石田省三郎／小野正典／伊豆田悦義
／著

004077-1

新たに導入された裁判員裁判について、その課題
をリクルート事件弁護団有志が指摘する。江副は
体験に基づいて、私見を率直に述べた。『リクルー
ト事件・江副浩正の真実』の姉妹書。

取調べの「全面可視化」をめざして
リクルート事件元被告・弁護団の提言

四六判 1600円

大久保寛司／著

003194-6

お客様を大切にする企業だけが世紀をまたいだ不
況から脱出できる！  シンプルなメッセージと、
トヨタ、日本アイ・ビー・エム等の成功の実例を
基に、企業生き残りのノウハウを伝授。二十一世紀　残る経営、消える経営

四六判 1500円

大久保寛司／著

003725-2

仕事と組織の充実なしには人生を楽しめない！  
「ノー」と言える人間になる、「何の為に？」を常
に問う等、「仕事力」と「組織力」を高める法則を、
豊富な実例を交えてわかりやすくつづる。

こんな人と組織が生き残る
仕事　楽しくしてますか？

四六判 1800円

葛西敬之／著

003849-5

国鉄改革は宮廷革命（権力闘争）と、国民をも巻
き込んだ啓蒙運動という側面を持っていたが、そ
の複雑な全貌を明らかにし、ＪＲ東海２０年の歴
史と将来を見通した。

国鉄改革の真実
「宮廷革命」と「啓蒙運動」

四六判 3000円

加藤秀俊／著

004032-0

歌舞伎、落語、演歌をはじめ、日本の伝統文化は
神仏と人、人と人とを仲立ちするメディアとして
生まれた―。日本人の教養や常識を形作ってき
たものの渊源をさぐる私説日本藝能史。

メディアの発生
聖と俗をむすぶもの

四六判 2800円

夏徳仁／著

004223-2

政府が支援し民間が実施するという、官助民弁の
推進が大連の国有企業改革と民営経済の振興につ
ながった。その政経民連携の改革プロセスの軌跡
がいま明かされる。大連振興の軌跡

四六判 2300円

北岡伸一／著

004366-6

５年間に５つの内閣が成立しては倒れた政治の崩
壊過程を検証し、非常時の今、巨大な課題を解決
するための大戦略と政策を提言する。日本の再生
を見据えて書かれた政治・外交論集。

日本政治の崩壊
第三の敗戦をどう乗り越えるか
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四六判 3000円

北岡伸一／編

004572-1

およそ主権国家として軍を持たない国はない。明
治新政府の成立以来、近代日本の政治はまさに政
軍関係を中心に展開した。政治はいかに軍事を統
制しようとしたのか。俊英による力作論考６篇。

国際環境の変容と政軍関係
歴史のなかの日本政治２

四六判 2800円

君塚直隆／著

004429-8

第一次世界大戦前夜のヨーロッパに、外交的努力
で平和の時代を築こうとしたイギリス国王エド
ワード七世。60年近くも皇太子を経験し、美食家
で艶福家でもあった王の治世を詳細にたどる。

ベル・エポックの国際政治
エドワード七世と古典外交の時代

四六判 2100円

倉沢愛子／著

003132-8

脱サラした日本人一家が路地裏に住み着いた！  
経済危機、スハルト失脚等で激動が続くインドネ
シアの、新聞やテレビではわからない庶民の生活
と社会構造を日常の付合いを通じて描く。ジャカルタ路

カ ン ポ ン

地裏フィールドノート

四六判 3800円

クリスティアン・ウォルマー／著　平岡緑／訳

004536-3

南北戦争、普仏戦争、日露戦争、二度の大戦を経
て朝鮮戦争、ベトナム戦争に至るまで。鉄道が決
めた勝敗の歴史を検証。機動力の増強と広範囲な
長期戦を可能にした軍事利用の発展を紹介。鉄道と戦争の世界史

四六判 3200円

公益財団法人　日本国際問題研究所／監修　久保文明／
編

004452-6

米国が結ぶ同盟はつねに相手国を支援する非対称
性が特徴である。日米同盟は日本への攻撃抑止を
目的とするが、ではなぜ日本国内の米基地が日本
防衛以外にも使用できるのであろうか。アメリカにとって同盟とはなにか

四六判 1600円

小林正宏／著

004418-2

安易な円安期待、機械的なデフレ脱却の陥穽とは。ギリシャ
危機、ユーロの構造問題も踏まえ、通貨の本質に立ち返り、
デフレと金融政策に関する議論を整理・分析。世界的な金
融緩和競争の中で、日銀は何ができ、何をすべきか。

通 貨 の 品 格
円高・円安を超えて

四六判 1600円

小宮山宏／著

003864-8

環境、資源、医療、教育問題など日本の課題はま
もなく世界の課題になる。日本は独力でこれらの
課題を解決したとき、新産業が起こり、繁栄する
真の先進国になる。東大総長の語る新国家像。

「課題先進国」日本
キャッチアップからフロントランナーへ

四六判 1400円

榊原英資／著

004287-4

世界同時株安、国家債務危機、止まらぬ円高は世
界経済システムの崩壊の始まりなのか。「ミスター
円」が日本・世界経済、直近の経済データをもと
に鋭く分析し未来を予測する。世界恐慌の足音が聞こえる

四六判 1500円

桜井正光／監修　経済同友会／著

004256-0

成長か衰退か、待ったなしの分水嶺に立つ日本。
今こそ新しい「国のかたち」をつくる時。10年後
のあるべき日本の姿を描き、その実現に向けた具
体策を経済同友会が提案する。

日 本 創 生
希望と信頼の国への改革マップ

四六判 1900円

佐藤優／著

004485-4

国際社会は弱肉強食の「新・帝国主義」の時代に
入った―。左巻では、自国の利益極大化をはか
る米中露など各国の動きを分析し、日本人と日本
国家が生き残るための戦略を示す。

新・帝国主義の時代
左巻　情勢分析篇
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四六判 1900円

佐藤優／著

004486-1

国際社会は弱肉強食の「新・帝国主義」の時代に
入った―。右巻では、大震災で弱体化した日本
に中露韓など各国が牙をむく情勢下、日本人と日
本国家が生き残るための戦略を示す。

新・帝国主義の時代
右巻　日本の針路篇

四六判 1800円

柴田聡／著

004163-1

日本を抜き、米国に次ぐ世界第二位のＧＤＰ規模
になる中国。なぜ中国はこれだけの高成長を維持
できるのか、その経済運営のメカニズム、その背
景にある政経一体システムを解剖する。チャイナ・インパクト

四六判 3400円

ステファン・ハガード／マーカス・ノーランド／著　杉原ひろみ
／丸本美加／訳

004014-6

飢餓は天災ではなく制度の問題である―。百万
人近くが死亡したという北朝鮮の飢餓。豊富な
データに基づき、アメリカの北朝鮮研究の第一人
者が、飢餓の実態と原因を明らかにする。北朝鮮　飢餓の政治経済学

四六判 2400円

公益財団法人 世界平和研究所／編　北岡伸一／渡邉昭
夫／監修

004224-9

日米同盟調印後50年が経過した。日本にとっては
安全保障のみならず海洋国家の礎、アメリカには
北東アジア政策の要である。同盟の重要性を再確
認し、役割や協力関係の深化を問う。日米同盟とは何か

四六判 1800円

高田創／著

004544-8

アベノミクスで回復の兆しが見えた日本経済。し
かし国債は驚異的な水準に大膨張。いよいよ国債
暴落のリスクが現実のものに。忘れた頃にやって
くるというこの現象を徹底解説。

国 債 暴 落
日本は生き残れるのか

四六判 1900円

竹内洋／著

003983-6

ポピュリズム化とオタク化の進む学界、紋切り型
の議論から抜け出せない論壇、書店にあふれるお
手軽な新書……。書き手として、読み手として考
える、「教養主義の没落」後の教養。学問の下流化

四六判 2800円

竹内洋／著

004300-0

戦後社会における革新勢力の席捲は、誰によって
焚きつけられ煽られたものだったのか。そしてそ
れはどのようにねじれた結果をもたらしたのか。
膨大な文献と聞き取り調査を駆使して描き尽くす。革新幻想の戦後史

四六判 2300円

竹内洋／著

004405-2

売文業者か、思想家か。昭和論壇で一時覇権を誇
り、そして忘却された清水幾太郎。彼こそ「メディ
ア知識人」だった。ネット、テレビ、活字で活躍
する彼らの生存戦略と業を剔抉した力篇。

メディアと知識人
清水幾太郎の覇権と忘却

四六判 1300円

竹中平蔵／佐藤優／著

004371-0

遅れる震災復興、TPP問題に噛み合わない消費税論
議……。今この国では、「当たり前」の思考が「当
たり前」と受け取られなくなってしまった。日本に
足りないものとは何かを二人の論客が語り尽くす。

国が亡びるということ
本当のことを語っているのは誰か

四六判 1000円

竹森俊平／著

004237-9

深刻さを増す原発事故と懸念される電力不足、製
造業を直撃するサプライ・チェーンの分断、そし
て長引くデフレ……。誰もが気になる日本の今後
を、注目の経済学者が予測する。

日本経済 復活まで
大震災からの実感と提言
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四六判 2000円

土田宏／著

004434-2

テト攻勢やプエブロ号事件などアメリカの権威が
失墜する中、キング牧師やＲ・ケネディの暗殺、
人種差別・反戦・女性解放を求める運動が高揚し、
世論が分裂、最も震撼した年を解読する。

アメリカ　１９６８
混乱・変革・分裂

Ｂ６判変型 1400円

中西準子／著　河野博子／聞き手

004450-2

公害の現場で戦い続けてきた著者が、今あらためて、
放射能のリスク、福島と日本のこれからを考える。
リスクとリスクがぶつかったときどう選択すればよ
いのか。読売新聞連載「時代の証言者」収録。

リスクと向きあう
福島原発事故以後

四六判 1800円

中原伸之／著　藤井良広／聞き手・構成

003728-3

審議委員時代を回顧しながら、日銀を機動的で的
確な政策を力強く打ち出せる組織体に改革するに
はどうしたらよいかを論考。結果、日銀の問題先
送り・無責任体質への痛烈な批判となっている。日銀はだれのものか

Ａ５判函入 12000円

社団法人日米協会／編　五百旗頭真／久保文明／佐々木
卓也／簑原俊洋／監修

004301-7

グルー、松岡洋右、吉田茂、ニクソン……。日米
要人がさまざまに交錯した日米協会には彼らの遺
した演説資料が大量に現存する。その資料の読解
と分析から、両国の別の側面を見る。

もう一つの日米交流史
日米協会資料で読む20世紀

四六判 1700円

長谷川洋三／著

004560-8

貿易自由化に向けての激流のなか、トヨタやＶＷ、
ルノー・日産など各社が導入しつつある新たな設
計手法とは？　トップへのインタビュー取材や工
場ルポをとおして「革命」の実相に迫る！

自動車設計革命
ＴＰＰに勝つもの作りの原点

四六判 2200円

浜渦哲雄／著

004083-2

1600年に商社として設立され、植民地帝国の統治
機構へと変貌してゆく東インド会社。躍進する21
世紀インド経済の基盤を整備した組織のダイナミ
ズムと多面性を描き出す。

イギリス東インド会社
軍隊・官僚・総督

四六判 1800円

濱田康行／編著

003881-5

地域再生は公共投資や企業誘致にもはや頼れな
い。地域の大学・高専の知を利用した独自の創業
がないとダメだ。大学発ベンチャーなど、全国で
どのような動きがでているかを分析・報告。地域再生と大学

四六判 1200円

日野原重明／高木邦格／著

003350-6

医療ミスはなぜ起こる。看護婦が注射してはなら
ないという法律はおかしくないか？  91歳の名医
と45歳の病院経営者が、「医」を蝕む元凶を切り、
あるべき医療・福祉の未来像を語る。よみがえれ、日本の医療

四六判 1800円

藤井裕久／早野透／筒井清忠／著

004510-3

変転激しい現代政治の中で歴史的に大事な問題と
は何か。三者の論文と座談会を併せ、戦争の時代
から田中角栄までを捉え直した本書は、同時代の
現象を見る目を研ぎすます一冊となろう。劇場型デモクラシーの超克

四六判 2000円

ポール室山／著

004238-6

失われた20年を取り戻し、国際化への国家改造や
非常時に強い宰相を創るにはどうすべきか。100年
先の成功と繁栄を招来する、改革努力ロードマッ
プを付した具体的提言集。ライジング・ジャパン
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四六判 2800円

細谷雄一／編

004559-2

1920年の国際連盟創設から現在に至るまでの「国
際関係の組織化」を、日本との関わりに焦点を当
てて検討し、外交史研究に新しい領域を切り開く
論考７篇を収録。

グローバル・ガバナンスと日本
歴史のなかの日本政治４

四六判 2000円

槇智雄／著

004078-8

初代防衛大学校長が12年間にわたって学生に熱く
語りかけた講話と折々に綴った随想を収録。民主
主義時代における自衛隊のあり方、そして幹部自
衛官の理想の姿とは。

防 衛 の 務 め
自衛隊の精神的拠点

四六判 1500円

舛添要一／著

004118-1

消えた年金、医療崩壊、薬害肝炎訴訟、新型イン
フルエンザ、派遣切り…。三内閣の厚生労働大臣
として政官業の癒着と格闘した七五二日間の記
録。自民党と訣別した理由がここにある。

厚生労働省戦記
日本政治改革原論

四六判 1800円

松元崇／著

004000-9

天性の楽観主義と強い意志で、命がけで軍部と闘
い財政規律と国を護ろうとした是清とその時代背
景を探る。そこには今日の問題を解くカギがあり、
読む人の勇気と意欲をかき立てる。大恐慌を駆け抜けた男　高橋是清

四六判 3200円

三宅正樹／庄司潤一郎／石津朋之／山本文史／編著

004507-3

「総力戦」という概念が生まれた背景とその後の
発展を考察、第二次世界大戦における各国の総力
戦体制を、国内外（日、米、豪、イスラエル）の
第一線研究者が分析する画期的な論考集。

検証　太平洋戦争とその戦略　１

総力戦の時代

四六判 2800円

三宅正樹／庄司潤一郎／石津朋之／山本文史／編著

004508-0

日独伊三国軍事同盟を中心に、各国の思惑と内実
を、国内外（日・独・伊・露）の気鋭の研究者が
比較分析、欧州と太平洋で起きた第二次世界大戦
の全体像を大局的に考察する論考集。

検証　太平洋戦争とその戦略　２

戦争と外交・同盟戦略

四六判 3200円

三宅正樹／庄司潤一郎／石津朋之／山本文史／編著

004509-7

開戦から終戦まで各国の戦略の概要を、秦郁彦、
加藤陽子、Ｗ・マーレーなど第一線研究者が時系
列的に分析。日米各陸海軍間の軋轢、英印軍の戦
略など幅広く視野にいれた最新研究成果。

検証　太平洋戦争とその戦略　３

日本と連合国の戦略比較

四六判 1400円

宮沢洋一／山本一太／著

004322-2

「高付加価値」と「少量生産」をキーワードに日
本のビジネスモデルを問い直した力作。成長する
アジアの一員として立ち、迷走する国から、もう
一度希望に満ちた国にするための処方箋。

日本再逆転への希望
未来を確信するために

四六判 3800円

吉田茂／著　財団法人 吉田茂国際基金／編

004208-9

戦争回避に奔走する同志、加納久朗（横浜正金銀
行ロンドン支店支配人）宛29通、長男健一、次男
正男、三女麻生和子宛書翰など、新たに発見され
た240通を収録する昭和史研究の第一級資料。吉田茂書翰　追補

四六判 1600円

読売新聞経済部／著

004139-6

日本経済・世界経済の今がこの一冊でわかる。わ
れわれが置かれている現状とその問題点、そして
未来を、リーマン・ショックから、トヨタ、ＪＡ
Ｌそしてギリシャ危機を通してさぐる。激 震 経 済
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Ａ５判 3600円

読売新聞社／編

003550-0

なぜ見直しが必要か。どう改正すべきか。安全保
障・国際協力、国民主権と象徴天皇、人権、統治
機構などテーマ別に具体案を提言。現行憲法、世
界各国の憲法と比較しつつ日本の針路を考える。

憲 法 改 正
読売試案２００４年

四六判 1500円

読売新聞社会部／著

004063-4

究極の刑罰「死刑」の真実に真正面から取り組ん
だ渾身のノンフィクション。新聞社として戦後初
の連載は大反響をよびました。本書は連載時の記
事を大幅に加筆し死刑の現実に迫ります。死 刑

四六判 1200円

読売新聞社会部裁判員制度取材班／著

003928-7

刑事裁判制度が大きく変わり、あなたも裁判員に
なる可能性が出てきた。新制度全体を易しく解説
し、呼び出し状が届いたらどうすべきかなどそれ
ぞれのシーンでの不安や疑問に答える。これ一冊で裁判員制度がわかる

四六判 1500円

李相哲／著

004448-9

初の韓国女性大統領を目指す朴槿恵（パク・クネ）
とはどういう人物か。来歴・思想・力量を豊富な
資料を基に描き出す。父朴正煕という存在の意味、
北朝鮮問題への影響など多面的にアプローチ。

朴槿恵〈パク・クネ〉の挑戦
ムクゲの花が咲くとき

四六判変型 1500円

株式会社ワーク・ライフバランス／著　小室淑恵／監修

004323-9

大変な仕事こそ、楽しく乗り切る！　ワーク・ラ
イフバランスの第一人者小室淑恵。その成功のノ
ウハウとエピソードの数々を一冊に。若手社員の
活用術や「残業なし」の工夫などを紹介。

全員成果を出して定時で帰る
会社の毎日楽しく働く秘訣
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Ｂ６判 1500円

秋山まりあ／著

004499-1

願望成就＆引き寄せ力開花の方法である「100％
自分原因説」。そのメソッドに基づく初めての手
帳。未来スケジュールに願望を書き込むことが現
実化の第一歩。幸せへの頼もしい伴走役です。

100％自分原因説で毎日生まれ変わる！

本当に幸せになる手帳 2014

新書判 1200円

有地京子／著

004283-6

元々お城だった巨大で複雑な迷宮ルーヴルを、裏
技を駆使して迷わず楽しく短時間で巡るガイド
ブック。厳選55点の名画のポイントを解説。ルーヴルはやまわり

2 時間で満喫できるルーヴルの名画

Ａ５判 1900円

石渡嶺司／山内太地／著

004370-3

広告・宣伝一切なし。日本の大学780校を訪問し
て集めた圧倒的情報量で受験生を徹底サポート。
200超の業種の平均年収や業務内容も網羅！　受
験関係者必携、進路案内の決定版。

一番新しく、どこよりも辛口！

最辛大学ガイド　2013

Ａ５判 1900円

石渡嶺司／山内太地／著

004491-5

偏差値、知名度、立地にイメージ……。大学選び
の基準はそれぞれ。でも、重要なのは「卒業後」。
興味のある職種で選べる進路案内の決定版。圧倒
的情報量で受験生を徹底サポート！

時間と学費をムダにしない大学選び 2014
最辛大学ガイド

四六判 1300円

大川智彦／著

004359-8

日本人の３人に１人が罹患し、２人に１人が命を
落とす“国民病”となったがん。超高齢社会を平
穏に、そして幸福に生き抜くためには――　長年
がん医療に携わってきた医師が丁寧に解説。

がん　対策マニュアル
がんにならない、がんでは絶対に死なない

四六判変型 1500円

大久保満男／大島伸一／編

004339-0

健康長寿をまっとうするための、歯科医師会から
の提言。生きる力を支えるのは、自分の歯で噛み、
おいしく食べること。「歯」「食」「生活」を通して、
医療の理想を考察。

食べる―生きる力を支える①

生 活 の 医 療
歯科医師会からの提言

四六判変型 1500円

大久保満男／大島伸一／編

004355-0

「いのち」と「食」の交わり、その深く豊かな根
源から「生きること」の意味を見つめる。辰巳芳
子（料理家）、玄侑宗久（作家）、福岡伸一（生物
学者）らと、食べるという人の営みの真髄を探る。

食べる―生きる力を支える②

い の ち と 食
歯科医師会からの提言

四六判変型 1500円

大久保満男／大島伸一／編

004353-6

「一人でも多くご家族のもとへ」と願いを込めた
歯科医師の身元確認作業を徹底ルポ。さらに震災
後日本の医療について、鷲田清一氏（臨床哲学）、
秋山弘子氏（ジェロントロジー）らと語りあう。

食べる―生きる力を支える③

3.11 の記録　震災が問いかけるコミュニティの医療
歯科医師会からの提言
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Ａ４判変型 2000円

大隈裕子／著

004164-8

イタリアでは〝黄金の果実〞と言われるトマト。
世界一のトマト生産国である現地で、20年以上に
わたる調査・取材で学び得た、トマトの歴史や品
種、加工技術、レシピを綴る。

イタリア・トマトのすべて
Tutto sul pomodoro

四六判 1500円

大島英美／著

004225-6

小学校の英語必修化に戸惑うパパやママ、先生に
朗報。「教えずして教える」ことのできる、画期
的な英語学習法がここにあります！　親も子も楽
しめる名作ブックガイド100選付き。

声に出して読む英語絵本　 
初めてのリードアラウド

四六判 1300円

大渕修一／著

004468-7

老いはこわくない！　小さな習慣が大きな変化を
もたらします。年間1000人の高齢者と向きあう著
者だからこそ見えてきた驚きの真実。一歩だけ先
回りして、老いの問題を考えてみませんか。

健康寿命の延ばし方
大きな変化を生み出す小さな習慣

四六判変型 2000円

尾島俊雄／著

004408-3

アジア都市間競争の時代、都市はどう生き残るか。
都市環境工学者が20都市を訪ね、それぞれの持つ
固有の文化･文明を探し出し、発展していく為の
具体案を提言するシリーズ第６弾、東京編。

この都市のまほろば　６
消えるもの､残すもの､そして創ること［東京編］

四六判 2000円

尾島俊雄／著

004480-9

都市環境工学者が20都市を訪ね、それぞれの持つ
固有の文化･文明を探し出し、発展していく為の
具体案を提言するシリーズ最終巻、地方都市編。この都市のまほろば　７

消えるもの､残すもの､そして創ること

四六判 2000円

尾島俊雄／著

004165-5

都市環境工学の観点から、日本の各都市の持つ固
有の文化･文明を探し出し、発展していく為の具
体案を提言する『この都市のまほろば』シリーズ。
その著者が考える未来の日本像とは。

日
や ま と

本は世
く に

界のまほろば
消えるもの､残すもの､そして創ること

四六判 1300円

北村邦夫／著

004157-0

ポリネシアン・セックスから中高年のお勧め体
位、Gスポットと潮吹きの関係、女性のがんや感
染症対策までを完全網羅。愛したい、愛されたい
すべての大人に専門家が贈る決定版バイブル。

専門医が伝える　 
40代からの幸せ♥セックス

あなたの「本当の快感」を探す旅へ

Ｂ５判 1000円

北村邦夫／著　伊藤理佐／絵

004579-0

女性の立場に寄り添う産婦人科医・北村邦夫氏。日
本家族計画協会クリニック所長が、思春期医療の第
一線から10代の女の子の心と体にアプローチしたイ
ラスト満載のロングセラー本、待望の新装復刊。

ティーンズ・ボディーブック
新装改訂版

四六判 1450円

楠田枝里子／著

004184-6

まさに〝食べる魔法〞⁉　ピロリ菌退治、老化予
防などの最新科学から、チョコ・エステやチョコ・
ディナー、人気ショコラティエの秘密まで。どこ
から読んでも楽しい、美味なる一冊。チョコレートの奇跡

Ｂ５判変型 1700円

小池邦夫／著

004263-8

東日本大震災直後から始まった被災者と著者の交
流―喜びと感謝、そして懸命に生きようとする
心が力強く描かれた200通を超える絵手紙に、人
と人との繋がりを感じる、感動の一冊。

東日本大震災

被災地との絵手紙
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Ａ５判 1400円

サトウサンペイ／佐藤武／著

003506-7

体のヒズミを正して、肩・首・腰・膝の痛みを自
分で治せる「操体法」を、達人から１年半以上に
わたって学んだ、マンガ家・サトウサンペイ氏に
よる、懇切丁寧で分かりやすい画期的な入門書。

サトウサンペイの「操体法」入門
気持ちのよいほうに体を動かしてコリや痛みを
とる

四六判 1500円

佐藤万作子／著　尾浦正二／監修

004179-2

乳がんの発症が最も多いのは更年期以降なのに、
この年代に特化した情報は少ない。著者自身の治
療記録に、医師とのＱ＆Ａ、体験者たちの声を交
え、病と折り合う工夫を綴る。「閉経後乳がん」を生きる

四六判 1200円

椎名玲／吉中由紀／著

004276-8

長期にわたって懸念される食品による内部被曝
は、家庭でのひと工夫で防げます。食材の安全な
選び方、洗い方、食べ方を70点以上のイラストで
詳しく紹介した必読マニュアルです。

永久保存版　肉も野菜も魚もこれで安心
放射能を落とす下ごしらえ

Ａ５判 1600円

清水ろっかん／著

004243-0

ろっかん先生の骨格矯正と人相学、美容グッズが
一冊に。顔のお悩み解決メソッドに開運アドバイ
ス、巻末には『美容シリコンシート』と、まさに
隙無し！　美も運もこれで独り占め！

幸せを引き寄せる整顔術
骨のゆがみを整えて、シワ、クマ、たるみを撃退！

Ａ４判変型 1143円

昭和史検定委員会／編

004264-5

第１回昭和史検定（中央公論新社主催・読売新聞
社共催）の公式テキスト。初級では昭和30～40年
代の人々の身近な生活ぶりが出題範囲、マンガを
使ってわかりやすく再現する。

昭和のくらしを探検する
2011 昭和史検定 初級　公式テキスト＆練習
問題集

Ａ４判変型 1429円

昭和史検定委員会／編

004265-2

第１回昭和史検定（中央公論新社主催・読売新聞
社共催）の公式テキスト。みずからのルーツと出
会い、私たちがこれから向かう未来について考え
るためにも！

昭和時代をいま読み直す
2011 昭和史検定 中・上級　公式テキスト＆
練習問題集

四六判 1300円

白澤卓二／著

004541-7

糖尿病、がん、骨粗鬆症、認知症、更年期･･････
女性を悩ませる疾患を予防する食事・運動・生活
習慣などを幅広く解説。アンチエイジング医療の
第一人者が教える、一生元気に生きるヒント。

100 歳まで長寿美人
ボケない、倒れない、太らないルール

四六判変型 1500円

杉山奈津子／著

004226-3

高３の秋に全国模試で数学偏差値29を取った著者
が、翌年ほぼ独学で東京大学理科Ⅱ類に合格！　
自らあみ出した超効率的勉強法77と共に綴る合格
体験記。偏差値 29 からの東大合格

四六判変型 1400円

住田憲是／著

004387-1

頭痛、膝痛、股関節痛、首・肩・腕の痛み、シビレ…。
有名病院や整体、鍼、カイロプラクティックなど
試したけれど、まだ痛みと縁の切れないあなたへ。
ＡＫＡ－博田法が解決します！

整形外科の画期的治療

その痛みはきっと取れる！

Ａ５判 1200円

田中宥久子／著

003979-9

艶めく肌への近道「造顔マッサージ」と体の輪郭
を美しく維持する「バスタイム美容」を写真入り
で詳説。心身の美の秘訣をまとめたエッセイと黒
柳徹子さんとの対談も収録。美の必読書。

女 の 美 貌
造顔マッサージからバスタイム美容まで
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Ａ４判 2800円

中央公論新社事業開発部／編

004284-3

ドリームマスク・ゴールドと開発した何度も使え
るシリコンマスク。ラジウム配合で血行促進、高
品質シリコンの吸着力で汚れ除去。夏は冷して、
冬は温めて。今日から自宅でエステ！

何度でも使える！

ラジウム入り美顔シリコンフェイスマスク

四六判 1500円

辻口博啓／著

004483-0

「和をもって世界を制す」をモットーに奔走する
超多忙な日々を綴るブログに、パティシエという
仕事の真髄を熱く語るインタビューを付す。写真
多数収録。辻口スタイル

四六判 1200円

中津川りえ／著

004106-8

古代中国の五行思想と易を組み合わせ、人間の本
質をずばり見抜く伝説の占いが、あなたも知らな
いあなたを浮かび上がらせ、幸せへの具体的な処
方箋を示します。９宮別「万能札」付き！

保存版・幸運ガイドブック

傾斜宮占い入門

Ｂ６判 800円

日本口腔育成学会／編　朝田芳信／槇宏太郎／監修

004548-6

上手に食べる、上手に発音、むし歯予防、きれい
な歯並び……。　お口の健康づくりは０歳から始ま
ります。お母さんのための新感覚の育児書。豊富
なイラストを駆使し第一人者がノウハウを解説。０歳からの口腔育成

四六判 1300円

服部みれい／加藤俊朗／著

004504-2

呼吸を変えると、恋ができる、人生が変わる！ こ
ころがきれいになって願いがなんでもかなう呼吸
法を楽しく伝授。恋愛呼吸を実践したあと、みれ
いさんはほんとうに結婚。驚きと感動の実話です。恋 愛 呼 吸

Ａ５判 952円

原田康久／著

004271-3

たった一枚の書類、わずかな時間の面接で相手に
興味を持たれる人、「その他大勢」に埋もれる人。
その差はどこにあるのか。現役の採用担当者が、
採用試験の内実も含めて本音で語る。

2013年度版

勝てるエントリーシート　負けない面接テクニック
すべらない就活

Ａ５判 1000円（952）

原田康久／著

004441-0

読売新聞の人気連載「原田部長の新・必勝講座」
の著者が、「こうすればいい」ではなく「こうし
てはダメ」を懇切丁寧に指南。唯一無二の「採り
たい人材」になるための逆マニュアル。

2014年度版

勝てるエントリーシート　負けない面接テクニック
すべらない就活

四六判 1500円

廣田孝子／著

004352-9

見かけが違えば体の中身も違うのでしょうか？　
実は、いつまでも若く見られる人は、ほんとうに
若いのです。その秘密は、食事にありました。最
新の栄養学が教える、老化防止の食事法。

若く見られる人はほんとに若い！
老化を防ぐ食事法

四六判 1500円

三田村昌鳳／著

004210-2

ゴルフはメンタルなスポーツ。ゴルフジャーナリ
ストで僧侶でもある筆者が、仏の教えをゴルフに
生かす方法を伝授する。ブッダに学ぶゴルフの道

地の巻

Ａ５判 1800円

薮野健／絵　井上明久／佐藤洋一／山崎敏夫／著

003955-3

画家薮野健の風景画と絵地図で街歩きへと誘う。
今回は銀座と日本橋を7コースに分けて案内。後
半では江戸から昭和までに営まれた人々の20の物
語で、時空を超えた街歩きを提案する。東京２時間ウォーキング　　銀座・日本橋
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新書判 1200円

ヤミー／著

004377-2

『3STEP COOKING』でおなじみの人気レシピブロ
ガーが選んだ料理仲間39人の78レシピをヤミー流
簡単アレンジ付でご紹介。手軽なポケットサイズ。
携帯で写真や材料リストを見ることもできます。

ヤミーさんのお気に入り！ 
あの人に教えてもらったレシピ帖

Ａ５判 1700円

ユニバーサルファッション協会／著

004031-3

若くて細いだけが美しさではない。あるがままの
肉体を受け入れ、個性に合った衣服を自由に選ん
で着る。21世紀の新しいファッション、ユニバー
サルファッションを新事例で紹介。

ユニバーサルファッション宣言
Part Ⅱ

Ａ５判 1800円

余慶尚子／著

004231-7

フランス発祥の美容法リンパドレナージュ！　著
者が10年かけて日本人向けにアレンジした手法を
初公開。付属の特製ブラシを使えば、いつでもど
こでも1日10分で効果抜群！

巡らせて、温まる＆流れる　美ＢＯＤＹになる！

美巡ブラシエステ

四六判 1500円

読売新聞教育取材班／著

004281-2

623大学からの多面的なデータは、大学の今を雄
弁に語ります。偏差値やブランドによらない、本
当に自分を伸ばせる大学選びの羅針盤。今年の
テーマは「コミュニケーション能力」。大学の実力２０１２

Ｂ６判 1600円

読売新聞社／編著

004221-8

新しい常用漢字表に対応、関連する用法・用例の
項目もいっそう充実した最新版登場！　分かりや
すく正確な文章を書くための情報が満載されたハ
ンドブック。読売新聞 用字用語の手引　第３版

Ａ５判 1500円

読売新聞社会部／編著

004201-0

読売新聞の子供向け人気コラムが、一冊の本にな
りました。親子で読めば、家族の会話も増え、子
どものニュースを見る目が変わり、日々の日本と
世界の動きに関心が生まれます。

子どものニュースウイークリー
　〈2011年版〉

Ａ５判 1333円

読売新聞社会部／編著

004335-2

読売新聞夕刊、ＫＯＤＯＭＯ新聞の人気連載が本
になりました。小学生でのニュースが分かるよう
に、過去一年間のニュースの言葉をまとめました。
親子の会話も豊かになる本です。

ＫＯＤＯＭＯ新聞ニュースのことば 
2012年版

四六判 1200円

李家幽竹／著

003984-3

人間関係、ダイエット、お金……大人が抱える難
問には風水が効きます。本書では、現状を打開す
るおすすめ行動を具体的に指南。さあ、悩める今
こそ、幸せに近づくチャンスです！

運のいい人になるための

お悩み解決風水
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写真集・画集・絵本

写真集・画集・絵本

Ａ４判 4500円

茅田砂胡／沖麻実也／著

002983-7

茅田砂胡書き下ろし中篇小説『ポーラの休日』に、
沖麻実也描き下ろしカラーイラスト７枚、幻の『王
女グリンダ』のイラスト全点を収録したファン必
携アイテム！デルフィニア戦記画集

Ａ５判 1800円

小林英樹／著

004143-3

孤高の画家の作品を時代毎に造形的視点から比
較・分析、魂の遍歴を辿る。知られざる名作の紹
介、書簡・読書歴解読、パレット再現による新た
な鑑賞術を提案。略年譜・図版多数掲載。

ゴッホの宇
そ ら

宙
きらめく色彩の軌跡

Ａ４判 5000円

鈴木理華／著

004239-3

『クラッシュ・ブレイズ』『暁の天使たち』両シリー
ズを完全収録した豪華版。鈴木理華の描きおろし
イラスト、茅田砂胡の書きおろし小説『女王と海
賊の披露宴』の他、制作秘話も満載。

鈴木理華画集
女王と海賊と天使たち

Ｂ５判変型 1800円

高橋明也／著

003941-6

繊細で詩的情緒を湛えた風景画家コロー。この寡
黙で美しいと同時に革新に満ちた作品世界を、実
際に画家が描いたフランス各地やローマを巡りな
がら辿り、名画に隠れた謎を解き明かす。コロー　名画に隠れた謎を解く！

Ａ５判 2200円

武田花／著

004285-0

日常の中にふとかいま見た彼岸の風景……。ぴか
り、と光線を発するようないい景色と、旅先で出
会ったちょっと奇妙な出来事を綴ったエッセイを
収めるフォトエッセイ集。道 端 に 光 線

Ａ４判 1800円

田沼武能／三好和義／選

004202-7

全国アマチュアカメラマン垂涎のコンテスト、第
11回よみうり風景写真コンテストの入賞作品200点
を収録。日本を代表する写真家である審査員２人
による「わたしの、こころの風景」作品も必見です。

こころの風景２０１１
［よみうり風景写真コンテストより］

Ａ４判 1800円

田沼武能／三好和義／選

004340-6

「復興への道のり」部門に力作が揃った第12回よ
みうり風景写真コンテスト。グランプリは高田松
原の奇跡の一本松を満天の星明りで撮影した感動
作。ほか、かけがえのない日本の情景200点。

こころの風景２０１２
［よみうり風景写真コンテストより］

Ａ４判 1800円

田沼武能／三好和義／選

004473-1

よみうり風景写真コンテストの入賞作品200点を収
録した写真集。高精細印刷で表現された四季折々
の日本の美しい景色が感動的。撮影データに加え
撮影地ガイド付きなので撮影旅行にも役立ちます。

こころの風景２０１３
［よみうり風景写真コンテストより］
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Ｂ５判変型 2200円

薮野健／著

003398-8

薮野健の絵のテーマは「行きたい時代の行きたい
場所、そして会いたい人」。作品コメント、そし
てモチーフについて薮野氏が語る。デッサンから
下絵、完成まで、油絵の描き方も解説。

絵 画 の 着 想
描くとはなにか

Ａ４判 3200円

山田章博／著

003523-4

山田章博の20年にわたる変幻自在なアートワーク
をみはるかす、初の本格的画集。カラー146点を
含め482点収録。豪華版に引き続きお手頃価格に
て軽装版登場！

山田章博画集
軽装版

Ａ５判 1800円

大和悠河／著

004242-3

ミラノ、ヴェネツィア、ヴェローナ、ウィーン、
プラハ。オペラの都で紡いだ「私と歌とスイーツ
の物語」。元宝塚トップスターが愛と官能の世界
に招待。巻末に指揮者大野和士との対談。

大和悠河のオペラとお菓子の旅
愛のヒロインを生きて

Ｂ５判変型 1700円

吉岡正人／画・文

003859-4

印象派からエコール・ド・パリ、そして近代絵画
へ。この時代に画家達の個性は一気に花開き、黄
金時代を築く。画家･吉岡正人が、絵を描く立場
からその名品に隠れた謎を解き明かす。

印象派から２０世紀　 
名画に隠れた謎を解く！

フィラデルフィア美術館の至宝から

Ｂ５判変型 1000円（952）

読売新聞東京本社／編

004338-3

初めて見るのに、懐かしい。高度成長期の東京が
凝縮した地域に634メートルのスカイツリーが出
現。不思議なミスマッチが描き出す“古くて新し
い町”の原風景を切り取った写真集。

下 町 新 景
天空へ続くツリーが出現したまち
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Ｂ４判変型函入 40000円

アラン・グルベール／総編集　木島俊介／監訳

003073-4

世界ではじめて建築装飾の視点から装飾史を体系
化した豪華書の第１巻。15～17世紀までの貴重な
建築、室内装飾、家具、織物、工芸品の伝統と変
遷を、美しい図版多数で克明にたどる。

ヨーロッパの装飾芸術　第１巻
ルネサンスとマニエリスム

Ｂ４判変型函入 40000円

アラン・グルベール／総編集　鈴木杜幾子／監訳

003074-1

17世紀から18世紀、古典主義にはじまり、アラベ
スクやシノワズリ、ロカイユが大流行した、華麗
なる王宮文化の時代。その美の魅力を、フランス
を中心にあらゆる装飾芸術から紹介。

ヨーロッパの装飾芸術　第２巻
古典主義とバロック

Ｂ４判変型函入 40000円

アラン・グルベール／総編集　鈴木博之／監訳

003075-8

18～20世紀、新古典主義やゴシック趣味復活を経
て、ジャポニスム、アール・ヌーヴォー、アール・
デコなど、新時代の発見と変革の歴史を追う。現
代に続く装飾の流れをときあかす巻。

ヨーロッパの装飾芸術　第３巻
新古典主義からアール・デコ

Ａ５判函入 15000円

熊倉功夫／著

004027-6

わび茶の思想を最もよく伝える秘伝書の初の全
訳。原文・図版を忠実に再現、茶の湯の碩学が対
訳を施し、項目ごとに用語・人物について丁寧な
注釈と解説を付した画期的な研究書。

現代語訳

南 方 録

Ａ５判 2400円

工学院大学学園百二十五年史編纂委員会／編

004431-1

技術を駆動するのは人間の意思であり、執念であ
り、心である。―その担い手達を生みだしつつ
実学の伝統を刻んできた125年の道程を活写。わ
が国工学教育史の重要な役割を描出する。

工学院大学学園百二十五年史
工手学校から受け継ぐ実学教育の伝統

Ｂ４判変型函入 368932円

ピエトロ・Ｃ・マラーニ／校訂　日高健一郎／訳

002046-9

ルネサンス建築の名著で、ダ･ヴィンチが遺した
唯一の蔵書を精緻に復原するファクシミリ版とイ
タリア語原典翻刻、本邦初訳の日本語訳の3冊セッ
ト。ジュンティ社との国際共同出版。

マルティーニ　建築論
レオナルド・ダ・ヴィンチ所蔵書入れ　
ラウレンツィアーナ手稿

Ａ５判 2800円

益田朋幸／著

004248-5

「目に見えるように描く」だけではなく、複雑な
中世美術。そのなかから、12世紀ビザンティンの
教会内部に描かれた壁画を克明に紹介し、その魅
力と謎を解明してゆく。カラー図版多数収載。ビザンティンの聖堂美術

Ａ５判函入 45000円

丸谷才一／著

003996-6

著者の作家生活五十周年を記念した二百部限定特
装版。特別付録に著者の発句「玩亭新句帖」、和
田誠氏のエッセイ、三浦雅士氏の評論を再録。和
田誠氏描き下しエッチング一葉も同封。

特装版

樹 影 譚
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Ａ４判函入 55000円

三谷一馬／著

003702-3

江戸風俗画の第一人者が江戸新吉原の世界を二八
〇余枚の精緻な絵で克明に再現した、他に類を見
ない豪華図聚、待望の復刊。復刊にあたり、雑俳
を補うなど別冊解説書を全面的に改稿。江戸吉原図聚

Ｂ４判函入変型 53000円

森洋子／著

001550-2

巨匠と一族４代170年余の絵画活動をカラー179図・
参考図版600余、千枚を超す画家論・解説に一族の
年譜を加え再現する世界初の試み。著者40年余の
研究を集大成したブリューゲル画集の決定版。ブリューゲル全作品

Ａ４判函入 58000円

山田洋次／他著

490064-4

日本人に最も愛されたひと、寅さんが帰ってき
た！  全48作＋特別篇の貴重な映画パンフを初め
てカラー復刻・集大成した豪華メモリアルです。
特別付録ＣＤ「寅さん名セリフ集」付き。男はつらいよ大全（全２巻）
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四六判 2800円

天野郁夫／著

004488-5

二つの大戦に挟まれた二〇年足らずの間に、急速
な「大衆化」へ向けて歩み始めた日本の高等教育。
強い個性を持った多様な高等教育機関の生成・発
展の過程の全貌を活写する。

高等教育の時代（上）
戦間期日本の大学

四六判 2800円

天野郁夫／著

004489-2

入学難と就職難は深刻な課題を提起した。戦前期
の社会・経済構造と関連づけて、高等教育の生々
しい実態を描くとともに、学制改革をめぐって交
わされた様々な論議を詳細に検討する。

高等教育の時代（下）
大衆化大学の原像

四六判 1700円

飯尾潤／苅部直／牧原出／編著

004357-4

政党政治、リーダーシップ、メディア、地方政治、
司法活動、社会運動、防衛政策など、近現代の日
本を題材に、気鋭の政治学者たちが語る日本政治
の重要な論点とは何か―。

政治を生きる 
―歴史と現代の透視図

四六判 1800円

家近良樹／著

003883-9

孝明天皇といえば、開国を迫る幕府に敢然と立ち
向かった豪胆な性格の人物とされる。本書では天
皇の動向を中心に、関白鷹司政通ら公家社会の実
態に迫り、幕末史の新たな視点を示す。

幕 末 の 朝 廷
若き孝明帝と鷹司関白

四六判 2000円

岩崎育夫／著

004086-3

先進国から途上国まで、民主主義体制から一党独
裁、軍政、王政まで多種多様なアジア諸国。開発
体制・民主化・民主主義の三つの視点から横断的
に分析し、アジアとは何かを問い直す。

アジア政治とは何か
開発・民主化・民主主義再考

四六判 1600円

潮木守一／著

004067-2

講師、准教授、教授と昇進してゆく大学教員の育
成と採用、選抜の仕組みはどうなっているのだろ
うか。英米独仏日各国の状況を比較し、今日的な
課題を明らかにするとともに、提言を行なう。職業としての大学教授

四六判 1600円

梅棹忠夫／編

003119-9

梅棹「文明の生態史観」は新しい世界像を独創し、
日本人の古典となっている。本書は、その先見性
を証し、「海洋史観」の川勝平太氏との対話など
から、日本文明の未来像を打ち出す。文明の生態史観はいま

四六判 2000円

大笹吉雄／著

004543-1

岸田戯曲賞に名を残す岸田國士とは何者か。その
多くの遺作群が上演されるたびに話題になるのは
なぜか。岸田の目指した「文学の立体化」はどこ
まで可能か。真の岸田像を提出する。最後の岸田國士論
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四六判 1800円

大嶋仁／著

004117-4

日本人に一貫したものの考え方とは何かを、『古
事記』の世界観を手がかりに通史的に考える試み。
文献の表面には顕れにくい「目に見えない糸」に
導かれて、日本思想の豊かな拡がりを一望する。日本人の世界観

四六判 2100円

小川浩之／著

004411-3

イギリスと、過去にその帝国支配下に置かれた国々
が中心となり形成される自由な連合＝英連邦。本書
では、この独特の存在を通して、イギリス帝国の着
地点を探り、帝国後のソフトパワーの源に迫る。

英 連 邦
王冠への忠誠と自由な連合

四六判 1850円

加藤徹／著

003224-0

時代の嵐は俳優たちの運命を翻弄した……。権力
者の意思と役者の意地が舞台の外で繰り広げる白
熱のドラマ。京劇に見る中国近現代史の知られざ
る一面。第24回サントリー学芸賞受賞。

京 劇
「政治の国」の俳優群像

四六判 2100円

清水多吉／著

004524-0

欧米中印を廻国した岡倉天心は本当にアジア主義
者だったのか？　日本美術の普遍を主張した天心
こそ、クールジャパンの先覚者だったのではない
か。傾聴すべき天心の心性の極北とは。

岡 倉 天 心
美と裏切り

四六判 2200円

竹中治堅／著

004126-6

日々に存在感を増す参議院。参議院とは何か。そ
の発足から今日まで、ときに政争を克服し独自性
を発揮した〝良識の府〞。その歴史をふり返り、
参議院問題を問い直す。第10回大佛次郎賞受賞。参議院とは何か　1947～2010

四六判 2000円

谷光太郎／著

004557-8

「海上権力史論」「海軍戦略」などにより、日本を
はじめ近代の海軍に大きな影響を与え、軍人・歴
史家・戦略研究家でもあった巨人の思想と生涯を
第一級史料から描く決定版評伝。海軍戦略家　マハン

四六判 1800円

土肥恒之／著

004398-7

明治以来、西洋史学はどのように生まれ、どのよ
うに育ったのか。洋書を翻案していた時期を脱し、
学問として自立してゆく五十年余りの姿を、代表
的な歴史家の生き方と著作からたどる。西洋史学の先駆者たち

四六判 2100円

牧野邦昭／著

004134-1

二つの世界大戦は、社会のあらゆるものを動員す
る「総力戦」だった。そこで極めて重要な役割を
果たした経済学者の思想や行動を克明にたどる。
それは、戦後日本にどんな影響を与えたのか。戦時下の経済学者

四六判 2000円

牧野雅彦／著

004319-2

そこには戦争に向かう道とは別の可能性があっ
た。欧州が〝分かる〞歴史書。

ロカルノ条約
シュトレーゼマンとヨーロッパの再建

四六判 2200円

諸富徹／著

004104-4

拡大する地域格差、グローバル化によりさらに
進む産業空洞化、深刻化する自治体の財政危機
……。各地の事例を紹介しつつ、低成長時代に地
域再生の方策を描くためのヒントを示す。地域再生の新戦略
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四六判 1800円

山口博／著

004447-2

渡来氏族が日本列島にもたらしたユーラシア北方
の騎馬遊牧民の英雄叙事詩を利用して、史書編纂
者たちは新しい神格を創り上げた。比較神話学が
解き明かすヒーロー誕生の謎。創られたスサノオ神話

四六判 1800円

山崎正和／著

004511-0

人類の文明史を一貫した流れとして捉える壮大な
歴史理解を踏まえ、人びとが閉塞感に苛だちがち
な現在、目の前に起こりつつある事象の本質を解
き明かし、次代への指針を示す評論集。大停滞の時代を超えて
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四六判変型 1300円

池田清彦／著

110009-2

メディアと政治の言葉と化した「生物多様性」の
現状を問いただし、自然界の具体的な現象を数多
くあげながら、改めて生物多様性とその保全につ
いてを論じ直した秀作。生物多様性を考える

四六判変型 1200円

上野佳恵／著

110008-5

情報平準化そして過情報のなかで必要なものを見
極めるコツ、選びだす訓練……ネット時代の情報
リテラシーについて、リサーチの専門家が現実的
視点から具体的に説く。

「過情報」の整理学
見極める力を鍛える

四六判変型 1600円

大川潤／佐伯英隆／著

110005-4

きらびやかな世界で、強烈なリスクとリターンに
さらされ、欲望と運命が交錯する―。貴族から
文人、マフィアまで、人間の本性をさらけ出した
ドラマの数々。そして遊び方もくわしく。カジノの文化誌

四六判変型 2300円

神島裕子／著

110017-7

ジョン・ロールズやマイケル・サンデルとならび
現代リベラリズムを代表する哲学者の人と思想を
描き、その類例なき魅力を伝える。人生の豊かさ
を取り戻すための思考とは。

マーサ・ヌスバウム
人間性涵養の哲学

四六判変型 2300円

唐木順三／著　粕谷一希／解説

110014-6

アカデミズムとジャーナリズムを知悉しつつ、戦
後の知的限界を超える営為を続けた現代思想界の
巨人。その決定的五長編に小品や対談を併せて集
成したシリーズ第一弾。

唐木順三ライブラリーⅠ

現代史への試み　喪失の時代

四六判変型 2600円

唐木順三／著　粕谷一希／解説

110015-3

西洋の詩人的抵抗から日本の風狂人まで。芸術家
の運命を描きながら、無辺際に遊び、虚や空に辿
り着こうとする精神を自在に記した名品二編。全
集未収録の対談も収録。

唐木順三ライブラリーⅡ

詩とデカダンス　無用者の系譜

四六判変型 2800円

唐木順三／著　粕谷一希／解説

110016-0

現代思想と取り組んだ哲学者は「戦後」を批判し
日本中世へと反転する。兼好や長明、道元等を捉
え、王朝女流文学の洗練に感動する。日本人の価
値観を描いた二大傑作。

唐木順三ライブラリーⅢ

中世の文学　無常

四六判変型 2300円

川成洋／坂東省次／桑原真夫／著

110012-2

王室、軍人、革命家など多様な人間群像を追いな
がら五百年を超える歴史を大河的に活写。近代国
家において「王権」とは何かを考えるうえで示唆
に満ちた力作である。スペイン王権史
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四六判変型 1800円

楠茂樹／楠美佐子／著

110013-9

ハイエクは資本主義や自由市場の擁護者であるの
と同時に、その弱点に対する忌憚なき批判者だっ
た。また、「保守主義」とは一線を画す思想家で
あった。新しい像を提示した力作。

ハ イ エ ク
「保守」との訣別

四六判変型 1900円

小林恭子／著

110004-7

「はじめにプレスありき」といわれた初発期から
現代まで。500年を超える変転の姿を描く中で、
政治権力と絶えず緊張関係にあり、多様なジャー
ナリストによって担われた歴史を活写。英国メディア史

四六判変型 1400円

筒井清忠／著

110003-0

「百鬼夜行」といわれる中、疑獄事件が発生した
復興官庁の経緯を描きながら、大震災以後の社会
意識の変化を追う本書は、大震災と日本人につい
て、歴史的視座からその深奥をとらえる。

帝都復興の時代
関東大震災以後

四六判変型 1200円

根井雅弘／著

110006-1

古典的著作となった『経済学』の成立からバージョ
ンアップの過程を追いつつサムエルソンの人と思
想を解説する。「サムエルソンの遺産」を述べ、
年譜等の資料も充実。サムエルソン『経済学』の時代

四六判変型 2100円

野内良三／著

110010-8

言葉についての著作を通じて日本人の考え方の特
徴をとらえてきた著者。本書ではそこで培った知
見を集大成し、西洋人との発想の違いを豊富な事
例を元に説明していく。

無 常 と 偶 然
日欧比較文化叙説

四六判変型 1600円

野村喜和夫／著

110002-3

錯綜する幻覚的ヴィジョンの構造、分裂した自己
像への視座、象徴主義の秩序を超えていく言葉の
エネルギー、巧妙な自己笑劇化の装置、そして「詩
を書かなくなった詩人」としての晩年。萩 原 朔 太 郎

四六判変型 1200円

茂木健一郎／竹内薫／著

110001-6

哲学的思索はよみがえるのか、古典的情緒は継承
されるのか、ヒューマニズムは変質していくのか。
たえず「人間」という難問に戻りながら展開され
る、スリリングなディアローグ。３ ．１ １ 以 後

四六判変型 1800円

矢澤高太郎／著

110011-5

巨大な空間に眠っているのは本当は誰なのか。天
皇の真の御陵はどこにあるのか。古代史の実像を
解明する鍵を秘めた「聖域」。その謎を追いかけ
てきたジャーナリストによる書き下ろし。天 皇 陵
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新書判 1600円

會津八一／著　大橋一章／解説

160111-7

東洋美術の研究者であると同時に、個性あふれる
高雅な書家として、あるいはまた奈良の風光と美
術に魅了された歌詠みとして世に知られた最後の
文人の「学」と「芸」。東 洋 美 術 史

新書判 2000円

アダム・スミス／著　大河内一男／監訳　玉野井芳郎／田
添京二／大河内暁男／訳　堂目卓生／解説

160114-8

勃興する資本主義社会における人間の本性と社会
的生産力の全構造を究め「見えざる手に導かれる」
社会原理を明らかにし、新しい科学＝経済学に初
めて体系を与えた。先駆的労働価値論を展開。国 富 論 Ⅰ

新書判 1800円

アダム・スミス／著　大河内一男／監訳　玉野井芳郎／田
添京二／大河内暁男／訳

160115-5

スミスは、人間を利己的な存在としてのみとらえ、
競争を重視する経済学者だったのか。本巻では資
本投下の「自然な順序」を逆転させた国家による
経済活動への政策的介入の歴史を究明する。国 富 論 Ⅱ

新書判 2000円

アダム・スミス／著　大河内一男／監訳　玉野井芳郎／田
添京二／大河内暁男／訳

160116-2

重商主義の体系、およびそれが擁護する経済体制
を、経済的効率性の観点からのみならず道徳的適
切性の観点からも徹底的に批判し、国家の義務た
る国防・司法のあり方を述べる。国 富 論 Ⅲ

新書判 2000円

アダム・スミス／著　大河内一男／監訳　玉野井芳郎／田
添京二／大河内暁男／訳

160117-9

政府がいかに安易な金融・財政政策で国家を誤ら
せたか。いかに成長を停滞させたか。公共施設、
租税・公債のあり方を述べ、独自の国家観を披瀝
し、この大著を結ぶ。国 富 論 Ⅳ

新書判 1200円

青木和夫／池田修／牛島信明／養老孟司／木田元／辻井
喬／著

160075-2

自分はこのように古典を読んできた。たとえば養
老孟司氏は「解体新書」、辻井喬氏はマルクスを。
他に「古事記」「アラビアン・ナイト」「ドン・キホー
テ」「存在と時間」が語られる。古典の扉　第１集

新書判 1500円

新井白石／著　桑原武夫／訳　藤田覚／解説

160067-7

福沢の『福翁自伝』とならんで日本の自伝の双璧
といわれる本書は、前半の生い立ちから成長期と、
中後半の実際的具体的な政治生活との、両方の面
白さをもつ。読みやすい現代語訳。折りたく柴の記

新書判 1300円

アラン／著　桑原武夫／杉本秀太郎／訳　杉本秀太郎／
解説

160030-1

変転きわまりない現代世界に生きて、自信をもっ
て古来の理想への忠実さを守り、しかも精神の自
由を失わなかったアラン。この高邁の哲人が生み
出した「短文形式」による思索の結晶。芸術論集　文学のプロポ
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新書判 1800円

アリストテレス／著　田中美知太郎／北嶋美雪／尼ヶ崎徳
一／松居正俊／津村寛二／訳　今道友信／解説

160113-1

プラトンに学び、アレクサンダー大王の師となり、
古典ギリシアの学問を分類・整備・集大成した巨
大な哲人の思想と「学」の根幹。後世に大きな影
響を与えた政治思想上の古典中の古典。政 治 学

新書判 1650円

一休宗純／著　柳田聖山／訳　柳田聖山／解説

160003-5

『狂雲集』は漢詩の形をとった禅語録である。自
ら狂雲子を名のり、はぐれ雲のように生きた一休
は、新しい時代の幕開きをまえに、混迷と倦怠に
覆われた室町の世相を激しく痛罵した。狂 雲 集

新書判 1650円

井上光貞／監訳　川副武胤／佐伯有清／訳　井上光貞／
解説

160057-8

文学性のある『古事記』に比べ、『書紀』は敬遠
されがちだった。だが“日本誕生”を知るには『書
紀』のほうが重要だ。分かりやすい現代語によっ
て『書紀』はぐんと身近になった。日 本 書 紀 Ⅰ

新書判 1450円

井上光貞／監訳　佐伯有清／笹山晴生／訳

160058-5

本巻には巻第10～巻第21までを収録。いわゆる「倭
の五王」の時代、やがて緊迫する朝鮮半島情勢、
仏教信仰をめぐる蘇我・物部の対立、蘇我馬子に
よる崇峻天皇の殺害などが扱われる。日 本 書 紀 Ⅱ

新書判 1500円

井上光貞／監訳　笹山晴生／訳

160059-2

６世紀末から７世紀にいたるこの百年間は、日本
の国家的統一が完成していく重要な時期。中国か
らの制度・文物の流入の道が開け、支配層の文化
が飛躍的に発展。持統朝をもって完結。日 本 書 紀 Ⅲ

新書判 1600円

今西錦司／著　松原正毅／解説

160032-5

生命の全体を決定していくのは生物の個ではな
く、種である――「棲み分け」「種社会」という
独自の概念で構想された生物社会学の名著。と同
時に日本が生んだ最もオリジナルな哲学。生物の世界ほか

新書判 1300円

ウィトゲンシュタイン／著　山元一郎／訳　野家啓一／解説

160010-3

「すべての哲学は『言語批判』である」――西欧
哲学2000年の歴史をほぼ全面否定する衝撃的な哲
学観を提起したこの書が、20世紀前半の哲学地図
を完全に塗り替えてしまうことになる。論 理 哲 学 論

新書判 1550円

ウィリアム・モリス／著　五島茂／飯塚一郎／訳　多田稔／
解説

160066-0

自然はその美をほしいままにし、労働は喜びで、
強制される教育はなく、議会も裁判所もない社会
―詩人、工芸家、政治思想家モリスが、その生
涯の経験のすべてを結晶させた名作。ユートピアだより

新書判 1700円

ヴォルテール／著　中川信／高橋安光／訳　増田真／解説

160083-7

18世紀はよく「ヴォルテールの世紀」と呼ばれる。
主著『哲学書簡』は、イギリスに仮託して絶対王
制下の自国フランスにはびこる不正、狂信、特権
を痛烈に批判した容赦ない闘いの書。哲学書簡　哲学辞典

新書判 1650円

梅棹忠夫／著　白石隆／解説

160041-7

日本の近代化は西洋化によってもたらされたもの
ではない。日本と西欧は全く無関係に「平行進化」
を遂げたのだとする本書は、従来の世界史のあら
ゆる理論に対する大胆な挑戦である。文明の生態史観ほか
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新書判 1600円

湯川秀樹／梅棹忠夫／著　佐倉統／解説

160130-8

科学をいかに人間化するか―この壮大な問いか
けに巨人二人が挑む。科学を客体化し、相対化す
る対話の知的緊張感が、科学本来の意義や価値を
分析し解明していく。人間にとって科学とはなにか

新書判 1550円

エラスムス／著　渡辺一夫／二宮敬／訳　宮下志朗／解説

160092-9

ルネサンス期の人間と社会を洞察して、その狂気
と蒙昧さを徹底的に諷した傑作。一読すれば、現
代に生きる我々もいかに数多く空しい痴愚を抱え
ているか改めて驚愕せざるを得ない。痴 愚 神 礼 讃

新書判 1900円

王陽明／著　溝口雄三／訳　溝口雄三／解説

160082-0

吉田松陰、西郷隆盛、三島由紀夫も影響を受けた
という陽明学。だが日本の陽明学と中国の陽明学
は異なる。では創始者王陽明の陽明学とはどうい
うものであったか。その精髄を収める。伝 習 録

新書判 1400円

小川環樹／訳　高木智見／解説

160077-6

天地万物を生成消滅させる根元的な原理、「道」
とはなにか。わずか五千字あまりの書物に込めら
れた古代中国人の叡知は、儒家思想とともに、中
国の文化や思想を規定し続けてきた。老 子

新書判 1700円

折口信夫／著　岡野弘彦／解説

160036-3

自ら「実感による人類史学」と評したその学問は、
今日その独創性ゆえに〈折口学〉と呼ばれる。ル
ビを付し、表記をひらがなにするなど、近寄りに
くかった名著がぐんと身近になった。

古 代 研 究 Ⅰ
―祭りの発生

新書判 1600円

折口信夫／著　岡野弘彦／解説

160045-5

古代の力ある呪言がやがて祝詞に展開していく道
筋を論じた「神道に現れた民族論理」をはじめ、

「大嘗祭の本義」「古代人の思考の基礎」「霊魂の話」
「雪の島」「鬼の話」などを収録。

古 代 研 究 Ⅱ
―祝詞の発生

新書判 1400円

折口信夫／著　岡野弘彦／解説

160056-1

日本人の神としての「まれびと」の発見と、まれ
びとが発する「呪言」に文学の発生を見出す本論
は、それまでの日本人の神観念に新しい視野をも
たらし、文学史研究に新生面を開いた。

古 代 研 究 Ⅲ
―国文学の発生

新書判 1400円

折口信夫／著　岡野弘彦／解説

160064-6

中古から中世の和歌に関する表題の論のほかに、
「万葉びとの生活」「万葉集のなり立ち」「万葉集研
究」「叙景詩の誕生」「相聞の発達」など、古代歌
謡についての独自の論を収録。

古 代 研 究 Ⅳ
―女房文学から隠者文学へ

新書判 1450円

オルテガ／著　寺田和夫／訳　佐々木孝／解説

160024-0

近代化の行きつく先に、必ずや「大衆人」の社会
が到来することを予言したスペインの哲学者の代
表作。「大衆人」の恐るべき無道徳性を鋭く分析し、
人間の生の全体的建て直しを説く。大 衆 の 反 逆

新書判 1550円

貝塚茂樹／訳　弓巾和順／解説

160043-1

孔子とその弟子たちの言行録『論語』は、孔子の
思想を伝える最も基本的な文献である。簡潔な表
現には、現実社会における人間はいかに生きるべ
きかという叡智が込められている。論 語 Ⅰ
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新書判 1550円

貝塚茂樹／訳

160048-6

人生経験を積み、折に触れて読み返すたびに、『論
語』のことばは深く新しい意味を帯びて、社会的
存在としての人間のあるべき姿を語りかける。東
アジアにおける古典のなかの古典。論 語 Ⅱ

新書判 1300円

貝塚茂樹／訳　湯浅邦弘／解説

160088-2

百家争鳴の中国の戦国時代に登場し、覇道をしり
ぞけ王道政治の理想を説いた孟軻の言行録。王や
弟子との問答・対話の形式をとりつつ展開する性
善説や天命の思想の論理性と体系性。孟 子

新書判 1650円

貝原益軒／著　松田道雄／訳　深澤一幸／解説

160085-1

現代医学にどこが合致し、どこが誤りかという詮
索はもういい。むしろ、人生の達人だった長命の
儒者がどう健康に心を配って一生を生きたかとい
う、一種の肉体的自伝として読んでみてはどうか。養 生 訓 ほ か

新書判 1995円（1900）

勝海舟／勝小吉／著　川崎宏／編　松本健一／解説

160135-3

江戸文化の熟成が勝海舟を産み落とす。英知があ
り「実務」に秀で、なお遠くを見通す力があった
政治的人間の奮闘記。父親の手記も併せた二代の
言行録で知る幕末史。氷川清話　夢酔独言

新書判 1950円

ガリレオ／著　山田慶兒／谷泰／訳　高橋憲一／解説

160110-0

望遠鏡を用いた天体観測から得た地動説によって
アリストテレスの宇宙論を揺さぶり、宗教裁判で
断罪された異端の科学者ガリレオが、教会におも
ねる偽学者を告発し、科学の絶対性を提起した書。偽 金 鑑 識 官

新書判 1800円

カント／著　土岐邦夫／観山雪陽／野田又夫／訳　坂部恵
／解説

160076-9

没後二百年、いまこの「世界市民的見地」に立つ
哲学者の思想が見直されている。代表作『純粋理
性批判』の根本思想を簡潔に分かりやすく説明し
ようとした『プロレゴーメナ』他を収録。

プロレゴーメナ  
人倫の形而上学の基礎づけ

新書判 1800円

北一輝／著　近藤秀樹／編　保阪正康／解説

160105-6

「天皇の国民」を「国民の天皇」と読みかえ、大
日本帝国を戦慄させた鬼才北一輝。昭和史に燦然
と屹立する早熟の思想家が遺した代表的著作の意
義と価値を問う。国体論及び純正社会主義（抄）　

新書判 1600円

キルケゴール／著　桝田啓三郎／訳　柏原啓一／解説

160054-7

絶望という病根にこれほど深くメスを加え、これ
をえぐり出した書物は他に類がない。そしてその
絶望や不安から脱する道、自己回復の道をさし示
した本書は、実存思想の始点となった。死にいたる病　現代の批判

新書判 1650円

空海／著　福永光司／訳　松長有慶／解説

160052-3

四六駢儷文を駆使し、儒・道・仏の三教の優劣を
戯曲構成で論じた若き空海の出家宣言。現代語訳
と原漢文のあとに詳細な注釈を付して、入唐前の
空海の思想遍歴と豊かな学殖を探る。三教指帰ほか

新書判 1650円

ケインズ／著　宮崎義一／中内恒夫／訳　高橋伸彰／解説

160084-4

ここに収めたものは、主著『一般理論』以外のさ
まざまな時論（パンフレット）である。「時代の
問題」にたいして積極的に発言しつづけた“行動
する経済学者”の真骨頂が発揮される。貨幣改革論　若き日の信条
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新書判 1450円

高坂正堯／著　中西寛／解説

160093-6

戦後の混乱を収束し、日本の新たなる進路と国家
像をうち立てた政党政治史上最大の政治家を再評
価した画期的論考。海洋国家日本への吉田の構想
と指導力の正負をいまこそ再読すべき。宰相　吉田茂

新書判 1550円

高坂正堯／著　中西寛／解説

160101-8

西洋でも東洋でもなく資源に恵まれない日本ゆえ
「通商国民」として大きな利点を持つ。海洋国家
日本形成の可能性を説き今日も色褪せることがな
い著者の初期論文集。海洋国家日本の構想

新書判 1600円

高坂正堯／著　中西寛／解説

160137-7

メッテルニヒ、カースレイ、ビスマルクらが探求
した外交術は「勢力均衡」原則の維持だった。緊
張緩和と戦争抑止に英断を下すに至った彼らの思
索と方法を解明する。古典外交の成熟と崩壊Ⅰ

新書判 1600円

高坂正堯／著

160138-4

近代ヨーロッパの外政家たちの結晶体はいかに毀
れたか。その限界がいかに越えられたか。普遍主
義への欲求は理念や利害をはるかに凌駕するもの
だったのである。古典外交の成熟と崩壊Ⅱ

新書判 1850円

坂口安吾／著　川本三郎／解説

160126-1

「日本人の生活が健康なら日本は健康だ」。軍国主
義の大河や精神主義の風潮を厭い精神の虚飾を否
定し、等身大の自分を見よと説く自由人の一矢。

『堕落論』収載。日本文化私観

新書判 1800円

三遊亭円朝／著　小池章太郎／藤井宗哲／校注　森まゆ
み／解説

160097-4

写実と格調ある高座で江戸落語中興の祖と仰がれ
た円朝口演の怪談話。江戸の香りを伝える芸風と
創作力で数々の名作をいまに遺したが、本作こそ
がその代表作である。真 景 累 ヶ 渊

新書判 1300円

司馬遷／著　貝塚茂樹／川勝義雄／訳　藤田勝久／解説

160001-1

めぐまれぬ境遇に生まれた英雄・豪傑が、浮世の
辛酸をなめながらも進路をひらき、やがて非業の
最期をとげていくありさまなどが、克明なリアリ
ズムをもって生き生きと描き出される。史 記 列 伝 Ⅰ

新書判 1300円

司馬遷／著　貝塚茂樹／川勝義雄／訳

160009-7

列伝後半を収めた本書には、侠客や美少年、道化
役者や学者や商人ら、社会各層のさまざまな人物
が登場する。権威に屈せず信念に従って行動した
そうした人びとの生涯を記した史家の絶唱。史 記 列 伝 Ⅱ

新書判 1950円

下村治／著　宮﨑勇／解説

160109-4

「実際の日本経済は美しい白鳥となる特徴をいく
つも備えている」―池田内閣の国民所得倍増計
画立案に中心的役割を果たした下村治の日本の高
度経済成長のメカニズムを体系づけた書。日本経済成長論

新書判 1200円

荀子／著　沢田多喜男／小野四平／訳　町田三郎／解説

160005-9

秦の始皇帝による天下統一までの混乱期を戦国時
代という。この時代、思想界も百家争鳴、すべて
の思想が出つくした。儒家の中の異端にして、中
国古代哲学を総合した荀子の説を収録。荀 子
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新書判 1750円

聖徳太子／著　中村元／早島鏡正／訳　田村晃祐／解説

160095-0

漢字、漢文、儒教と並んで古代の東アジアに共通
した文明媒体・仏教。聖徳太子は仏教立国を目指
し文明化への道を選択する。太子の理想の根幹に
あったものは何か。思想と行蔵を探る。勝鬘経義疏　維摩経義疏（抄）

新書判 1300円

聖徳太子／著　瀧藤尊教／田村晃祐／早島鏡正／訳　田
村晃祐／解説

160096-7

東アジアの一角で声をあげた「日出づる処の天
子」。推古天皇の摂政となる聖徳太子の仏教理解
とその足跡を追い、仏教導入で日本統一を目指し
た太子の政治家としての実像を映す。法華義疏（抄）十七条憲法　

新書判 1750円

ショーペンハウアー／著　西尾幹二／訳　鎌田康男／解説

160069-1

ショーペンハウアーの魅力は、ドイツ神秘主義と
18世紀啓蒙思想という相反する二要素を一身に合
流させていたその矛盾と二重性にある。いまその
哲学を再評価する時節を迎えつつある。意志と表象としての世界Ⅰ

新書判 1650円

ショーペンハウアー／著　西尾幹二／訳

160070-7

Ⅰには、全４巻中、第１巻の認識論と第２巻の自
然哲学を収録したが、Ⅱでは、第３巻の芸術哲学
と第４巻の倫理学の一部を収める。芸術好きの読
者は、まずこのⅡから読み始めてもいい。意志と表象としての世界Ⅱ

新書判 1550円

ショーペンハウアー／著　西尾幹二／訳

160071-4

「生きんとする意志」を重厚に描写してきたこの
大作は、最後の四節で「意志の否定」というフィ
ナーレが鳴り響く。ショーペンハウアー自身が「い
ちばん厳粛な部分」と呼んだ最終巻。意志と表象としての世界Ⅲ

新書判 1650円

ジョン・ラスキン／著　飯塚一郎／木村正身／訳　富士川義
之／解説

160103-2

俗流経済学を批判し経済学こそ個人の福祉、社会
福祉に立ち戻るべきと論断し、自然は神の栄光の
現れと芸術に接近して、ヴィクトリア朝下の人間
復興を目指した論集。この最後の者にも　ごまとゆり

新書判 1450円

ジョン・ロック／著　宮川透／訳　一ノ瀬正樹／解説

160098-1

経験論の立場から近代市民社会の原理を確立した
ロック。彼の思想の骨格は、民主主義と立憲制の
有益制であり、名誉革命でその正当性を現実的に
証明したことにある。統 治 論

新書判 1600円

ジンメル／著　石川晃弘／鈴木春男／訳　大鐘武／解説

160123-0

コントの系譜を継ぐ「世紀の転換期の世代」の社
会学者の第一作。都市化・産業化の進む時代の転
換期に、個人は他の諸個人とどういう関係性を保
ち、発展できるのか。

社会的分化論
社会学的・心理学的研究

新書判 1500円

親鸞／著　石田瑞麿／訳　山折哲雄／解説

160047-9

それまで浄土教に宿命的に負わされていた死後の
宗教というイメージを脱皮して、この現世を生き
抜く宗教に蘇生させた親鸞。その二つの代表的著
作が、分かりやすい現代語訳で読める。歎異抄　教行信証Ⅰ

新書判 1450円

親鸞／著　石田瑞麿／訳

160050-9

阿弥陀如来の救済力は有限なのか無限なのか。人
間の根元悪は、阿弥陀如来への信によってはたし
てのり越えられるのか、のり越えられないのか。
この問いと格闘した親鸞、思索の結晶。歎異抄　教行信証Ⅱ
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新書判 1250円

杉本秀太郎／亀井俊介／朱建栄／白石隆／三谷太一郎／
中西進／著

160081-3

自分が長らく親しんできた古典をとりあげ、その
本当の面白さ、味わい方を語る。古くは日本の『万
葉集』『平家物語』から、新しくはハルバースタ
ムの『ベスト＆ブライテスト』まで。古典の扉　第２集

新書判 1450円

杉田玄白／著　芳賀徹／緒方富雄／楢林忠男／訳　芳賀
徹／解説

160068-4

一学を開いてゆく者の不安とスリルとよろこびを
伝える回想録「蘭学事始」の他に、医者の社会的
位置を諷した「犬解嘲」、自分の肉体の老耄ぶり
の検証の記録「耄耋独語」などを収録。蘭学事始ほか

新書判 1800円

鈴木貫太郎／著　小堀桂一郎／校訂

160140-7

海軍将校から軍中枢へ、侍従長や枢密院議長を務
め、果ては総理大臣として「大日本帝国」の最期
を看取って郷里に引いた男。知性と逸話に恵まれ
たその歩みとは。鈴木貫太郎自伝

新書判 1700円

鈴木大拙／著　橋本峰雄／校注　桐田清秀／解説

160102-5

禅体験と浄土教研究を通じて霊性（仏教的意識）
を確立した大拙が著した代表作。その境地の大き
さと深さが遺憾なく発揮され日本思想史上特筆さ
れるべき名著である。日 本 的 霊 性

新書判 1900円

スピノザ／著　工藤喜作／斎藤博／訳　工藤喜作／解説

160094-3

ユークリッド幾何学の形式に従い、神と人間精神
の本性を定理と公理から〈神即自然〉を演繹的に
論証する。フィヒテからヘーゲルに至るドイツ観
念論哲学に決定的な影響を与えた。エ テ ィ カ

新書判 1550円

荘子／著　森三樹三郎／訳　池田知久／解説

160016-5

自己の内面に向って沈潜しつつ思索する重さ。自
己の外面に向って飛翔しつつ人間の自由と独立を
獲得してゆく軽さ。重厚と軽妙が見事に交錯する、
古代中国の最も魅力に富む思想。荘 子 Ⅰ

新書判 1600円

荘子／著　森三樹三郎／訳

160019-6

深遠にして奔放な思考をつたえる卓抜な寓話とア
フォリズム。人間としての真の生を定立し世界の
主宰者となるために、あらゆる言語表現を駆使し
て窮極の目標「道」を探究する。荘 子 Ⅱ

新書判 1600円

孫文／著　島田虔次／近藤秀樹／堀川哲男／訳　並木頼
寿／解説

160089-9

帝国主義の世界秩序に翻弄される清朝。国民国家
たれと国民の覚醒を願い、近代化を急ぐべきと説
く孫文は“民族主義”を選択しながらも、日本に
も「東洋の王道国家たれ」と叱咤する。三民主義（抄）ほか

新書判 1850円

高橋是清／著　井上寿一／解説

160121-6

近代日本が産んだ最高の財政家であり、政党政治
家の雄であった著者の折々の回顧。自由主義者の
深い思索と広い知見が多くの示唆を与え、その真
骨頂が窺える。随 想 録

新書判 2100円

高橋是清／著　上塚司／編

160145-2

ケインズに学ばず独自の理解と政策で景気失速を
急回復したダルマ蔵相。高橋が古典理論に束縛さ
れず、現実に即した政策を選択できたのはなぜか。
その経済眼を知る。経 済 論
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新書判 1650円

竹山道雄／著　芳賀徹／解説

160122-3

戦後流行の左翼思想に戦時中のナチスとの等質性
を見た著者は、左右両翼の全体主義に強い拒否感
を示す。『ビルマの竪琴』で繊細な感受性を示し
た自由主義者の批判。昭和の精神史

新書判 1550円

谷崎潤一郎／著　千葉俊二／解説

160023-3

関東大震災後、関西に移住し、東京に戻ることの
なかった谷崎にとって東京はもはや「故郷」では
なかった。谷崎は関西に何を見出したのか。日本
の風土と美の本質を語る11篇を収録。陰翳礼讃　東京をおもう

新書判 1400円

T・S・エリオット／著　照屋佳男／池田雅之／監訳

160143-8

文化は意識的に改良できない。そして、階級なき
社会は、文化なき社会である。文化の生長・存続
にとって肝要な条件とは何か。発表当時から論争
を呼んでいるエリオット文化論の白眉。文化の定義のための覚書

新書判 1600円

デカルト／著　野田又夫／井上庄七／水野和久／神野慧一
郎／訳　神野慧一郎／解説

160012-7

「西欧近代」批判が常識と化したいま、デカルト
の哲学はもう不要になったのか。答えは否である。
現代はデカルトの時代と酷似しているからだ。そ
の思索の跡が有益でないわけはない。方法序説ほか

新書判 1500円

デカルト／著　井上庄七／森啓／野田又夫／訳　神野慧一
郎／解説

160033-2

デカルト道徳論のかなめは欲望の統御にあり、「高
邁」の精神こそはあらゆる徳の鍵である。形而上
学的次元における心身二元論と日常的次元におけ
る心身合一とをつなぐ哲学的探究。省察　情念論

新書判 1800円

トゥキュディデス／著　久保正彰／訳

160144-5

27年間のペロポネソス大戦争は何をもたらした
か。アテナイは敗北して衰弱しスパルタは勝利し
て結局疲弊する。勝者はいたのか？　古代人の教
訓を忘れてはならない。戦 史

新書判 1600円

内藤湖南／著　礪波護／責任編集　礪波護／解説

160065-3

いまほど中国を、全体として捉える視点が必要な
ときはない。そしてそれを持っているのが日本の
シナ学の開祖、湖南である。その主要論考「東洋
文化史研究」「支那史学史」等を収録。東 洋 文 化 史

新書判 1700円

永井陽之助／著　櫻田淳／解説

160136-0

脱イデオロギー時代を見通し、日本の可能性と選
択の必然を説く日本外交、国際政治論。リアリズ
ムを重視し、非武装中立の幻想や過度な軍事力依
存の虚妄を剥ぐ。平 和 の 代 償

新書判 1700円

永井陽之助／著

160141-4

戦後東アジアの国際環境は「冷戦」が規定した。
ソ連参戦に先立って原爆投下に踏み切った米の真
意はどこにあったのか。冷戦の実相とその解釈論
争に照明をあてる。

冷 戦 の 起 源
戦後アジアの国際環境Ⅰ

新書判 1600円

永井陽之助／著

160142-1

東アジアの国際環境はいかにかくあるのか。米ソ
の暗闘が世界分割を産みだし、それ故に再統合や
世界秩序形成が遅れた歴史の皮肉を各種史資料か
ら徹底的に分析する。

冷 戦 の 起 源
戦後アジアの国際環境Ⅱ
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新書判 1850円

中沢洽樹／訳　関根清三／解説

160072-1

人類の精神史に数え切れない影響をもたらしてき
た始原の物語り。聖書は信ずべきもので、読むも
のではないという通念を離れて、この文学性を重
視した格調ある訳文に触れてみよう。旧 約 聖 書

新書判 1650円

夏目漱石／著　加藤典洋／解説

160020-2

漱石が近代日本の「根無し草」性を生き抜くこと
でつかんだ、ヨーロッパからの移入ではない自前
のリベラルな個人主義とはどのようなものだった
のか。主要な講演とエッセイ11篇。私の個人主義ほか

新書判 1550円

奈良本辰也／駒敏郎／訳　菅野覚明／解説

160090-5

泰平の世に警鐘を鳴らし元禄武士の惰弱を嗤い、
死と狂を背景に武士たる者の生きる道と忠誠観念
を説いた“葉隠武士道”。山本常朝が言揚げした「死
狂い」の極北にあるものはなにか。葉 隠 Ⅰ

新書判 1500円

奈良本辰也／駒敏郎／訳

160091-2

鍋島藩草創期の人物の遺訓、教訓、歴史、エピソー
ドを交え、『葉隠』成立の背景を語る山本常朝。
そのしたたかな武士道観がいかに誕生したのか、
武士道のもつ意義を明らかに示す。葉 隠 Ⅱ

新書判 1600円

ニーチェ／著　手塚富雄／訳　三島憲一／解説

160028-8

古代ペルシアの予言者ツァラトゥストラの教説
の形をとり、詩的表現を駆使して展開されるニー
チェの根本思想。近代社会に衝撃を与え、今日も
なお予言と謎にみちた、永遠の哲学書。ツァラトゥストラⅠ

新書判 1600円

ニーチェ／著　手塚富雄／訳

160031-8

「しかしすべての悦びは永遠を欲する。深い、深
い永遠を欲する！」。詩と思索のめくるめく融合。
ツァラトゥストラの教説を通してついに明かされ
るニーチェ思想の核心――永劫回帰。ツァラトゥストラⅡ

新書判 1500円

ニーチェ／著　西尾幹二／訳　西尾幹二／解説

160062-2

ギリシア悲劇の起源を問題にする体裁をとりなが
ら、ニーチェの内部に渦巻いていたあらゆる主題
が未分離のまま投げ込まれ、強い衝迫力をもって
せまってくる。今日なお「問題の書」。悲 劇 の 誕 生

新書判 1350円

日蓮／著　紀野一義／訳　紀野一義／解説

160015-8

蒙古襲来を予言し、幾多の法難にも屈することな
く、邪法を捨て法華経によれと主張した日蓮の火
を吐くような説法。『立正安国論』『開目抄』ほか
強靭な信仰を示す多数の消息を収録。立正安国論ほか

新書判 1650円

二宮尊徳／著　児玉幸多／訳　小林惟司／解説

160132-2

実践的篤農家であり、国学・儒学・仏教に通じ農
政哲学を追究する求道者でもある。そして一家、
一村、一藩の財政再建にはリアルなプロ。尊徳翁、
かく語りき。二 宮 翁 夜 話

新書判 1300円

バーク／著　水田洋／水田珠枝／訳　水田洋／解説

160044-8

本書は政治思想における保守主義の最初にして最
高の表現とされてきた。安定した進歩をめざす保
守思想が、隣国の革命を目のあたりにするなかで
誕生する事情を垣間見ることができる。フランス革命についての省察ほかⅠ
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新書判 1350円

バーク／著　水田洋／水田珠枝／訳

160046-2

「自由の美名」のもとに行われた隣国フランスの
大革命を容赦なく批判した本書は、政治的保守主
義の最高の古典となった。併せて収録した「自然
社会の擁護」は文筆家バークの処女作。フランス革命についての省察ほかⅡ

新書判 1600円

ハイデガー／著　原佑／渡邊二郎／訳　渡邊二郎／解説

160051-6

現代哲学に絶大な影響を与えつづける巨人ハイデ
ガーは、1927年に刊行された本書の斬新で犀利な
問題提起によって、20世紀の哲学界に激流を巻き
起こす衝撃的地点に立つことになった。存在と時間Ⅰ

新書判 1750円

ハイデガー／著　原佑／渡邊二郎／訳

160053-0

存在論は古代中世以来、ヨーロッパ哲学の根本課
題であった。ハイデガーはこの伝統を新たに取り
上げ直し、存在の根底を見つめ、生存の基底を直
視し、実存の深みを見定めようとする。存在と時間Ⅱ

新書判 1600円

ハイデガー／著　原佑／渡邊二郎／訳

160055-4

ハイデガー自家用本に書き込まれた欄外注記と諸
版の異同を吟味し、近年の研究成果を盛り込んだ
日本語訳と懇切な訳注。巻末に新しい年譜と詳細
な索引を付した決定版。全三巻完結。存在と時間Ⅲ

新書判 2000円

バジョット／著　小松春雄／訳　水谷三公／解説

160128-5

「大衆の時代」に国家は何をすべきか。19世紀の優
れたイデオローグが政治構造を緻密に分析し、「威
厳」と「機能」による支配の有効性を説くリアリ
ズム政治論。イギリス憲政論

新書判 1650円

パスカル／著　前田陽一／由木康／訳　塩川徹也／解説

160014-1

近代ヨーロッパのとば口に立って、進歩の観念を
唱導し良心の自由を擁護しながら、同時に合理主
義と人間中心主義の限界と問題性に鋭い疑問の刃
を突きつけた逆説的な思想家の代表作。パ ン セ Ⅰ

新書判 1550円

パスカル／著　前田陽一／由木康／訳

160017-2

科学者でありキリスト者であったパスカルは、ま
た比類なき人間探究者でもあった。その理科的才
能（幾何学の精神）と文科的才能（繊細の精神）
の見事な融合が『パンセ』に結実する。パ ン セ Ⅱ

新書判 1600円

林達夫／著　中川久定／解説

160080-6

戦前と戦後を通じて、学問とジャーナリズムの両
域にわたり、稀有の自由な精神を堅持しつつ飽く
ことなく知的冒険を求めてきたアンシクロペディ
ストたる著者。その二つの論集を収録。歴史の暮方　共産主義的人間

新書判 1350円

原勝郎／著　今谷明／解説

160127-8

和漢に通じた宮廷文化人・三条西実隆の生活をと
おして、同時代の公家の生活・文化を描く史論の
傑作。東山時代の諸相をあますことなく格調高い
名文に凝縮する。東山時代に於ける一縉紳の生活

新書判 1450円

ハロッド／著　宮崎義一／訳　中村隆之／解説

160129-2

従来の「加速度理論」とケインズの「乗数理論」
の関係を解き、ミクロがマクロに与える影響から
物価と利潤を考察して景気変動を論じた、ケイン
ズ経済学の好著。景 気 循 環 論
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新書判 1450円

伴蒿蹊／著　中野三敏／校注　中野三敏／解説

160078-3

内容の富贍、文章の暢達、選択の妙趣、挿画の雅
致、何れをとっても申し分のない、これこそ十七、
八世紀江戸に実在した人々の生活と意見を一種の
香気に包んで提示してくれる絶妙の著作。近 世 畸 人 伝

新書判 1550円

ヒューム／著　土岐邦夫／小西嘉四郎／訳　一ノ瀬正樹／
解説

160119-3

ニュートンの経験的実証的方法を取り入れ、日常
的な経験世界の観察を通して人性の原理を解明し、
その人間学の上に諸学問の完全な体系を確立しよ
うとした。イギリス古典経験論の掉尾を飾る書。人 性 論

新書判 1400円

福沢諭吉／著　坂本多加雄／解説

160042-4

明治という時代は、個人の努力と実力主義の精神
によって導かれた。その新しい人生観・社会観を
正面から展開したのが「学問のすすめ」だった。
今こそ健康な明治の息吹に触れる時だ。学問のすすめ ほか

新書判 1350円

藤本勝次／伴康哉／池田修／訳　池田修／解説

160034-9

コーランは、アッラーが預言者ムハンマドに下し
た啓示を集録したイスラムの聖典。神の言葉その
ものとして、ムスリムにとって正邪善悪に関する
判断の窮極的な拠り所とされている。コ ー ラ ン Ⅰ

新書判 1500円

藤本勝次／伴康哉／池田修／訳

160037-0

コーランの文体は多様であるが、中心にあるのは
超越的存在としての神である。ムスリムは神の意
志をそのまま受け止め、来世における至福を願っ
て現世で善行に励まなければならない。コ ー ラ ン Ⅱ

新書判 1750円

プラトン／著　田中美知太郎／藤澤令夫／訳　藤澤令夫／
解説

160022-6

前399年ソクラテスの刑死事件からプラトンの著
作活動が始まった。師を弁明するための真剣な営
為、それが哲学誕生の歴史的瞬間だった。対話篇
の迫力を香気ゆたかに伝える名訳。ソクラテスの弁明ほか

新書判 1850円

フランクリン／著　渡邊利雄／訳　渡邊利雄／解説

160073-8

しばしば「典型的なアメリカ人」と呼ばれるフラ
ンクリン。彼の生涯と思想のなかにアメリカ人す
べての性格や特徴が体現されているというのだ。
意欲的な新訳が無類の面白さを伝える。フランクリン自伝

新書判 1800円

ブルーノ・タウト／著　篠田英雄／訳　斉藤理／解説

160106-3

桂離宮論で知られるタウトの日本文化論。日本の
各地を探訪したこの異能のドイツ人に畳や障子、
床の間や囲炉裏、蚊帳を吊る日本家屋の構造はど
う映じていたのか。日 本 雑 記

新書判 1400円

ブルクハルト／著　柴田治三郎／訳　樺山紘一／解説

160026-4

近代ヨーロッパの母胎はルネサンスを担った人び
とであろう。そのルネサンス人を透徹した史眼と
流動感溢れる文体で、独創的個性を発揮する人間
類型として描いた文化史学最高の名著。イタリア・ルネサンスの文化Ⅰ

新書判 1350円

ブルクハルト／著　柴田治三郎／訳

160029-5

旅行熱とともに人びとは風景美を発見した。都市
とそこでの動的な生活を描写し始めた。人間の外
面の描写も始まった。すなわち、世界と人間を発
見したのだ。それが時代の精神だった。イタリア・ルネサンスの文化Ⅱ
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新書判 2400円

ブロイアー／フロイト／著　金関猛／訳

160139-1

「近代精神分析学は、ここからはじまった」。二人
の知性の共同研究がもたらした果実は「心的メカ
ニズム」の解析だった。「心」の有り様を科学的
に問い直した名著。ヒステリー研究〈初版〉

新書判 1450円

フロイト／著　懸田克躬／訳　新宮一成／解説

160008-0

人間にとっての最後の謎であった「無意識」。そ
の扉をあけて、そこに首尾一貫した説明をほどこ
そうとしたフロイト。本書こそ、人間の心に関す
る現代の見解すべての根源となった。精神分析学入門Ⅰ

新書判 1300円

フロイト／著　懸田克躬／訳

160011-0

精神の働きは無意識の記憶から強い干渉を受けて
いる。その「無意識の科学」の存在を人びとに理
解させようとした書。Ⅰのしくじり行為、夢の分
析に続き、Ⅱはノイローゼ諸現象を扱う。精神分析学入門Ⅱ

新書判 1550円

フロイト／著　金関猛／訳　金関猛／解説

160120-9

理性的だと信じる事柄に実は狂気が混じっていは
しないか―パラノイア患者本人に一度も対面す
ることなく、その著作を読み解き、下したフロイ
ト唯一の症例論の待望の新訳。シュレーバー症例論

新書判 1900円

フロイト／著　金関猛／訳

160133-9

患者の言葉、仕草から解析するフロイトの思索の
方法をたどるには、オリジナルな〈初版〉こそ宝
庫である。様々な夢を聞き出し表象の連鎖から多
様な意味を読み取る。夢解釈　〈初版〉上

新書判 1800円

フロイト／著　金関猛／訳

160134-6

さまざまな夢に精神分析学的解釈を加えたフロイ
ト。われわれの深層心理に眠るものを摘出し、そ
の可能性と限界を描き出しながら、現代人の不安
の根底を探り出す。夢解釈　〈初版〉下

新書判 1550円

プロティノス／著　田中美知太郎／水地宗明／田之頭安彦
／訳

160099-8

世界、あるいは全存在の構造を認識したいとする
欲求と自己を至高のものへ同一化したい憧憬…

「すべてのものの上にある神に近づき、合一する」
ことを願った哲学書。エネアデス（抄）Ⅰ

新書判 1550円

プロティノス／著　田中美知太郎／水地宗明／田之頭安彦
／訳

160100-1

プラトン哲学に師事したプロティノスはプラトン
に独自の解釈を加え、このプラトン像はやがて西
洋の哲学的伝統に生き続け、キリスト教神学が求
める古典哲学となる。エネアデス（抄）Ⅱ

新書判 1500円

ヘーゲル／著　藤野渉／赤沢正敏／訳　長谷川宏／解説

160018-9

「ミネルヴァの梟は黄昏を待って飛翔する」。哲学
を指すこの有名なフレーズは、ヘーゲル最後のこ
の主著の中に出てくる。法とは正義のこと、本書
はまさしく社会正義の哲学といえる。法 の 哲 学 Ⅰ

新書判 1500円

ヘーゲル／著　藤野渉／赤沢正敏／訳

160021-9

「理性的なものは現実的であり、現実的なものは
理性的である」という有名なことばは、本書の序
文に出てくる。主観的な正しさより客観的な理法、
正義を重んじたヘーゲル最後の主著。法 の 哲 学 Ⅱ
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新書判 1400円

ベルクソン／著　坂田徳男／三輪正／池辺義教／飯田照明
／池長澄／訳　檜垣立哉／解説

160035-6

ベルクソン哲学の方法は直観である。その正確な
意味を明かす「哲学的直観」、珠玉の名品「形而
上学入門」、生命の哲学的把握「意識と生命」の
ほかに「心と身体」「脳と思考」を収録。哲学的直観ほか

新書判 1300円

ベルクソン／著　森口美都男／訳　杉山直樹／解説

160060-8

概念や言葉、表象などに結晶化する以前に、それ
とは別の場所で端的に働いている力がある。そう
した場所についての時空的見取図をつくりあげよ
うとした「生の哲学者」の最後の主著。道徳と宗教の二つの源泉Ⅰ

新書判 1350円

ベルクソン／著　森口美都男／訳

160061-5

従来の道徳論や宗教論のテーマは、かえって探求
の障害にさえなる。そう考えた「生の哲学者」ベ
ルクソンが、視界をもっぱら人間という存在に絞
り込んで展開した社会哲学、歴史哲学。道徳と宗教の二つの源泉Ⅱ

新書判 1500円

ホイジンガ／著　堀越孝一／訳　堀越孝一／解説

160000-4

絶望と歓喜、残虐と敬虔、人びとの生活を彩る対
極的な激情をとらえ、真の中世像を定着させた名
著のオランダ語原典による完訳。目もあやな中世
社会のページェントが次々と展開される。中 世 の 秋 Ⅰ

新書判 1400円

ホイジンガ／著　堀越孝一／訳

160006-6

やがて来るルネサンスの前夜、人びとはその予兆
を聴いていたのか、いまだ知るべくもなかったの
か。中世末期の文化の基調を、人々の信仰生活、
絵画を中心とする芸術の中に探りあてる。中 世 の 秋 Ⅱ

新書判 1800円

ホッブズ／著　永井道雄／上田邦義／訳　川出良枝／解説

160107-0

自然状態では万人が万人と闘って死滅するのを恐
れた人間が契約によって創りだした国家を巨大な
怪物リヴァイアサンにたとえ、その根拠を探求し
た政治学の古典中の古典。二十五章までを収める。リヴァイアサンⅠ

新書判 1800円

ホッブズ／著　永井道雄／上田邦義／訳

160108-7

真の信仰は何を意味するのか。ローマ法王庁の支
配を否定し、宗教から独立する王権の絶対権力確
立を説く。近代思想に大きな影響を及ぼした大著
の二十六章以降を収め、年譜、索引を付す。リヴァイアサンⅡ

新書判 1600円

マキアヴェリ／著　池田廉／訳　池田廉／解説

160002-8

15世紀末イタリア、祖国フィレンツェが置かれた
危機的状況のなかでこの『君主論』は誕生した。
あらゆる道徳の仮面を剥ぎとり、力の概念による
政治独自の法則を見抜いた不朽の名著。君 主 論

新書判 1350円

町田三郎／訳　湯浅邦弘／解説

160125-4

「武」という字は「戈を止める」と書く。兵法の
書でありながら戦略にとどまらず、人事万般にわ
たる智慧を収める。人生の深奥に触れるさまざま
の教訓をちりばめる。孫 子

新書判 1650円

マンハイム／著　高橋徹／徳永恂／訳　徳永恂／解説

160086-8

「単独の個人が思考する、というのは誤りである。
個人は、彼以前に他人が考えてきている思考に加
わる、といったほうがよい」。思考の社会的起源
を厳密に追求しようとした知識社会学の誕生。イデオロギーとユートピア
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新書判 1500円

三熊花顛／著　伴蒿蹊／補　中野三敏／校注　中野三敏
／解説

160087-5

本阿弥光悦、石川丈山、横井也有、英一蝶……。
江戸という時代に天真爛漫に暮らした人々の有名
無名の逸話集。あなたに、こうした無邪気さ、人
なつこさ、ゆかしさを持つ風雅な友はいますか。続近世畸人伝

新書判 1450円

宮崎市定／著　礪波護／解説

160027-1

「歴史学なるものは本来世界史たるべきものであ
る」。世界史的視野に立つ卓抜な構想と闊達な歴
史叙述。20世紀の日本を代表する東洋史学者、宮
崎市定の代表的論文６篇を収録。ア ジ ア 史 論

新書判 2100円

宮崎市定／著　礪波護／解説

160112-4

現代の林彪、毛沢東から北宋の司馬光、王安石まで、
各時代二人の政治論文を選び出し、比較検討しな
がら倒叙法的に並べ論評する。中世以後の中国社
会の変遷を一望し、政治の本質と病根を探る。

中国政治論集
王安石から毛沢東まで

新書判 1850円

村上泰亮／著　清川雪彦／解説

160118-6

構造・機能分析を拡充した独創的方法によって先
進国の病理と日本近代化の構造を分析し（第一
部）、近代経済学の方法に再検討を加えて独自の

〈超分析的方法〉を提唱する（第二部）論文集。産業社会の病理

新書判 1800円

モンテーニュ／著　荒木昭太郎／訳　荒木昭太郎／解説

160038-7

フランス人の教養と思考の中核はモンテーニュに
よって養われてきた。一つ一つの事柄にたいして
の自分の判断力のためし、その結果報告がこの『エ
セー』である。枕頭の書に相応しい。

エ セ ー Ⅰ
―人間とはなにか

新書判 1500円

モンテーニュ／著　荒木昭太郎／訳

160040-0

「後悔について」「暇な状態について」「うぬぼれに
ついて」などを収録。自己のありように従って思
考し表現するよう駆りたてる、ある波動のような
ものが読者の胸に湧き起こってくる。

エ セ ー Ⅱ
―思考と表現

新書判 1750円

モンテーニュ／著　荒木昭太郎／訳　本村凌二／解説

160049-3

「高い身分の具合のわるさについて」「子どもたち
にたいする父親たちの愛情について」「むなしさ
について」などを収録。あたかも読者を相手に座
談、歓談を楽しんでいるかのようだ。

エ セ ー Ⅲ
―社会と世界

新書判 1350円

モンテスキュー／著　井上幸治／訳　本村凌二／解説

160104-9

「ローマ人の歴史の中には人間科学の素材がすべ
て揃っている」とは丸山真男の言。同時代の歴
史を見る反証として、旧体制に生きたモンテス
キューの視線に何が映るか。ローマ盛衰原因論

新書判 2100円

ヤスパース／著　小倉志祥／林田新二／渡邊二郎／訳　中
山剛史／解説

160124-7

「実存哲学」は専門知を利用しながら、さらにそ
れを超えた思惟であると説き、人はその思惟を手
にしてはじめて人となるとする現代「実存主義」
の基礎文献。哲 学

新書判 1550円

柳田国男／著　加藤秀俊／解説

160013-4

「毎日我々の眼前に出ては消える事実のみによっ
て、立派に歴史は書ける」。柳田の鋭敏な観察の
結実である本書は、「世相史」の書物という以上に、
現代「社会学」入門の書でもある。明治大正史　世相篇
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新書判 1250円

柳田聖山／訳　柳田聖山／解説

160063-9

唐朝末期、動乱の河北地方。灰燼の中にぬっくと
立ち上がる臨済義玄の熱喝。既成教学の権威に拠
らず、個々の人間主体を無条件に肯定し、その完
全な発揮を求める。禅語録の最高峰。臨 済 録

新書判 1550円

ユング／著　吉村博次／訳　河合俊雄／解説

160131-5

スイスの精神医学者ユングは、こころの働きを重
視し、内向型と外向型、意識と無意識を解明する
ことで独自の分析心理学の体系を打ち立て、精神
医学に影響を与える。心理学的類型

新書判 1550円

吉田松陰／著　松本三之介／田中彰／松永昌三／訳　松
本三之介／解説

160025-7

誠心の極限としての死は、永遠の生命をもち、人
を感化しつづけ状況転換を可能にするという確信
に支えられた松陰独自の透明な思想世界。表題作
ほか「回顧録」「留魂録」などを収録。講孟余話ほか

新書判 1600円

ライプニッツ／著　清水富雄／竹田篤司／飯塚勝久／訳
下村寅太郎／解説

160074-5

全哲学史を通じて最大の博学博識の思想家といわ
れるライプニッツ。その思想は、多元的、発散的、
流動的なものの中に、すなわち多様そのものの中
に、「調和」をもとめるものだった。モナドロジー　形而上学叙説

新書判 1350円

良寛／著　柳田聖山／解説

160039-4

今日さまざまなエピソードとともに語られる良寛
は歴たる曹洞宗の禅僧であった。その漢詩集を精
読し、禅僧良寛が燃やしつづけた詩魂に触れるこ
とによって、真実の良寛像が見えてくる。良寛道人遺稿

新書判 1750円

ルソー／著　小林善彦／井上幸治／訳　小林善彦／解説

160079-0

ルソーには近代の全てがある、といわれる。した
がって、彼に対する批判は他方で、「反近代」の
思想の流れもつくった。変革期が生んだ天才的な
詩人思想家の二つの代表作を収録する。人間不平等起原論　社会契約論

新書判 1450円

レヴィ＝ ストロース／著　川田順造／訳　川田順造／解説

160004-2

文化人類学者による「未開社会」の報告はおびた
だしい数にのぼるが、この本は凡百の類書をはる
かに超える、ある普遍的な価値にまで達した一個
の作品としての通用力をもっている。悲しき熱帯Ⅰ

新書判 1550円

レヴィ＝ ストロース／著　川田順造／訳

160007-3

現存するもっとも偉大な人文学者レヴィ＝スト
ロースのもっとも代表的な著作、それが本書であ
る。Ⅱは、ブラジルの現地調査で得た民族誌的知
見があますところなく盛りこまれている。悲しき熱帯Ⅱ
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Ａ５判 1600円

池田理代子／著

001559-5

フランス国王ルイ16世と王妃マリー･アントワ
ネットの近衛連隊長オスカルは、父の意志で男と
して育てられた。その美貌は宮廷の女性の憧れの
的であった。愛と策謀渦巻く宮廷劇の大作。

中公愛蔵版

ベルサイユのばら１

Ａ５判 1600円

池田理代子／著

001560-1

吹き荒れる革命の嵐の中で、オスカルは女性とし
ての愛を知っていく。心からオスカルを見守るア
ンドレの深い愛の行方は……。愛と策謀渦巻く宮
廷を巡る大長編。堂々のフィナーレ！

中公愛蔵版

ベルサイユのばら２

Ａ５判 1200円

池田理代子／著

001898-5

宮廷に潜む泥棒貴族、人買いの修道女、薬で民
衆を虜にする女祈祷師……。革命前夜フランスに
跳梁する一味を相手にオスカルの姪おてんばル・
ルーがオスカル、アンドレを率いて大活躍。

中公愛蔵版

ベルサイユのばら外伝

Ａ５判 1800円

中沢啓治／著

002581-5

1945年8月6日広島に落とされた原子爆弾。著者の
体験をもとに、強く明るく生きる少年・中岡元の
姿を通して、原爆の恐ろしさ、生命の尊さ、そし
て平和への強い願いをこめて描いた名作。

中公愛蔵版

はだしのゲン１

Ａ５判 1800円

中沢啓治／著

002582-2

隆太の拳銃発砲事件をきっかけにやくざとなった
元だがやがて足を洗い、やり直すため、自分たち
の家を建てる。そんなある日、元たちの母親が突
然、血を吐いて倒れてしまった……。

中公愛蔵版

はだしのゲン２

Ａ５判 1800円

中沢啓治／著

002583-9

級友に生きる希望を持ってほしいと頑張った中学
を卒業し、看板屋に就職し、生活と絵の勉強を両
立させようと考えた元だが……。そこで働く職人
と喧嘩し、翌日納める絵を破ってしまう。

中公愛蔵版

はだしのゲン３

Ａ５判 1800円

水木しげる／著

001718-6

現代に民話の世界を復活させた国民的ヒーロー鬼
太郎とネズミ男の妖怪退治の大活劇。原稿がある
ものすべてを全5巻に収録した鬼太郎漫画の決定
版。

中公愛蔵版

ゲゲゲの鬼太郎　１

Ａ５判 1800円

水木しげる／著

001719-3

現代に民話の世界を復活させた国民的ヒーロー鬼
太郎とネズミ男の妖怪退治の大活劇。原稿がある
ものすべてを全5巻に収録した鬼太郎漫画の決定
版。

中公愛蔵版

ゲゲゲの鬼太郎　２
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Ａ５判 1800円

水木しげる／著

001720-9

現代に民話の世界を復活させた国民的ヒーロー鬼
太郎とネズミ男の妖怪退治の大活劇。原稿がある
ものすべてを全5巻に収録した鬼太郎漫画の決定
版。

中公愛蔵版

ゲゲゲの鬼太郎　３

Ａ５判 1800円

水木しげる／著

001721-6

現代に民話の世界を復活させた国民的ヒーロー鬼
太郎とネズミ男の妖怪退治の大活劇。原稿がある
ものすべてを全5巻に収録した鬼太郎漫画の決定
版。

中公愛蔵版

ゲゲゲの鬼太郎　４

Ａ５判 1800円

水木しげる／著

001722-3

現代に民話の世界を復活させた国民的ヒーロー鬼
太郎とネズミ男の妖怪退治の大活劇。原稿がある
ものすべてを全5巻に収録した鬼太郎漫画の決定
版。（解説･呉智英）。

中公愛蔵版

ゲゲゲの鬼太郎　５

Ａ５判 1000円

荒巻義雄／原作　飯島祐輔／作画

410473-8

新人新聞記者亜由美は、取材に向かう機内で事故
に遭い、病室で気がつくのだが……。荒巻義雄の
原作を元に、飯島祐輔が自在な発想で描く、血沸
き肉躍る問答無用の架空戦記漫画の傑作。

コミック・スーリ・スペシャル

コミック 新旭日の艦隊①

Ａ５判 1000円

荒巻義雄／原作　飯島祐輔／作画

410477-6

ついに後世第三次世界大戦勃発！  潜水戦艦日本
武尊は第三帝国海軍の拠点アカバ湾を殱滅すべく
作戦行動を起こす。そんな中で、突然の人事不省
に陥る亜由美。その裏で起こったのは……。

コミック・スーリ・スペシャル

コミック 新旭日の艦隊②
紅海潜航三〇〇〇キロ

Ａ５判 1000円

荒巻義雄／原作　飯島祐輔／作画

410479-0

決死の覚悟で敵地アカバ湾に潜入し、第三帝国
が誇る難攻不落のＵボート地中要塞港を見事に爆
砕。秘匿全速、湾内脱出をはかる超戦艦新日本武
尊に魔王ヒトラー率いる独軍の追撃が迫る。

コミック・スーリ・スペシャル

コミック 新旭日の艦隊③
スエズ運河封鎖作戦

Ａ５判 1000円

荒巻義雄／原作　飯島祐輔／作画

410482-0

全速でアカバ湾を脱出せよ！  危地よりの生還を
果たした新日本武尊に襲いかかる奇想戦艦フェル
ゼンの影。不沈艦vs最強戦艦。日独秘匿戦艦同士
の死力を尽くした戦闘のゆくえは……？

コミック・スーリ・スペシャル

コミック 新旭日の艦隊④
鬼神咆吼紅海海戦

Ａ５判 1000円

荒巻義雄／原作　飯島祐輔／作画

410484-4

強敵フェルゼンとの戦いで傷つきながらも、室蘭
秘密基地に凱旋、Ｒ砲を搭載して改装なった新日
本武尊。熾烈な諜報戦のなか、大石長官たちは新
たな戦場、南太平洋を目指し出撃する。

コミック・スーリ・スペシャル

コミック 新旭日の艦隊⑤
超秘密兵器搭載

Ａ５判 1000円

荒巻義雄／原作　飯島祐輔／作画

410486-8

第三帝国皇帝ハインリッヒ・ヒトラーは太平洋に
おける覇権を確保するため、イースター島の絶対
死守を厳命するが……。大高大統領・大石長官の
二人が考える、恐るべき秘策とは何か。

コミック・スーリ・スペシャル

コミック 新旭日の艦隊⑥
イースター島攻略戦

Ａ５判 1000円

荒巻義雄／原作　飯島祐輔／作画

410487-5

ヨーロッパ要塞攻略に王手をかけるため、北アフ
リカの第三帝国軍を撃破、紅海、地中海を確保せ
よ──秘策をその胸に秘めた砂漠の狐、ロンメル
将軍率いる自由ドイツ軍、ついに出撃！

コミック・スーリ・スペシャル

コミック 新旭日の艦隊⑦
アフリカ奪回作戦
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Ａ５判 1000円

荒巻義雄／原作　飯島祐輔／作画

410491-2

快進撃を続ける連合軍の前に突如出現した謎の独
逸新型艦。その狙いは……戦艦新日本武尊の首た
だ一つ！  怒涛の攻撃に傷つく我らが超戦艦。最
大の危機に直面した大石長官の秘策とは。

コミック・スーリ・スペシャル

コミック 新旭日の艦隊⑧
気象兵器破壊指令

Ａ５判 1000円

荒巻義雄／原作　飯島祐輔／作画

410498-1

魔艦レヴィアタンにより窮地に立つ新日本武尊を
救うべく駆けつけた新鋭艦電光！  老獪な戦術を
駆使する独艦長か、それとも、若き熱血艦長の決
断が優るのか？  南海の死闘の行方は？

コミック・スーリ・スペシャル

コミック 新旭日の艦隊⑨
灼熱のカリブ

Ａ５判 1000円

荒巻義雄／原作　飯島祐輔／作画

410499-8

超戦艦日本武尊、第三次改装なる！  快調に黒海
に迫るトロツキー軍に仕掛けられた第三帝国の巨
大な罠。影を暴くくノ一部隊に、暗殺者の毒牙が
迫る！  果たして陰謀は阻止できるのか！

コミック・スーリ・スペシャル

コミック 新旭日の艦隊⑩
超戦艦黒海突入

Ａ５判 1000円

荒巻義雄／原作　飯島祐輔／作画

410529-2

快進撃を続ける連合軍と日本武尊。連戦連勝の裏
側でついに影の政府「海の目」が動き出す。そし
てヒトラーの企む、次の策とは？  日本海軍の総
力を挙げて、ケネディ暗殺を阻止せよ！

コミック・スーリ・スペシャル

コミック 新旭日の艦隊⑪
ケネディ暗殺計画

Ａ５判 1000円

荒巻義雄／原作　飯島祐輔／作画

410535-3

日本武尊の援護をうけ、快進撃を続ける連合軍。
しかし、第三帝国軍は失地の回復を図るべく巨大
秘密兵器を投入！  地を覆い尽くす鋼鉄の砦「陸
上戦艦」果たして反撃の策はあるか？

コミック・スーリ・スペシャル

コミック 新旭日の艦隊⑫
鉄の防衛線

Ａ５判 1000円

荒巻義雄／原作　飯島祐輔／作画

410541-4

第三帝国に反旗を翻したモスクワを狙う大型核搭
載機。果たしてネオ日本武尊はその終末に間に合
うのか？  その陰で進行する、復讐兵器Ｃ計画。
その秘密のベールが、いまはずされる。

コミック・スーリ・スペシャル

コミック 新旭日の艦隊⑬
モスクワ消滅作戦

Ａ５判 1000円

荒巻義雄／原作　飯島祐輔／作画

410553-7

復讐兵器Ｃ。その名をゲシュペンスト。日本武尊
を倒すことのみを目的に作られた、独逸帝国軍最
強の秘匿兵器の秘密とは……。そして、窮地に追
い込まれた日本武尊のとる秘策とは!?

コミック・スーリ・スペシャル

コミック 新旭日の艦隊⑭
沸騰！  北極海

Ａ５判 1000円

荒巻義雄／原作　飯島祐輔／作画

410570-4

日独双方の政府の元に密かに集められる影の者た
ち。一方、劣勢の第三帝国軍は北アフリカを奪還
すべく、日本武尊の留守をついて、改造した巨神
ドンナーでジブラルタル海峡を渡るが？

コミック・スーリ・スペシャル

コミック 新旭日の艦隊⑮
ジブラルタル奪回

Ａ５判 1000円

荒巻義雄／原作　飯島祐輔／作画

410599-5

ジブラルタルを抑えた神聖第三帝国は、更に失地
を取り戻すべく、バルチック艦隊を大西洋に派遣
する。一方、米大西洋艦隊はその情報を掴み、大
西洋上は一触即発の嵐の様相を呈する。

コミック・スーリ・スペシャル

コミック 新旭日の艦隊⑯
大西洋の嵐

Ａ５判 1000円

荒巻義雄／原作　飯島祐輔／作画

410607-7

第三帝国幹部将校の亡命要請！  直ちに現地に飛
ぶくの一部隊だが……。脱出を阻止せんとする独
情報部の追跡に作戦は困難を極める！  果してそ
の帰結は？  サスペンスアクション巨編！

コミック・スーリ・スペシャル

コミック 新旭日の艦隊⑰
第三帝国包囲網完成
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Ａ５判 1000円

荒巻義雄／原作　飯島祐輔／作画

410608-4

後世世界は私になにをさせようというのか⁉　い
びつな技術力の生み出す奇想兵器。そして、第一
次大戦を生き延びた巨大な遺物の激突！ 飯島祐
輔が新旭世界にいま新機軸を放つ！

コミック・スーリ・スペシャル

コミック 新旭日の艦隊⑱
黒き巨兵の森

Ａ５判 1000円

荒巻義雄／原作　飯島祐輔／作画

410609-1

戦局の変化を鑑み、欧州への直接上陸を図る連合
国。その動きを察知した第三帝国がおくる新型潜
水艦！  輸送艦隊に襲いかかる餓狼の群れ！  圧
倒的なその圧力に対して新日本武尊は？

コミック・スーリ・スペシャル

コミック 新旭日の艦隊⑲
囮艦隊出撃せよ

Ａ５判 1000円

荒巻義雄／原作　飯島祐輔／作画

410610-7

ついに後世第三次世界大戦は重大な局面を迎え
た！  連合軍、欧州に上陸！  後退をつづける神
聖独逸第三帝国軍。そんな中で、強奪された世界
的美術品をめぐるコンゲームが展開する！

コミック・スーリ・スペシャル

コミック 新旭日の艦隊⑳
連合軍欧州上陸

Ａ５判 1000円

荒巻義雄／原作　飯島祐輔／作画

410611-4

ベルリンに迫るロンメルの元に日本から新兵器
が届けられる。念願のベルリン奪還はなるのか
……。一方、連合軍の快進撃の陰で密かに進めら
れるヒトラーの世界破滅へのたくらみとは？

コミック・スーリ・スペシャル

コミック 新旭日の艦隊�
最終兵器発動

Ａ５判 1000円

荒巻義雄／原作　飯島祐輔／作画

410612-1

復讐兵器「トリスタンとイゾルテ」によって人類
の生殺与奪の力を握ったハインリヒ。連合国にな
す術はないのか。ＮＹへの核攻撃まであと２時間。
果たして日本武尊の最後の秘策とは？

コミック・スーリ・スペシャル

コミック 新旭日の艦隊�
星に願いを

Ａ５判 1000円

荒巻義雄／原作　飯島祐輔／作画

004023-8

旭日艦隊・日本武尊の活躍の陰で静かに潜行し、
戦局を支えたＸ艦隊須佐之男号と、司令官・前原
一征の前に、独逸帝国の劣勢を憂う闇の組織「海
の目」が立ちはだかる！

CNコミックス

コミック 新旭日の艦隊　
須佐之男死闘篇　上　

Ａ５判 1000円

荒巻義雄／原作　飯島祐輔／作画

004024-5

艦の性能は互角。そして指揮官の能力も……。一
瞬も見逃せない海中での死闘！　第三次大戦の行
方を左右する「海の目」殱滅なるか⁉　もう一つ
の艦隊世界、遂に結着‼

CNコミックス

コミック 新旭日の艦隊
須佐之男死闘篇　下

新書判 800円

唐沢なをき／著

004570-7

あなたのオフィスも家庭も癒やします。読売新聞夕刊
連載中の人気４コママンガが、オールカラーでかわい
い本になりました！　柴犬・ケン太と周囲の人々が織
りなすコミカルほのぼのワールドをお楽しみください。

書籍扱いコミック

オフィス ケン太１

四六判 1500円

里中満智子／著

004551-6

漫画界の第一人者である著者が、後にブッダ（目
覚めた人）となるゴータマ・シッダールタの苦悩
に満ちた半生を描いた意欲作。

書籍扱いコミックス

若き日のブッダ
ゴータマ・シッダールタ

Ａ５判 880円

忍青龍／著　茅田砂胡／原案

003081-9

身に覚えのない豪華客船襲撃容疑で連邦警察に
追われる一匹狼の海賊・ケリー。彼の元に襲撃事
件で死亡したはずの女からメールが届き……。コ
ミックスだけのオリジナルストーリー。

CNコミックス

スカーレット・ウィザード　プラス①
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Ａ５判 1000円

鈴木理華／著　茅田砂胡／原案

003461-9

敵の罠にはまり、ケリーはサイコウェーブが創
る過去の悪夢に捕われた！  オリジナル・ストー
リー完結篇。ケリーとミリィの出逢いを描いた短
篇コミックスも収録。

CNコミックス

スカーレット・ウィザード　プラス②

Ａ５判 1000円

鈴木理華／著　茅田砂胡／原作

003657-6

クレイド宙域で宇宙船事故が多発していた。ケ
リーとジャスミンが調査を開始するが、なんとダ
イナアが変調をきたし……。女王や海賊、金銀黒
の三天使たちの活躍を完全コミック化。

CNコミックス
クラッシュ・ブレイズ
コミック・バージョン 嘆きのサイレン１

Ａ５判 1000円

鈴木理華／著　茅田砂胡／原作

003735-1

クレイド宙域をさまよいながら宇宙船を次々と航
行不能に陥れ、サイレン――歌で船人を惑わす海
の魔物――と呼ばれる艦を海賊と女王、そして最
強の感応頭脳が追いかける！

CNコミックス
クラッシュ・ブレイズ
コミック・バージョン 嘆きのサイレン２

Ａ５判 1000円

鈴木理華／著　茅田砂胡／原作

003820-4

ルウの〈天使の守護〉とサイレンの〈妖魔の誘惑〉
――ふたつの〈歌〉が満ちた宙域でファイナル・アタッ
クは始まった。サイレン篇、完結！　茅田砂胡かき
おろしシナリオによる読切中篇コミックを同時収録。

CNコミックス
クラッシュ・ブレイズ
コミック・バージョン 嘆きのサイレン３

四六判 1600円

藤子不二雄Ⓐ／著

004250-8

太平洋戦争末期、東京から疎開した少年進一と、
疎開先の山村の独裁少年タケシとの愛憎や葛藤を
迫真の筆致で描き、映画化され話題を呼んだあの
名作が新装版で再登場！新装版 少年時代（上）

四六判 1600円

藤子不二雄Ⓐ／著

004251-5

疎開少年進一と疎開先の独裁少年タケシをめぐる
学校内での軋轢・抗争はますます激化し……。太
平洋戦争末期、逞しく生きる少年たちの生き様を
描いた名作再登場！新装版 少年時代（下）
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哲学の歴史

全　集
☆この全集目録は2014年3月末日現在のデータをもとに作成いたしました。この全
集目録には品切れの巻も掲載しています。在庫状況については小社販売部（03-
3563-1431）までお問い合わせください。

哲学の歴史

●西洋哲学の歴史全体にわたり、そして個々の哲学
者の生涯と思想体系を十分に取り上げた、本格的
な哲学通史。「哲学の歴史」は、人間の叡智の宝庫
であり、現代の思想状況、そして社会を理解するう
えで最も豊かで強力な基盤を提供する

全巻
完結

【全12巻別巻１巻】
〈編集委員〉
内山勝利／小林道夫／中
川純男／松永澄夫

新書判変型

伊藤博明／編　　　　ルネサンスの見方は近年大きく転換しました。従来、輝かしい近代の幕開けと
して一面的に過大評価されてきたきらいがあったのです。古代・中世との連続性、芸術・自然思想との
交渉、オカルト的諸学への注目などから新しいルネサンス像が模索されています。革新と復古、人文
主義と宗教的熱狂、科学と魔術が渾然一体となった豊穣なルネサンス思想の諸相を、全ヨーロッパ規
模の広範な視点から捉え直す白眉の一巻です。

4 ルネサンス ……………………………………………………………… 3200円 403521-6

内山勝利／編　　　　ヘレニズム時代やローマ時代には、いわば古代におけるグローバリゼーション
が進展しました。知のフロンティアが飛躍的に拡大したのです。数学・医学・天文学といった自然学、
論理学や言語学思想も成熟をみました。世界市民たる賢者たちは、柱廊や庭園で人間と宇宙の運命に
思いを馳せ、また大いなる一者への帰還を希求しました。彼らの叡智と生き方はキリスト教思想に引
き継がれるとともに、いまなお現代人の共感を呼んでいます。

2 帝国と賢者 ……………………………………………………………… 3300円 403519-3

内山勝利／編　　　　哲学ということばは「ピロソピア（愛知）」に由来します。ギリシア人はこの世
界の多様性ばかりでなく、そもそも世界が存在することに驚き、その成り立ちと仕組みに思索を凝ら
したのです。ものごとの原理を徹底的に考えるという哲学の根本姿勢がここに生まれました。ミレト
ス学派からソクラテス・プラトン・アリストテレスにいたる古代ギリシア哲学創成期の歩みを辿り、西
洋における哲学的思索の誕生と開花の多様なドラマを跡づけます。

1 哲学誕生 ………………………………………………………………… 3500円 403518-6

中川純男／編　　　　中世は「暗黒時代」ではありません。古代の豊かな遺産を受け継ぎ、独自の充
実をもたらしました。また、哲学はつねに神学に従属していたわけではなく、むしろ相互の緊張関係
と触発のなかから精緻かつ壮大な体系が生まれました。ビザンツ世界の動向やイスラーム哲学の達成、
さらに西方と東方との交流にも目を配りながら、古代教父思想からスコラ学の総合を経てドイツ神秘
主義にいたる流れを概観し、近・現代の母胎としての中世を明らかにします。

3 神との対話 ……………………………………………………………… 3600円 403520-9
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飯田隆／編　　　　　20世紀は科学と技術の世紀でもありました。原子爆弾とコンピュータがその象
徴です。19世紀後半からの自然科学の基礎づけをめぐる試みは、無限論・集合論の深化を経て、記号
論理学・数学基礎学・言語哲学などの分野で飛躍的な成果を挙げ、それらがまた大胆な哲学的思考を
促しました。今日最も注目を集める、論理・数学・言語をめぐる知的冒険を、科学哲学・科学史研究・
エピステモロジーの歴史を辿りながら総合的に紹介します。

� 論理・数学・言語 ………………………………………………………… 3200円 403528-5

須藤訓任／編　　　　ドイツ語圏から三名の巨人が現れました。西洋哲学の本流を形成してきた合理
主義は根底的な批判にさらされ、神や形而上学や主体は死亡宣告を受けました。いずれも現実を変え
る力をもった劇薬のような思想です。その影響は現代にあってもきわめて大きく、清算あるいは葬送
されるどころか、われわれにいっそうの精読・再読を要求しています。本巻では、わが国の哲学や社
会科学と縁の深い新カント学派やＭ・ヴェーバーなども扱われます。

9 反哲学と世紀末 ………………………………………………………… 3500円 403526-1

伊藤邦武／編　　　　フランス、イギリス、アメリカの思潮を総覧します。初期社会主義、民主主義
批判、19世紀前半のイギリス哲学、進化論、プラグマティズム、草創期の社会学や記号論や科学論な
どに焦点が当てられます。拡大する資本主義の矛盾に対して、急進的な政治運動が生まれ、さまざま
な社会理論が処方されました。個と集団の関係とその再定義に関心が集中し、実践志向が高まったの
です。アメリカに独創的な思想家が輩出したのもこの時期です。

8 社会の哲学 ……………………………………………………………… 3500円 403525-4

加藤尚武／編　　　　ドイツ語の「イデアリズム」は「観念論」とも「理想主義」とも翻訳可能です。
理性主義のもとで、哲学知を徹底し、同時に近代市民社会を完成するという高邁な啓蒙の理念には、
しかし影もつきまといました。進歩の観念や理想が肥大化して悲劇に転化するのは歴史が教える事実
であり、そこにこそカントやヘーゲルを現代に生かす理由があります。批判者たちの「反啓蒙」運動
の再評価とともに、ドイツ近代哲学のアクチュアルな読み方を提示します。

7 理性の劇場 ……………………………………………………………… 3400円 403524-7

松永澄夫／編　　　　イギリスとフランスの思想家たちが主役です。世界に先駆けて市民社会を成熟
させたイギリスでは、とりわけ認識論、道徳哲学、経済思想に大きな革新が見られました。大革命前
夜のフランスではいわゆる百科全書派が急進的な思想を展開しました。人間とその社会に対して根底
的な批判が加えられ、新しいパラダイムが探求されたのです。理性の光は世界を照らし尽くせたでし
ょうか。本巻ではイタリアの先駆者ヴィーコも異彩を放ちます。

6 知識・経験・啓蒙 ………………………………………………………… 3200円 403523-0

小林道夫／編　　　　西洋哲学史のスターたちが一堂に会する世紀です。この時期、ヨーロッパ圏は
自立を果たし、世界史の表舞台に躍り出ました。デカルトの哲学が西洋近代の基調を定めました。そ
の影響は広範かつ深甚で、認識論や自然科学のみならず、政治思想、言語学、宗教批判などに及びま
す。単独者スピノザ、万能人ライプニッツ、大天才ニュートンといったデカルト批判者群像を含め、
バロックの沸き立つような知のアリーナを再現します。

5 デカルト革命 …………………………………………………………… 3600円 403522-3

野家啓一／編　　　　アウシュビッツの以前と以後を貫き、現代まで続く有力な二大学統とその展開
を扱います。ある意味で西洋思想の極相とも言えるナチズムへの応答が哲学の試金石にもなった時代
です。ユダヤ系学者の活躍と受難が目立ち、危機の認識は鋭い政治意識をともなわざるをえませんで
した。この構図は「最後の哲学者」ハイデガーとの思想対決とも置き換えられるでしょう。ホロコー
ストの後で哲学は可能か。いまだに答えられていない問いです。

� 危機の時代の哲学 ……………………………………………………… 3500円 403527-8

鷲田清一／編　　　　現代フランス哲学の系譜学とも言うべき構成です。ベルクソンに始まるフラン
ス独自の伝統は、ドイツ哲学や英米哲学の積極的な摂取とあいまって、とりわけ20世紀後半の世界哲
学を主導してきました。多彩な人材が繰り広げる先鋭な思考は、狭義の哲学にとどまらず、言語学・
精神分析学・人類学・歴史学などの分野でも大きな貢献をなしました。わが国に対する影響力が最も
大きいという意味でも、掉尾を飾るにふさわしい一巻です。

� 実存・構造・他者 ………………………………………………………… 3700円 403529-2
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哲学史に関する論考、鼎談、インタヴューに加え、追補コラム19本。全12巻を使いこなす上で不可欠
な総索引は、〈人名〉、〈書名・論文名・雑誌名〉、さらに、重要な概念語やキーワードを含む〈事項〉の
三つのパートからなります。巻末には、複数巻に分載されていた17世紀以降の哲学史年表を統合・拡
充して収めました。執筆者ら150人超に行った読書アンケートも興味深い読み物です。思考の水先案
内人として座右にお置きください。

別巻…………………………………………………………………………… 3500円 403530-8
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新装　日本の詩歌

●近代詩歌の絶唱を体系的に編集
●懇切な〈鑑賞〉を付す本文二色刷
●理解と愛情をこめた伝記〈肖像〉
●魅惑の詩境を展開する口絵写真

全巻
完結

【全30巻別巻1巻】
〈編集委員〉
伊藤信吉／伊藤整／井上
靖／山本健吉

〈写真〉
浜谷浩

A5判

570045-8
若菜集／一葉舟／夏草／落梅集から　〈肖像〉井上靖　〈鑑賞〉伊藤信吉

1 島崎藤村 ………………………………………………………………… 5300円

570046-5
天地有情／暁鐘／暮笛集／白羊宮／草わかば／独絃哀歌／廃園／幻の田園　他から　〈肖像〉村松剛

〈鑑賞〉安東次男

2 土井晩翠／薄田泣菫／蒲原有明／三木露風 ………………………… 5300円

570047-2
寒山落木／竹の里歌／左千夫歌集／長塚節歌集／五百句／五百五十句／春夏秋冬／碧　他から　〈肖
像〉山本健吉　〈鑑賞〉加藤楸邨

3 正岡子規／伊藤左千夫／長塚節／高浜虚子／河東碧梧桐 ………… 5300円

570048-9
東西南北／相聞／みだれ髪／白桜集／海の声／独り歌へる／酒ほがひ／祇園歌集　他から　〈肖像〉
円地文子　〈鑑賞〉新間進一／三好行雄

4 与謝野鉄幹／与謝野晶子／若山牧水／吉井勇 ……………………… 5300円

570049-6
一握の砂／悲しき玩具／あこがれ／呼子と口笛／はてしなき議論の後　他から　〈肖像〉伊藤整　〈鑑
賞〉山本健吉

5 石川啄木 ………………………………………………………………… 5300円

570050-2
馬鈴薯の花／太虚集／川のほとり／屋上の土／林泉集／しがらみ／韮菁集／山下水／庭苔／雪間草
他から　〈肖像〉杉浦明平　〈鑑賞〉柴生田稔／上田三四二

6 島木赤彦／古泉千樫／中村憲吉／土屋文明／岡麓 ………………… 5300円

570051-9
雲鳥／鷺・鵜／収穫／生くる日に／山海経／鷲／紅玉／一路／草篭／清明　他から　〈肖像〉宮柊二

〈鑑賞〉上田三四二

7 太田水穂／前田夕暮／川田順／木下利玄／尾山篤二郎 …………… 5300円

570052-6
赤光／あらたま／遠遊／白桃／暁紅／寒雲／小園／白き山　他から　〈肖像〉臼井吉見　〈鑑賞〉山本健吉

8 斎藤茂吉 ………………………………………………………………… 5300円

570053-3
邪宗門／思ひ出／東京景物詩及其他／白金之独楽／水墨集／桐の花／雲母集／白南風　他から　〈肖
像〉吉田一穂　〈鑑賞〉村野四郎

9 北原白秋 ………………………………………………………………… 5300円

570054-0
道程／道程以後／猛獣篇／智恵子抄／典型　他から　〈肖像〉山本健吉　〈鑑賞〉伊藤信吉

� 高村光太郎 ……………………………………………………………… 5300円

570055-7
海やまのあひだ／春のことぶれ／古代感愛集／鹿鳴集／寒燈集／まひる野／鏡葉／黄昏に／夏草　
他から　〈肖像〉山本健吉　〈鑑賞〉加藤守雄／窪田章一郎

� 釈迢空／會津八一／窪田空穂／土岐善麿 …………………………… 5300円

570056-4
木下杢太郎詩集／転身の頌／黒衣聖母／明界と幽界／表象抒情詩／Ambarvalia／旅人かえらず／第
三の神話　他から　〈肖像〉篠田一士　〈鑑賞〉吉田精一／村野四郎

� 木下杢太郎／日夏耿之介／野口米次郎／西脇順三郎 ……………… 5300円
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570057-1
聖三稜玻璃／風は草木にささやいた／太陽の子／展望／自分は見た／虹／最初の一人／一人と全体
／満月の川／荒野の娘　他から　〈肖像〉伊藤信吉　〈鑑賞〉山室静

� 山村暮鳥／福士幸次郎／千家元麿／百田宗治／佐藤惣之助 ……… 5300円

570058-8
月に吠える／青猫／蝶を夢む／純情小曲集／氷島　他から　〈肖像〉福永武彦　〈鑑賞〉伊藤信吉

� 萩原朔太郎 ……………………………………………………………… 5300円

570059-5
抒情小曲集／青き魚を釣る人／愛の詩集／寂しき都会／哈爾浜詩集　他から　〈肖像〉中村真一郎　

〈鑑賞〉伊藤信吉

� 室生犀星 ………………………………………………………………… 5300円

570060-1
殉情詩集／我が一九二二年／車塵集／魔女／佐久の草笛　他から　〈肖像〉安岡章太郎　〈鑑賞〉吉田精一

� 佐藤春夫 ………………………………………………………………… 5300円

570061-8
月光とピエロ／水の面に書きて／砂金／見知らぬ愛人／槐多の歌へる／空と樹木／田舎のモーツァル
ト　他から　〈肖像〉河盛好蔵　〈鑑賞〉村野四郎／山室静

� 堀口大学／西条八十／村山槐多／尾崎喜八 ………………………… 5300円

570062-5
春と修羅／春と修羅　第二集／春と修羅　第三集　他から　〈肖像〉串田孫一　〈鑑賞〉中村稔

� 宮沢賢治 ………………………………………………………………… 5300円

570063-2
山廬集／雪峽／南風／葛飾／凍港／青女／長子／火の島／原泉／長流　他から　〈肖像〉山本健吉　

〈鑑賞〉安東次男／村野四郎

� 飯田蛇笏／水原秋桜子／山口誓子／中村草田男／荻原井泉水 …… 5300円

570064-9
中野重治詩集／半分開いた窓／大阪／ダダイスト新吉の詩／高橋新吉の詩集／思辨の苑／鮪に鰯　
他から　〈肖像〉野間宏　〈鑑賞〉安東次男／飯島耕一

� 中野重治／小野十三郎／高橋新吉／山之口貘 ……………………… 5300円

570065-6
こがね虫／若葉のうた／海の聖母／故園の書／体操詩集／実在の岸辺／第百階級／蛙　他から　〈肖
像〉堀田善衛　〈鑑賞〉伊藤信吉

� 金子光晴／吉田一穂／村野四郎／草野心平 ………………………… 5300円

570066-3
測量船／南窗集／艸千里／一点鐘／花筐／砂の砦／駱駝の瘤にまたがつて　他から　〈肖像〉石川淳

〈鑑賞〉阪本越郎

� 三好達治 ………………………………………………………………… 5300円

570067-0
山羊の歌／在りし日の歌／未刊詩篇／わがひとに与ふる哀歌／夏花／春のいそぎ／秋の瞳／貧しき信
徒／未刊詩篇　他から　〈肖像〉江藤淳　〈鑑賞〉阪本越郎

� 中原中也／伊東静雄／八木重吉 ……………………………………… 5300円

570068-7
帆・ランプ・鴎／物象詩集／青い夜道／晩春の日に／萱草に寄す／暁と夕の詩／優しき歌／詩集西康
省／大陸遠望／東洋の満月／岩魚　他から　〈肖像〉大岡信　〈鑑賞〉阪本越郎

� 丸山薫／田中冬二／立原道造／田中克己／蔵原伸二郎 …………… 5300円

570069-4
三半規管喪失／馬と風景／軍艦茉莉／韃靼海峡と蝶／若いコロニイ／火の菫／月の出る町／植物の断
面／黄蜂と花粉／象牙海岸　他から　〈肖像〉西脇順三郎　〈鑑賞〉小海永二／村野四郎

� 北川冬彦／安西冬衛／北園克衛／春山行夫／竹中郁 ……………… 5300円

570070-0
北村透谷／伊良子清白／川路柳虹／高橋元吉／野口雨情／大手拓次／大木惇夫／萩原恭次郎／壷井
繁治／野田宇太郎／串田孫一／更科源蔵　他　〈解説〉伊藤信吉　〈鑑賞〉伊藤信吉　他

� 近代詩集 ………………………………………………………………… 5300円

570071-7
津村信夫／高見順／伊藤信吉／田村隆一／中桐雅夫／黒田三郎／谷川俊太郎／山本太郎／大岡信／
那珂太郎／入沢康夫／富岡多恵子　他　〈解説〉村野四郎　〈鑑賞〉伊藤信吉　他

� 現代詩集 ………………………………………………………………… 5300円

於母影　新声社訳／海潮音　上田敏訳／珊瑚集　永井荷風訳／沙羅の木　森鴎外訳／白孔雀　西条
八十訳／牧羊神　上田敏訳／草の葉　有島武郎訳／月下の一群　堀口大学訳／新訳リルケ詩集　片
山敏彦訳／厄除け詩集　井伏鱒二訳　他　〈解説〉河盛好蔵　〈鑑賞〉安藤一郎　他

� 訳詩集 …………………………………………………………………… 5300円 570072-4

570073-1
森鴎外／佐佐木信綱／服部躬治／尾上柴舟／山川登美子／三ヶ島葭子／土田耕平／五島美代子／吉
野秀雄／柴生田稔／宮柊二／近藤芳美　他　〈解説〉山本健吉　〈鑑賞〉佐佐木幸綱　他

� 短歌集 …………………………………………………………………… 5300円
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日本の詩歌

570074-8
夏目漱石／村上鬼城／松根東洋城／種田山頭火／富安風生／尾崎放哉／久保田万太郎／芥川龍之介
／栗林一石路／西東三鬼／加藤楸邨／石田波郷　他　〈解説〉山本健吉　〈鑑賞〉安住敦　他

� 俳句集 …………………………………………………………………… 5300円

570075-5
学校唱歌、翻訳歌謡、家庭歌唱など約300曲。全曲楽譜付。〈解説〉園部三郎

別巻　日本歌唱集…………………………………………………………… 5300円
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日本文学の歴史

403220-8
序／古事記／奈良時代の漢文学／万葉集／平安時代前期の漢文学

1 古代・中世篇1 …………………………………………………………… 2136円

403221-5
『万葉集』から『古今集』へ／古今集／平安時代後期の和歌集／平安時代後期の漢文学／平安時代の日記文学

2 古代・中世篇2 …………………………………………………………… 2136円

403222-2
清少納言と『枕草子』／物語の始まり／源氏物語／『源氏物語』以後の王朝物語／歴史を映す鏡／説話文学

3 古代・中世篇3 …………………………………………………………… 2136円

403223-9
序　中世／軍記物語／『新古今集』の時代／鎌倉・室町時代の和歌／鎌倉時代の仏教文学

4 古代・中世篇4 …………………………………………………………… 2136円

403224-6
鎌倉時代の王朝物語／鎌倉時代の日記文学／徒然草／中世軍記物語／連歌

5 古代・中世篇5 …………………………………………………………… 2136円

403225-3
室町時代の日記とその他の散文／文学としての能・狂言／五山文学／室町時代のフィクション―御伽
草子／十六世紀後半

6 古代・中世篇6 …………………………………………………………… 2136円

403226-0
序　近世の日本文学／俳諧の連歌の登場／松永貞徳と初期の俳諧／談林俳諧／蕉風への移行／松尾
芭蕉／芭蕉の門人／仮名草子

7 近世篇1 …………………………………………………………………… 2136円

403227-7
井原西鶴／浮世草子／初期の歌舞伎と浄瑠璃／近松門左衛門／近松以後の浄瑠璃／国学と和歌／俳
諧の中興／徳川後期の俳諧

8 近世篇2 …………………………………………………………………… 2136円

403228-4
上田秋成／戯作／十八世紀の歌舞伎／十九世紀の歌舞伎／徳川後期の和歌／狂歌　川柳／漢詩文

9 近世篇3 …………………………………………………………………… 2136円

403229-1
序　近代・現代の日本文学／文明開化／明治の漢詩文／翻訳の時代／明治政治小説／坪内逍遥と二葉
亭四迷／硯友社／北村透谷とロマン派／幸田露伴／樋口一葉／泉鏡花

� 近代・現代篇1 …………………………………………………………… 2136円

403230-7
自然主義／夏目漱石／森鴎外／白樺派

� 近代・現代篇2 …………………………………………………………… 2136円

403231-4
プロレタリア文学／芥川龍之介／永井荷風／谷崎潤一郎

� 近代・現代篇3 …………………………………………………………… 2136円

403232-1
モダニズムと外国の影響／川端康成／転向文学

� 近代・現代篇4 …………………………………………………………… 2136円

403233-8
私小説／戦争文学／太宰治と無頼派

� 近代・現代篇5 …………………………………………………………… 2136円

403234-5
戦後文学／女流の復活／三島由紀夫

� 近代・現代篇6 …………………………………………………………… 2136円

日本文学の歴史

●日本学の国際的権威が日本文学への深い愛情を込
めて単独執筆した魅力溢れる通史。写真・図版各巻
平均200点入

全巻
完結

【全18巻】
〈著者〉
ドナルド・キーン

〈訳者〉
土屋政雄／徳岡孝夫／角
地幸男／新井潤美

A5判変型
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日本文学の歴史

403235-2
序／短歌／俳句

� 近代・現代篇7 …………………………………………………………… 2136円

403236-9
序／明治の詩／大正の詩／昭和の詩

� 近代・現代篇8 …………………………………………………………… 2136円

403237-6
演劇―序／歌舞伎文学／新派と新劇　批評―序／明治時代／大正時代／昭和時代　索引

� 近代・現代篇9 …………………………………………………………… 2136円
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世界の文学セレクション36

403141-6
シェイクスピア／著　福田恆存／訳　　　ハムレット／オセロー／アントニーとクレオパトラ／リチャ
ード三世／夏の夜の夢

1 シェイクスピア　Ⅰ …………………………………………………… 1553円

403142-3
シェイクスピア／著　福田恆存／訳　　　ロミオとジュリエット／ヴェニスの商人／ヘンリー四世／マ
クベス／リア王

2 シェイクスピア　Ⅱ …………………………………………………… 1553円

403143-0
セルバンテス／著　会田由／訳　　　ドン・キホーテ

3 セルバンテス …………………………………………………………… 1553円

403144-7
ラファイエット夫人／ラクロ／著　二宮フサ／伊吹武彦／訳　　　ラファイエット夫人：クレーヴの奥
方　ラクロ：危険な関係

4 ラファイエット夫人／ラクロ ………………………………………… 1553円

403145-4
デフォー／著　平野敬一／平井正穂／訳　　　ロビンソン・クルーソー／ペスト

5 デフォー ………………………………………………………………… 1553円

403146-1
スウィフト／フィールディング／著　中野好夫／朱牟田夏雄／訳　　　スウィフト：ガリヴァ旅行記　
フィールディング：ジョウゼフ・アンドルーズ

6 スウィフト／フィールディング ……………………………………… 1553円

403147-8
ゲーテ／著　内垣啓一／佐藤晃一／手塚富雄／訳　　　若きウェルテルの悩み／親和力／ファウスト　第一部

7 ゲーテ …………………………………………………………………… 1553円

403148-5
オースティン／著　阿部知二／訳　　　エマ

8 オースティン …………………………………………………………… 1553円

403149-2
スタンダール／著　冨永明夫／訳　　　赤と黒

9 スタンダール …………………………………………………………… 1553円

403150-8
バルザック／著　田村俶／寺田透／訳　　　ウジェニー・グランデ／谷間のゆり

� バルザック ……………………………………………………………… 1553円

403151-5
プーシキン／ゴーゴリ／ツルゲーネフ／著　金子幸彦／木村彰一／訳　　　プーシキン：エヴゲーニイ・
オネーギン　ゴーゴリ：死せる魂　第一部　ツルゲーネフ：ルージン

� プーシキン／ゴーゴリ／ツルゲーネフ ……………………………… 1553円

ホーソン／ポー／著　工藤昭雄／丸谷才一／吉田健一／訳　　　ホーソン：緋文字　ポー：ベレニイス
／リジイア／赤い死の舞踏会／アモンティラドの樽／アシャー館の崩壊／モルグ街の殺人／黄金虫／
お前が犯人だ　他７篇

� ホーソン／ポー ………………………………………………………… 1553円 403152-2

403153-9
シャーロット・ブロンテ／著　河野一郎／訳　　　ジェイン・エア

� シャーロット・ブロンテ ………………………………………………… 1553円

新装　世界の文学セレクション36

●世界文学のなかから、新しい時代の読者のために選び抜かれた物語性豊かな名
作36冊

全巻
完結

【全36巻】

B6判変型
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世界の文学セレクション36

403154-6
エミリー・ブロンテ／著　河野一郎／安藤一郎／訳　　　嵐が丘／詩

� エミリー・ブロンテ ……………………………………………………… 1553円

403155-3
ディケンズ／著　日高八郎／訳　　　大いなる遺産

� ディケンズ ……………………………………………………………… 1553円

403156-0
メルヴィル／著　野崎孝／訳　　　白鯨

� メルヴィル ……………………………………………………………… 1553円

403157-7
フロベール／著　山田一／山田稔／訳　　　ボヴァリー夫人／紋切型辞典抄／三つの物語

� フロベール ……………………………………………………………… 1553円

403158-4
ドストエフスキイ／著　池田健太郎／訳　　　罪と罰

� ドストエフスキイ ……………………………………………………… 1553円

403159-1
トルストイ／著　原卓也／訳　　　アンナ・カレーニナ１

� トルストイ　Ⅰ ………………………………………………………… 1553円

403160-7
トルストイ／著　原卓也／訳　　　アンナ・カレーニナ２

� トルストイ　Ⅱ ………………………………………………………… 1553円

403161-4
ゾラ／著　平岡篤頼／訳　　　ナナ

� ゾラ ……………………………………………………………………… 1553円

403162-1
チェーホフ／著　神西清／池田健太郎／原卓也／訳　　　戯曲　かもめ／ヷーニャ伯父さん／三人姉
妹／桜の園／ともしび／六号室／可愛い女／犬を連れた奥さん／いいなずけ　他９篇

� チェーホフ ……………………………………………………………… 1553円

403163-8
ジード／モーリアック／著　渡辺一民／菅野昭正／佐藤朔／高橋たか子／若林真／訳　　　ジード：背徳
者／狭き門／女の学校／ロベール　モーリアック：テレーズ・デスケールー／知識の悪魔

� ジード／モーリアック ………………………………………………… 1553円

403164-5
ロレンス／著　伊藤整／伊藤礼／訳　　　チャタレイ夫人の恋人／島を愛した男／てんとう虫／英国、
わが英国

� ロレンス ………………………………………………………………… 1553円

403165-2
トーマス・マン／著　高橋義孝／福田宏年／関楠生／訳　　　ある詐欺師の告白／トニオ・クレーゲル
／ヴェニスに死す

� トーマス・マン …………………………………………………………… 1553円

リルケ／著　杉浦博／手塚富雄／生野幸吉／星野慎一／神品芳夫／訳　　　マルテの手記／神さまの話
／ドゥイノの悲歌／オルフォイスへのソネット／オーギュスト・ロダン／若き詩人への手紙／若き女性
への手紙

� リルケ …………………………………………………………………… 1553円 403166-9

403167-6
ヘッセ／著　辻瑝／浜川祥枝／山下肇／訳　　　車輪の下／デーミアン／聖母の泉

� ヘッセ …………………………………………………………………… 1553円

403168-3
カフカ／著　辻瑝／訳　　　城／変身／流刑地にて／判決

� カフカ …………………………………………………………………… 1553円

403169-0
モーム／著　中野好夫／上田勤／訳　　　月と六ペンス／お菓子と麦酒／雨／赤毛

� モーム …………………………………………………………………… 1553円

403170-6
マルロー／著　沢田閏／川村克己／橋本一明／訳　　　征服者／王道／アルテンブルクのくるみの木

� マルロー ………………………………………………………………… 1553円

403171-3
フォークナー／著　西川正身／訳　　　サンクチュアリ／征服されざる人々

� フォークナー …………………………………………………………… 1553円

ヘミングウェイ／著　大橋健三郎／福田恆存／谷口陸男／滝川元男／西川正身／訳　　　武器よさらば
／老人と海／フランシス・マコーマーの短い幸福な人生／キリマンジャロの雪／清潔な照明のよいと
ころ／敗れざる男／殺し屋／白象に似た山なみ

� ヘミングウェイ ………………………………………………………… 1553円 403172-0
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403173-7
魯迅／著　高橋和巳／訳　　　吶喊（狂人日記／阿Ｑ正伝他）／野草／彷徨／朝花夕拾（抄・藤野先
生他）／故事新編（抄）／講演・評論６篇

� 魯迅 ……………………………………………………………………… 1553円

403174-4
ブレヒト／著　菊盛英夫／岩渊達治／内垣啓一／訳　　　三文小説／三文オペラ

� ブレヒト ………………………………………………………………… 1553円

403175-1
スタインベック／著　尾上政次／訳　　　怒りのぶどう

� スタインベック ………………………………………………………… 1553円

403176-8
コレット／ボーヴォワール／著　片山正樹／朝吹登水子／訳　　　コレット：さすらいの女　ボーヴォ
ワール：娘時代

� コレット／ボーヴォワール …………………………………………… 1553円
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中公バックス　日本の名著

井上光貞／責任編集　川副武胤／佐伯有清／笹山晴生／訳　　　巻第一・神代上～巻第二・神代下／巻
第三・神武天皇／巻第五・崇神天皇～巻第十四・雄略天皇／巻第二十二・推古天皇～巻第二十九・天武
天皇下（巻第二十六斉明天皇紀は省略）　解説「『日本書紀』の成立と解釈の歴史」

1 日本書紀 ………………………………………………………………… 1456円 400391-8

中村元／責任編集　早島鏡正／瀧藤尊教／田村晃祐／訳　　　「勝鬘経義疏」「維摩経義疏」「法華義疏」
「十七条憲法」「上宮聖徳法王帝説」「唐大和上東征伝」「婆羅門僧正碑文」　解説「聖徳太子と奈良仏教」

2 聖徳太子 ………………………………………………………………… 1456円 400392-5

400393-2
福永光司／責任編集　田村晃祐／訳　　　最澄「願文」「山家学生式」「顕戒論」（抄）「法華秀句」（抄）
空海「三教指帰」「文鏡秘府論」序（抄）　解説「最澄と空海」

3 最澄／空海 ……………………………………………………………… 1456円

川崎庸之／責任編集　秋山虔／土田直鎮／林幹弥／訳　　　「往生要集」「横川首楞厳院二十五三昧起
請」「二十五三昧式」「二十五三昧根本結縁衆過去帳」「首楞厳院二十五三昧結縁過去帳」「霊山院過去帳」
解説「源信の生涯と思想」

4 源信 ……………………………………………………………………… 1456円 400394-9

塚本善隆／責任編集　石上善応／佐藤成順／訳　　　法然「選択本願念仏集」「和語燈録」「拾遺和語
燈録」（抄）　明恵「摧邪輪」（抄）  「栂尾明恵上人遺訓」　解説「鎌倉新仏教の創始者とその批判者」

5 法然／明恵 ……………………………………………………………… 1456円 400395-6

400396-3
石田瑞麿／責任編集　　　「歎異抄」「消息集」「正像末和讃」「教行信証」　解説「真実の信心　親鸞」

6 親鸞 ……………………………………………………………………… 1700円

400397-0
玉城康四郎／責任編集　　　「正法眼蔵」（抄）　解説「道元思想の展望」

7 道元 ……………………………………………………………………… 1500円

紀野一義／責任編集　　　「立正安国論」「四恩鈔」「教機時国鈔」「薬王品得意抄」「寺泊御書」「消息
（一）」「開目抄」「如来滅後五五百歳始観心本尊抄」「佐渡御書」「諸法実相鈔」「如説修行鈔」「消息（二）」
「種種御振舞御書」「撰時抄」「消息（三）」　解説「海の思想家　日蓮」

8 日蓮 ……………………………………………………………………… 1456円 400398-7

400399-4
永原慶二／責任編集　大隅和雄／笠松宏至／訳　　　慈円「愚管抄」　北畠親房「神皇正統記」「書簡」
解説「中世の歴史感覚と政治思想」

9 慈円／北畠親房 ………………………………………………………… 1204円

山崎正和／責任編集　観世寿夫／西野春雄／訳　　　「風姿花伝」「花鏡」「至花道」「遊楽習道風見」「九
位」「拾玉得花」「三道」「習道書」「申楽談儀」「付載夢跡一紙・書状（原文）」　解説「変身の美学―世
阿弥の芸術論」「演戯者からみた世阿弥の習道論」

� 世阿弥 …………………………………………………………………… 1456円 400400-7

中公バックス　日本の名著

●日本の思想を体系化する新編集
●格調ある清新・平明な現代語訳
●古典を今日に生かす最高の解説
●内容の理解を深める豊富な図版

全巻
完結

【全50巻】
〈編集委員〉
伊藤整／井上光貞／小川
環樹／貝塚茂樹／桑原武
夫／児玉幸多／中村元

B6判変型
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400401-4
伊東多三郎／責任編集　山本武夫／訳　　　中江藤樹「翁問答」　熊沢蕃山「集義和書」「集義外書」
解説「藤樹・蕃山の学問と思想」

� 中江藤樹／熊沢蕃山 …………………………………………………… 1500円

400402-1
田原嗣郎／責任編集　　　「配所残筆」「武教小学」「山鹿語類」（抄）　解説「山鹿素行と士道」

� 山鹿素行 ………………………………………………………………… 1500円

400403-8
貝塚茂樹／責任編集　内藤戊申／伊藤道治／訳　　　「論語古義」「童子問　巻の上」　解説「日本儒教
の創始者」

� 伊藤仁斎 ………………………………………………………………… 1456円

400404-5
松田道雄／責任編集　荒井健／訳　　　「大和俗訓」「和俗童子訓」「楽訓」「家道訓」「養生訓」「大疑録」
解説「貝原益軒の儒学」

� 貝原益軒 ………………………………………………………………… 1456円

400405-2
桑原武夫／責任編集　上田正昭／横井清／訳　　　「折りたく柴の記」「古史通」「古史通或問」「読史余
論」　解説「日本の百科全書家　新井白石」

� 新井白石 ………………………………………………………………… 1456円

尾藤正英／責任編集　前野直彬／中野三敏／尾藤正英／訳　　　「学則」「弁道」「弁名」（抄）「徂徠集」
（抄）「答問書」「政談」（抄）　解説「国家主義の祖型としての徂徠」「徂徠と中国語および中国文学」

� 荻生徂徠 ………………………………………………………………… 1456円 400406-9

400407-6
奈良本辰也／責任編集　駒敏郎／訳　　　「葉隠聞書」（抄）　解説「美と狂の思想」

� 葉隠 ……………………………………………………………………… 1456円

400408-3
加藤周一／責任編集　楢林忠男／石田瑞麿／訳　　　富永仲基「翁の文」「出定後語」　石田梅岩「都
鄙問答」「付　石田先生語録」　解説「江戸思想の可能性と現実」

� 富永仲基／石田梅岩 …………………………………………………… 1500円

400409-0
野口武彦／責任編集　　　「自然真営道」（抄）　「統道真伝」（抄）　解説「土の思想家　安藤昌益」

� 安藤昌益 ………………………………………………………………… 1456円

400410-6
山田慶兒／責任編集　吉田忠／訳　　　「玄語」（抄）「三浦梅園と自然科学」「贅語」（抄）「造物餘譚」　
解説「黒い言葉の空間―三浦梅園の自然哲学」

� 三浦梅園 ………………………………………………………………… 1748円

400411-3
石川淳／責任編集　萩原延寿／西郷信綱／野口武彦／訳　　　「宇比山踏」「排蘆小船」「直毘霊」「呵刈
葭」「新古今集美濃の家づと」（抄）「源氏物語玉の小櫛」（抄）　解説「宣長略解」

� 本居宣長 ………………………………………………………………… 1456円

芳賀徹／責任編集　緒方富雄／野坂昭如／楢林忠男／訳　　　杉田玄白「蘭学事始」「解体約図」「『解
体新書』凡例」「和蘭医事問答」「狂医の言」「後見草」「野叟独話」「犬解嘲」「形影夜話」「玉味噌」「耄
耋独語」「『鷧斎日録』より」　平賀源内『風来六部集』より（「放屁論」「放屁論後編」「痿陰隠逸伝」）
司馬江漢「春波楼筆記」（抄）「西洋画談」「独笑妄言」　解説「十八世紀日本の知的戦士たち」

� 杉田玄白／平賀源内／司馬江漢 ……………………………………… 1500円 400412-0

400413-7
源了圓／責任編集　　　山片蟠桃「夢の代」（抄）　海保青陵「天王談」「前識論」「稽古談」　解説「先
駆的啓蒙思想家　蟠桃と青陵」

� 山片蟠桃／海保青陵 …………………………………………………… 1500円

相良亨／責任編集　子安宣邦／訳　　　平田篤胤「古道大意」「霊能真柱」　佐藤信渊「鎔造化育論」（抄）
鈴木雅之「撞賢木」（抄）　付・平田篤胤「仙境異聞」（抄）　解説「日本の思想史における平田篤胤」「平
田篤胤の世界」

� 平田篤胤／佐藤信渊／鈴木雅之 ……………………………………… 1500円 400414-4

佐藤昌介／責任編集　阿知波五郎／吉田忠／中山茂／訳　　　渡辺崋山「退役願書之稿」「鴃舌小記　
鴃舌或問」「慎機論」「再稿西洋事情書」「外国事情書」「獄中書簡」「崋山口書」付・「鳥居耀蔵の告発状」

「幽居中の書簡」「遺書」　高野長英「漢洋内景説」「遠西水質論」「夢物語」「鳥の鳴音」「蛮社遭厄小記」
「知彼一助」「長英書簡」　工藤平助「赤蝦夷風説考」　本多利明「西域物語」　解説「経世家崋山と科
学者長英」

� 渡辺崋山／高野長英／工藤平助／本多利明 ………………………… 1204円 400415-1
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400416-8
児玉幸多／責任編集　善積美恵子／安達淑子／訳　　　「報徳記」「二宮翁夜話」「三才報徳金毛録」「仕
法関係諸篇」「書簡」「日記」　解説「人間と大地との対話」

� 二宮尊徳 ………………………………………………………………… 1700円

宮城公子／責任編集　松浦玲／訳　　　大塩中斎「洗心洞劄記」「古本大学刮目」（抄）「儒門空虚聚語
附録ほか」「佐藤一斎に寄せた手紙と返書」「檄文」　佐藤一斎「言志四録」（南洲手抄）　解説「大塩中
斎の思想」

� 大塩中斎／佐藤一斎 …………………………………………………… 1500円 400417-5

400418-2
頼惟勤／責任編集　　　「日本外史」（抄）　解説「頼山陽と『日本外史』」

� 頼山陽 …………………………………………………………………… 1500円

400419-9
橋川文三／責任編集　　　藤田東湖「回天詩史」「常陸帯」「弘道館記述義」「東湖随筆」「見聞偶筆」　
会沢正志斎「新論」　藤田幽谷「修史始末」　解説「水戸学の源流と成立」

� 藤田東湖／会沢正志斎／藤田幽谷 …………………………………… 1500円

400420-5
松浦玲／責任編集　　　佐久間象山「省因録」「海防論」「殖産興業」「公武一和」　横井小楠「国是三論」

「政治と学問」「共和一致」「大義を世界に」　解説「理想のゆくえ―思想は政治となりうるのか」

� 佐久間象山／横井小楠 ………………………………………………… 1456円

松本三之介／責任編集　田中彰／松永昌三／訳　　　「講孟余話」（抄）「武教全書講録」「異賊防禦の策」
「将及私言」「幽囚録」「回顧録」「野山獄文稿」（抄）「丙辰幽室文稿」（抄）「戊午幽室文稿」（抄）「要駕策主意」
「留魂録」「書簡」　解説「思想家としての吉田松陰」「吉田松陰像の変遷」

� 吉田松陰 ………………………………………………………………… 1456円 400421-2

400422-9
江藤淳／責任編集　　　「氷川清話」「海舟餘波」「解難録」「断腸の記」「夢酔独言」「海舟年譜」　　解
説「海舟論」江藤淳／川崎宏

� 勝海舟 …………………………………………………………………… 1500円

400423-6
永井道雄／責任編集　　　「学問のすすめ」「文明論の概略」「福翁自伝」「西洋事情」「通俗国権論」「民
情一新」「学問の独立」「瘠我慢の説」　解説「断絶の時代における飛躍」

� 福沢諭吉 ………………………………………………………………… 1500円

植手通有／責任編集　　　西周「百一新論」「兵家徳行」「兵賦論」（抄）「『明六雑誌』より」「自伝草稿」
加藤弘之「隣草」「立憲政体略」「真政大意」「国体新論」「人権新説」「経歴談」  解説「明治啓蒙思想の
形成とその脆弱性」

� 西周／加藤弘之 ………………………………………………………… 1500円 400424-3

400425-0
萩原延寿／責任編集　　　「蹇蹇録」「書簡」（亮子夫人への手紙・長男広吉への手紙）「論説」（古今浪
人の勢力・諸元老談話の習癖・後藤伯）　解説「陸奥宗光紀行」

� 陸奥宗光 ………………………………………………………………… 1500円

河野健二／責任編集　飛鳥井雅道／桑原武夫／島田虔次／訳　　　「『東洋自由新聞』論説」「民約訳解」
「三酔人経綸問答」「選挙人目ざまし」「新聞論説集」「一年有半」 「続一年有半」　解説「東洋のルソー 
中江兆民」

� 中江兆民 ………………………………………………………………… 1456円 400426-7

鹿野政直／責任編集　　　陸羯南「近時政論考」「国際論」「時論」　三宅雪嶺「真善美日本人」「偽悪
醜日本人」 「西郷隆盛とガリバルジー」「明治思想小史」「時論」　解説「ナショナリストたちの肖像」

� 陸羯南／三宅雪嶺 ……………………………………………………… 1204円 400427-4

400428-1
松沢弘陽／責任編集　　　「余はいかにしてキリスト信徒となりしか」「求安録」「地人論」「小篇」　解
説「近代日本と内村鑑三」

� 内村鑑三 ………………………………………………………………… 1456円

色川大吉／責任編集　夏野広／森才子／訳　　　岡倉天心「東洋の目覚め」「東洋の理想―とくに日本
美術について」「日本の目覚め」「茶の本」「応挙・芳崖・雅邦」　志賀重昂「日本風景論」（抄）　解説「東
洋の告知者天心―その生涯のドラマ」

� 岡倉天心／志賀重昂 …………………………………………………… 1456円 400429-8

400430-4
隅谷三喜男／責任編集　　　徳富蘇峰「将来の日本」「吉田松陰」　山路愛山「現代日本教会史論」「評
論」　解説「明治ナショナリズムの軌跡」

� 徳富蘇峰／山路愛山 …………………………………………………… 1456円
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小川環樹／責任編集　　　「日本文化史研究」（抄）「先哲の学問」（抄）「近世文学史論」（抄）「東洋文化
史研究」（抄）「シナ上古史」（抄）「燕山楚水」（抄）「シナ近世史」（抄）　解説「内藤湖南の学問とその生涯」

� 内藤湖南 ………………………………………………………………… 1456円 400431-1

真継伸彦／責任編集　　　夏目漱石「『文学論』序」「文芸の哲学的基礎」「道楽と職業」「現代日本の開化」
「文芸と道徳」「文展と芸術」「素人と黒人」「私の個人主義」「思い出す事など」　森鴎外「大学の自由を
論ず」「同感と慈悲と」「慈善」「鴎外漁史とは誰ぞ」「潦休録」「戦時糧餉談」「北清事件の一面の観察」「仮
名遣意見」「混沌」「文芸の主義」「礼儀小言」「古い手帳から」「智恵袋」「心頭語」「慧語」　解説「転形期
のモラリスト・文学者」

� 夏目漱石／森鴎外 ……………………………………………………… 1456円 400432-8

400433-5
橋本峰雄／責任編集　　　清沢満之「宗教哲学骸骨」「在床懴悔録」「教界時言」（抄）「精神主義」「精
神講話」（抄）　鈴木大拙「日本的霊性」　解説「精神と霊性―仏教近代化の二典型」

� 清沢満之／鈴木大拙 …………………………………………………… 1456円

400434-2
伊藤整／責任編集　神崎清／訳　　　「二十世紀の怪物　帝国主義」「兆民先生」「社会主義神髄」「平
民主義」「大逆事件前後」（死刑の前ほか)　解説「反戦・平和の原点　幸徳秋水」神崎清

� 幸徳秋水 ………………………………………………………………… 1456円

近藤秀樹／責任編集　　　宮崎滔天「三十三年の夢」（抄）「狂人譚」（抄）「炬燵の中より」「書簡」　北
一輝「国体論及び純正社会主義」（抄）「国民対皇室の歴史的観察」「自殺と暗殺」「支那革命外史」（抄）

「書簡」　解説「明治の侠気と昭和の狂気」

� 宮崎滔天／北一輝 ……………………………………………………… 1650円 400435-9

400436-6
多田道太郎／責任編集　　　「僕は精神が好きだ」「青年に訴う」「生の闘争」「労働運動の精神」「ロシ
ア革命論」「人生について」「自叙伝」　解説「生と反逆の思想家　大杉栄」

� 大杉栄 …………………………………………………………………… 1456円

400437-3
上山春平／責任編集　　　「善の研究」 「自覚における直観と反省」他より「叡智的世界」「現実の世界
の論理的構造」「行為的直観」「小篇」　解説「絶対無の探究」

� 西田幾多郎 ……………………………………………………………… 1456円

三谷太一郎／責任編集　　　「民本主義論」（「民衆的示威運動を論ず」「憲政の本義を説いてその有終
の美を済すの途を論ず」他）「中国革命と朝鮮問題」（「対支問題」他）「 明治文化研究」（「明治文化の
研究に志せし動機」他）　解説「思想家としての吉野作造」

� 吉野作造 ………………………………………………………………… 1500円 400438-0

400439-7
住谷一彦／責任編集　　　「獄中贅語」「自叙伝」（抄）「地代論に関する諸氏の論争」「貧乏物語」「日本
農政学」（抄）　解説「河上肇　人間像と思想像」

� 河上肇 …………………………………………………………………… 1500円

400440-3
神島二郎／責任編集　　　「後狩詞記」「明治大正史　世相篇」「北小浦民俗誌」「青年と学問（大正
十四年講演）」 　解説「柳田国男の学問」神島二郎／伊藤幹治

� 柳田国男 ………………………………………………………………… 1456円
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長尾雅人／責任編集　服部正明／宇野惇／松尾義海／大地原豊／桜部建／工藤成樹／訳　　　バラモン
教典「ウパニシャッド」「バガヴァッド・ギーター」「古典サーンキヤ体系概説」「ヨーガ根本聖典」「不
二一元論」「最高神とその様態」「バーガヴァタ・プラーナ」「論証学入門」「ジャイナ教綱要」　原始仏典

「短篇の経典・中篇の経典」「出家の功徳（沙門果経）」「ミリンダ王の問い」　解説「インド思想の潮流」

1 バラモン教典／原始仏典 ……………………………………………… 1500円 400611-7

長尾雅人／責任編集　荒牧典俊／梶山雄一／桜部建／訳　　　「金剛般若経」「維摩経」「宝積経」「論争
の超越（廻諍論）」「明らかなことば（中論月称釈）」「知恵のともしび（中論清弁釈）」「存在の分析（『倶
舎論』第一章・第二章）」「中正と両極端との弁別（中辺分別論）」「二十詩篇の唯識論（唯識二十論）」「認
識と論理（タルカバーシャー）」　解説「仏教の思想と歴史」

2 大乗仏典 ………………………………………………………………… 1500円 400612-4

400613-1
貝塚茂樹／責任編集　　　孔子「論語」　孟子「孟子」　解説「孔子と孟子」

3 孔子／孟子 ……………………………………………………………… 1500円

400614-8
小川環樹／責任編集　森三樹三郎／訳　　　老子「老子」　荘子「荘子」　解説「老子と荘子」

4 老子／荘子 ……………………………………………………………… 1500円

400615-5
村川堅太郎／責任編集　松平千秋／久保正彰／訳　　　ヘロドトス「歴史」　トゥキュディデス「戦史」
解説「歴史叙述の誕生」

5 ヘロドトス／トゥキュディデス ……………………………………… 1500円

田中美知太郎／責任編集　生島幹三／鈴木照雄／加来彰俊／藤沢令夫／池田美恵／訳　　　「リュシス」
「饗宴」「メネクセノス」「ゴルギアス」「ソクラテスの弁明」「クリトン」「パイドン」「クレイトポン」 　解
説「ソクラテスとプラトン」

6 プラトンⅠ ……………………………………………………………… 2100円 400616-2

400617-9
田中美知太郎／責任編集　藤沢令夫／森進一／田之頭安彦／長坂公一／山野耕治／訳　　　「国家」「ク
リティアス」「第七書簡」　解説「『国家』篇について」

7 プラトンⅡ ……………………………………………………………… 1500円

田中美知太郎／責任編集　北嶋美雪／尼ヶ崎徳一／松居正俊／津村寛二／藤沢令夫／川田殖／松永雄二
郎／加来彰俊／訳　　　「政治学」「詩学」「形而上学」「エウデモス倫理学」　解説「アリストテレスの
思想と生涯」

8 アリストテレス ………………………………………………………… 1700円 400618-6

田村松平／責任編集　藤沢令夫／大橋博司／池田美恵／三田博雄／種山恭子／訳　　　「アリストテレ
スの自然学」「ヒッポクラテスの医学」「エウクレイデス　原論」「アルキメデスの科学」「アリスタルコ
ス　太陽と月の大きさと距離について」　解説「ギリシア自然学序説」

9 ギリシアの科学 ………………………………………………………… 1456円 400619-3

400620-9
金谷治／責任編集　町田三郎／沢田多喜男／小野四平／訳　　　「墨子」「孫子」「荀子」「韓非子」　解
説「中国古代の思想家たち」

� 諸子百家 ………………………………………………………………… 1456円

中公バックス　世界の名著

●東西三千年の名著を体系的に編集
●原典の香気を生かす平明的確な訳
●わかりやすく質量とも最高の解説

全巻
完結

【全81巻】
〈編集委員〉
大河内一男／尾高邦雄／
貝塚茂樹／串田孫一／田
中美知太郎／手塚富雄／
福原麟太郎／松田智雄／
湯川秀樹／渡辺一夫

〈編集参与〉
永井道雄

B6判変型
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400621-6
貝塚茂樹／責任編集　川勝義雄／訳　　　「史記列伝」　解説「悲劇の歴史家」

� 司馬遷 …………………………………………………………………… 1500円

400622-3
薮内清／責任編集　大矢真一／川勝義雄／橋本敬造／山田慶児／坂出祥伸／小栗英一／訳　　　「九章
算術」「漢書律暦志」「晋書天文志」「黄帝内経素問」　解説「中国科学の伝統と特色」

� 中国の科学 ……………………………………………………………… 1456円

400623-0
前田護郎／責任編集　中沢洽樹／訳　　　「旧約聖書」「新約聖書」　解説「聖書の思想と歴史」

� 聖書 ……………………………………………………………………… 1500円

鹿野治助／責任編集　水野有庸／中村善也／鈴木照雄／訳　　　キケロ「スキピオの夢」「ストア派の
パラドックス」「法律について」「宿命について」  エピクテトス「語録」「要録」　マルクス・アウレリウ
ス「自省録」　解説「古代ローマの三人の思想家」

� キケロ／エピクテトス／マルクス・アウレリウス …………………… 1500円 400624-7

田中美知太郎／責任編集　水地宗明／田之頭安彦／訳　　　プロティノス「善なるもの一なるもの」「三
つの原理的なものについて」「幸福について」「悪とは何か、そしてどこから生ずるのか」「徳について」

「美について」「エロスについて」「自然、観照、一者について」「英知的な美について」「グノーシス派に
対して」「一なる者の自由と意志について」「『エネアデス』要約」　ポルピュリオス「プロティノスの一
生と彼の著作の順序について（プロティノス伝）」「イサゴーゲー」　プロクロス「神学綱要」　解説「新
プラトン主義の成立と展開」

� プロティノス／ポルピュリオス／プロクロス ……………………… 1700円 400625-4

400626-1
山田晶／責任編集　　　「告白」　解説「教父アウグスティヌスと『告白』」

� アウグスティヌス ……………………………………………………… 1500円

400627-8
藤本勝次／責任編集　伴康哉／池田修／訳　　　「メッカ啓示」「メディナ啓示」　解説「コーランとイ
スラム思想」

� コーラン ………………………………………………………………… 1500円

400628-5
柳田聖山／責任編集　　　「菩提達摩無心論」「六祖壇経」「臨済録」「洞山録」「祖堂集」　解説「禅の
歴史と語録」

� 禅語録 …………………………………………………………………… 1500円

400629-2
荒木見悟／責任編集　溝口雄三／訳　　　朱子「朱子文集・語類抄」　王陽明「伝習録」　解説「近世
儒学の発展―朱子学から陽明学へ」

� 朱子／王陽明 …………………………………………………………… 1700円

400630-8
山田晶／責任編集　　　「神学大全」　解説「聖トマス・アクィナスと『神学大全』」

� トマス・アクィナス ……………………………………………………… 1456円

400631-5
会田雄次／責任編集　池田廉／永井三明／訳　　　「君主論」「政略論」  解説「マキアヴェリの生涯と
思想」

� マキアヴェリ …………………………………………………………… 1700円

400632-2
渡辺一夫／責任編集　二宮敬／沢田昭夫／訳　　　エラスムス「痴愚神礼讃」「対話集」　トマス・モア

「ユートピア」　解説「ルネサンスの二つの巨星」

� エラスムス／トマス・モア ……………………………………………… 1456円

松田智雄／責任編集　塩谷饒／成瀬治／山内宣／渡辺茂／魚住昌良／笠利尚／徳善義和／訳　　　「キリ
スト者の自由」「キリスト教界の改善についてドイツ国民のキリスト教貴族に与う」「奴隷的意志」「農民
戦争文書」「商業と高利」「詩篇講義」「ローマ書講義」「ガラテア書講義」「卓上語録」　解説「ルターの
思想と生涯」

� ルター …………………………………………………………………… 1500円 400633-9

400634-6
荒木昭太郎／責任編集　　　「エセー」　解説「モンテーニュの人と思想」

� モンテーニュ …………………………………………………………… 1500円

400635-3
福原麟太郎／責任編集　成田成寿／訳　　　「随筆集」「学問の発達」「ニュー・アトランティス」　解説

「ベーコンの生涯と思想」

� ベーコン ………………………………………………………………… 1456円
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400636-0
豊田利幸／責任編集　山田慶児／谷泰／訳　　　「レ・メカニケ」「偽金鑑識官」　解説「ガリレオの生
涯と科学的業績」

� ガリレオ ………………………………………………………………… 1456円

400637-7
野田又夫／責任編集　神野慧一郎／井上庄七／森啓／水野和久／訳　　　「世界論」「方法序説」「省察」

「哲学の原理」「情念論」「書簡集」　解説「デカルトの生涯と思想」

� デカルト ………………………………………………………………… 1500円

400638-4
永井道雄／責任編集　宗片邦義／訳　　　「リヴァイアサン」　解説「恐怖・不信・平和への道」

� ホッブズ ………………………………………………………………… 1500円

400639-1
前田陽一／責任編集　由木康／訳　　　「パンセ」「小品集」　解説「パスカルの人と思想」

� パスカル ………………………………………………………………… 1500円

400640-7
下村寅太郎／責任編集　工藤喜作／斎藤博／清水富雄／飯塚勝久／竹田篤司／訳　　　スピノザ「エテ
ィカ」　ライプニッツ「形而上学叙説」「モナドロジー」「小品集」　解説「スピノザとライプニッツ」

� スピノザ／ライプニッツ ……………………………………………… 1500円

400641-4
河辺六男／責任編集　　　「自然哲学の数学的諸原理」  解説「ニュートンの十五枚の肖像画」

� ニュートン ……………………………………………………………… 1456円

大槻春彦／責任編集　宮川透／生松敬三／土岐邦夫／小西嘉四郎／訳　　　ロック「人間知性論」「統
治論」「寛容についての書簡」　ヒューム「人性論」「原始契約について」　解説「イギリス古典経験論
と近代思想」

� ロック／ヒューム ……………………………………………………… 1500円 400642-1

400643-8
清水幾太郎／責任編集　清水純一／米山喜晟／訳　　　「新しい学」　解説「私のヴィーコ」

� ヴィーコ ………………………………………………………………… 1500円

400644-5
井上幸治／責任編集　井田進也／井上堯裕／訳　　　「ペルシア人の手紙」「ローマ盛衰原因論」「法の
精神」「裁判の公正を論ず」　解説「モンテスキューの思想的生涯」

� モンテスキュー ………………………………………………………… 1500円

串田孫一／責任編集　高橋安光／中川久定／中川信／佐々木康之／訳　　　ヴォルテール「哲学書簡」
「哲学辞典」　ディドロ「ブーガンヴィル航海記補遺」　ダランベール「百科全書序論」　解説「フラン
ス十八世紀の哲学者たち」

� ヴォルテール／ディドロ／ダランベール …………………………… 1500円 400645-2

400646-9
平岡昇／責任編集　小林善彦／井上幸治／戸部松実／訳　　　「学問・芸術論」「人間不平等起原論」「社
会契約論」「エミール」　解説「ルソーの思想と作品」

� ルソー …………………………………………………………………… 1500円

400647-6
大河内一男／責任編集　玉野井芳郎／田添京二／大河内暁男／訳　　　「国富論」　解説「アダム・スミ
スと『国富論』」

� アダム・スミス …………………………………………………………… 1456円

400648-3
登張正實／責任編集　小栗浩／七字慶紀／訳　　　ヘルダー「人間性形成のための歴史哲学異説」「シ
ェイクスピア」「彫塑」　ゲーテ「文学論　美術論」　解説「ヘルダーとゲーテ　ドイツ・フマニスムス
の一系譜」

� ヘルダー／ゲーテ ……………………………………………………… 1500円

野田又夫／責任編集　土岐邦夫／観山雪陽／加藤新平／三島淑臣／森口美都男／佐藤全弘／訳　　　
「プロレゴーメナ」「人倫の形而上学の基礎づけ〈法論〉」「人倫の形而上学〈徳論〉」　解説「カントの
生涯と思想」

� カント …………………………………………………………………… 1700円 400649-0

松本重治／責任編集　渡辺利雄／高木誠／高木八尺／日高明三／斎藤真／岩永健吉郎／訳　　　フラン
クリン「自伝」　ジェファソン「イギリス領アメリカの諸権利についての意見の要約」「独立宣言」「ヴ
ァジニア覚書」「ヴァジニア信教自由法」「大統領第一次就任演説」「書簡選集」　ハミルトン、ジェイ、
マディソン「ザ・フェデラリスト」　トクヴィル「アメリカにおけるデモクラシーについて」　解説「ア
メリカ民主主義思想の原型」

� フランクリン／ジェファソン／ハミルトン／ジェイ／マディソン／トクヴィル 
1500円 400650-6
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400651-3
水田洋／責任編集　水田珠枝／永井義雄／訳　　　バーク「フランス革命についての省察」「自然社会
の擁護」マルサス「人口論」　解説「イギリス保守主義の意義」

� バーク／マルサス ……………………………………………………… 1500円

五島茂／坂本慶一／責任編集　白井厚／永井義雄／田村光三／田中正人／訳　　　オウエン「社会にか
んする新見解」「現下窮乏原因の一解明」「社会制度論」「結婚・宗教・私有財産」　サン・シモン「産業
者の教理問答」　フーリエ「産業的協同社会的新世界」　解説「ユートピア社会主義の思想家たち」

� オウエン／サン・シモン／フーリエ …………………………………… 1456円 400652-0

岩崎武雄／責任編集　量義治／茅野良男／渡辺二郎／訳　　　フィヒテ「知識学への第一序論」「人間
の使命」　シェリング「ブルーノ」「人間的自由の本質」「哲学的経験論の叙述」　解説「フィヒテとシェ
リングの生涯と思想」

� フィヒテ／シェリング ………………………………………………… 1650円 400653-7

400654-4
岩崎武雄／責任編集　山本信／藤野渉／赤沢正敏／訳　　　「精神現象学序論」「法の哲学」　解説「ヘ
ーゲルの生涯と思想」

� ヘーゲル ………………………………………………………………… 1700円

西尾幹二／責任編集　　　「意志と表象としての世界」第一巻　表象としての世界の第一考察　第二
巻　意志としての世界の第一考察　第三巻　表象としての世界の第二考察　第四巻　意志としての
世界の第二考察　第一版、第二版、第三版への序文　解説「ショーペンハウアーの思想と人間像」

� ショーペンハウアー …………………………………………………… 1800円 400655-1

清水幾太郎／責任編集　霧生和夫／清水禮子／訳　　　コント「社会再組織に必要な科学的作業のプ
ラン」「実証精神論」「社会静学と社会動学」　スペンサー「科学の起源」「進歩について」「知識の価値」
解説「コントとスペンサー」

� コント／スペンサー …………………………………………………… 1500円 400656-8

400657-5
林健太郎／責任編集　村岡晢／渡辺茂／訳　　　「列強論」「宗教改革時代のドイツ史」　解説「ランケ
の人と学問」

� ランケ …………………………………………………………………… 1456円

400658-2
桑原武夫／責任編集　多田道太郎／樋口謹一／訳　　　「フランス革命史」　解説「人民史家ミシュレ」

� ミシュレ ………………………………………………………………… 1456円

400659-9
関嘉彦／責任編集　山下重一／早坂忠／伊原吉之助／訳　　　ベンサム「道徳および立法の諸原理序
説」　Ｊ．Ｓ．ミル「自由論」「代議政治論」「功利主義論」　解説「ベンサムとミルの社会思想」

� ベンサム／Ｊ．Ｓ．ミル ………………………………………………… 1500円

400660-5
今西錦司／責任編集　池田次郎／伊谷純一郎／訳　　　「人類の起源」　解説「ダーウィンと進化論」

� ダーウィン ……………………………………………………………… 1456円

400661-2
桝田啓三郎／責任編集　杉山好／田渊義三郎／訳　　　「哲学的断片」「不安の概念」「現代の批判」「死
にいたる病」　解説「キルケゴールの生涯と著作活動」

� キルケゴール …………………………………………………………… 1650円

400662-9
五島茂／責任編集　飯塚一郎／木村正身／訳　　　ラスキン「この最後の者にも」「ごまとゆり」　モリ
ス「ユートピアだより」　 解説「ラスキンとモリス」

� ラスキン／モリス ……………………………………………………… 1456円

猪木正道／勝田吉太郎／責任編集　渡辺一／訳　　　プルードン「十九世紀における革命の一般理念」
バクーニン「神と国家」「鞭のドイツ帝国と社会革命」「ロークルおよびショー・ド・フォンの国際労働
者協会の友人たちへ」「インタナショナルの政治」　クロポトキン「近代科学とアナーキズム」　解説「ア
ナーキズム思想とその現代的意義」

� プルードン／バクーニン／クロポトキン …………………………… 1456円 400663-6

400664-3
鈴木鴻一郎／責任編集　日高普／長坂聰／塚本健／訳　　　「資本論―経済学批判」　第一巻　資本の
生産過程　第二巻  資本の流通過程　解説「『資本論』とはどういう書物か」

�  マルクス／エンゲルスⅠ ……………………………………………… 1800円

400665-0
鈴木鴻一郎／責任編集　日高普／長坂聰／塚本健／訳　　　「資本論」第三巻　資本主義的生産の総過程

� マルクス／エンゲルスⅡ ……………………………………………… 1700円
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400666-7
柴田治三郎／責任編集　　　「イタリア・ルネサンスの文化」　解説「歴史家ブルクハルトの人と思想」

� ブルクハルト …………………………………………………………… 1456円

400667-4
手塚富雄／責任編集　西尾幹二／訳　　　「ツァラトゥストラ」「悲劇の誕生」　解説「ニーチェの人と
思想」

� ニーチェ ………………………………………………………………… 1700円

400668-1
尾高邦雄／責任編集　宮島喬／石川晃弘／鈴木春男／訳　　　デュルケーム「自殺論」　ジンメル「社
会的分化論」　解説「デュルケームとジンメル」

� デュルケーム／ジンメル ……………………………………………… 1500円

400669-8
上山春平／責任編集　山下正男／魚津郁夫／訳　　　パース「論文集」　ジェイムズ「哲学の根本問題」
デューイ「論理学―探究の理論」　解説「プラグマティズムの哲学」

� パース／ジェイムズ／デューイ ……………………………………… 1500円

400670-4
懸田克躬／責任編集　　　「精神分析学入門」　解説「フロイトの生涯と学説の発展」

� フロイト ………………………………………………………………… 1500円

尾高邦雄／責任編集　梶山力／大塚久雄／富永健一／厚東洋輔／倉沢進／訳　　　「プロテスタンティ
ズムの倫理と資本主義の精神」「経済行為の社会学的基礎範疇」「経済と社会集団」「都市」　解説「マ
ックス・ウェーバー」

� ウェーバー ……………………………………………………………… 1800円 400671-1

細谷恒夫／責任編集　水地宗明／小池稔／船橋弘／訳　　　ブレンターノ「道徳的認識の源泉につい
て」　フッサール「厳密な学としての哲学」「デカルト的省察」「ヨーロッパの学問の危機と先験的現象学」
解説「現象学の意義とその展開」

� ブレンターノ／フッサール …………………………………………… 1500円 400672-8

江口朴郎／責任編集　日南田静真／西島有厚／和田春樹／相田重夫／菊地昌典／訳　　　「貧農に訴え
る」「民主主義革命における社会民主党の二つの戦術」「帝国主義」「マルクス主義の戯画と『帝国主義
的経済主義』について」「国家と革命」　解説「レーニンと現代の課題」

� レーニン ………………………………………………………………… 1650円 400673-5

澤瀉久敬／責任編集　坂田徳男／三輪正／渡辺義教／飯田照明／池長澄／森口美都男／訳　　　「形而
上学入門」「哲学的直観」「意識と生命」「心と身体」「脳と思考」「道徳と宗教の二つの源泉」　解説「ベ
ルクソン哲学の素描」

� ベルクソン ……………………………………………………………… 1500円 400674-2

400675-9
林健太郎／責任編集　岸田達也／矢田俊隆／訳　　　「近代史における国家理性の理念」「ドイツの悲
劇」　解説「マイネッケの生涯と思想」

� マイネッケ ……………………………………………………………… 1500円

桑原武夫／河盛好蔵／責任編集　杉本秀太郎／山田九朗／杉捷夫／水野亮／訳　　　アラン「芸術論集」
「文学論集」　ヴァレリー「レオナルド・ダ・ヴィンチの方法」「精神の危機」「エウパリノス」「詩学序説」
解説「高邁の哲人　アラン」「ポール・ヴァレリー」

� アラン／ヴァレリー …………………………………………………… 1500円 400676-6

400677-3
堀米庸三／責任編集　堀越孝一／訳　　　「中世の秋」　解説「ホイジンガの人と作品」

� ホイジンガ ……………………………………………………………… 1700円

400678-0
高橋徹／責任編集　徳永恂／寺田和夫／訳　　　マンハイム「イデオロギーとユートピア」　オルテガ

「大衆の反逆」　解説「マンハイムとオルテガ」

� マンハイム／オルテガ ………………………………………………… 1500円

宮崎義一／伊東光晴／責任編集　中内恒夫／訳　　　ケインズ「若き日の信条」「自由放任の終焉」「私
は自由党員か」「貨幣改革論」「繁栄への道」「戦費調達論」「アメリカ合衆国とケインズ・プラン」　ハロ
ッド「景気循環論」　解説「ケインズの思想と理論」

� ケインズ／ハロッド …………………………………………………… 1500円 400679-7

400680-3
山元一郎／責任編集　石本新／種山恭子／訳　　　ラッセル「外部世界はいかにして知られうるか」　
ウィトゲンシュタイン「論理哲学論」　ホワイトヘッド「観念の冒険」　解説「三人の科学哲学者」

� ラッセル／ウィトゲンシュタイン／ホワイトヘッド ……………… 1456円
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400681-0
泉靖一／責任編集　寺田和夫／増田義郎／川田順造／訳　　　マリノフスキー「西太平洋の遠洋航海
者」　レヴィ ＝ ストロース「悲しき熱帯」　解説「マリノフスキーとレヴィ ＝ ストロース」

� マリノフスキー／レヴィ ＝ ストロース ……………………………… 1500円

400682-7
辻清明／責任編集　小松春雄／渡辺保男／岡村忠夫／訳　　　バジョット「イギリス憲政論」　ラスキ

「主権の基礎」　マッキーヴァー「権力の変容」　解説「現代国家における権力と自由」

� バジョット／ラスキ／マッキーヴァー ……………………………… 1500円

400683-4
蝋山政道／責任編集　長谷川松治／訳　　　「歴史の研究」　解説「トインビー史学と現代の課題」

� トインビー ……………………………………………………………… 1456円

400684-1
原佑／責任編集　渡辺二郎／訳　　　「存在と時間」　解説「ハイデガーへの対応」

� ハイデガー ……………………………………………………………… 1700円

400685-8
山本信／責任編集　林田新二／渡辺二郎／小倉志祥／訳　　　ヤスパース「哲学」　マルセル「存在と
所有」　解説「ヤスパースとマルセル」

� ヤスパース／マルセル ………………………………………………… 1500円

400686-5
懸田克躬／責任編集　吉村博次／加藤正明／佐瀬隆夫／訳　　　ユング「心理学的類型」　フロム「正
気の社会」　解説「ユングとフロム」

� ユング／フロム ………………………………………………………… 1456円

400687-2
蝋山芳郎／責任編集　　　ガンジー「自叙伝」　ネルー「自叙伝」　解説「ガンジーとネルー」

� ガンジー／ネルー ……………………………………………………… 1456円

小野川秀美／責任編集　島田虔次／近藤秀樹／堀川哲男／小野信爾／小野和子／藤田敬一／吉田富夫／
狭間直樹／訳　　　孫文「三民主義」「志あらばついに成る」「講演集」「書簡集」「宣言集」　毛沢東「湖
南省農民運動視察報告」「実践論」「矛盾論」「抗日遊撃戦争の戦略問題」「文芸講話」「人民内部の矛盾
を正しく処理する問題について」「中国共産党全国宣伝活動会議における講話」　解説「孫文と毛沢東」

� 孫文／毛沢東 …………………………………………………………… 1500円 400688-9

湯川秀樹／井上健／責任編集　廣重徹／樋口順四郎／高林武彦／近藤洋逸／井上章／河辺六男／千葉康
則／山下孝介／訳　　　ドルトン「化学の新体系」　ラプラス「確率についての哲学的試論」　ヘルム
ホルツ「力の保存についての物理学的論述」　リーマン「幾何学の基礎をなす仮説について」　マック
スウェル「原子・引力・エーテル」　マッハ「認識と誤謬」　ボルツマン「アトミスティークについて」「理
論物理学の方法の輓近における発展について」　パブロフ「条件反射」　メンデル「植物の雑種に関す
る実験」　解説「十九世紀の科学思想」

� 現代の科学Ⅰ …………………………………………………………… 1500円 400689-6

湯川秀樹／井上健／責任編集　河辺六男／静間良次／品川嘉也／鎮目恭夫／井上章／訳　　　プランク
「物理学的世界像の統一」　ポアンカレ「科学と仮説」　ヒルベルト「公理的思考」　アインシュタイン
「物理学と実在」「科学者と世界平和」　ボーア「原子物理学における認識論的諸問題にかんするアイ
ンシュタインとの討論」　ハイゼンベルク「量子論的な運動学および力学の直観的内容について」　シ
ュレーディンガー「量子力学の現状」　ノイマン「人工頭脳と自己増殖」　ワトソン、クリック「デオキ
シリボ核酸の構造」　マッカロー「なぜ心は頭にあるか」　キスホルム「精神の未来」他　解説「二十
世紀の科学思想」

� 現代の科学Ⅱ …………………………………………………………… 1500円 400690-2

山崎正和／責任編集　物部晃二／喜志哲雄／新田博衛／柏木隆夫／滝本裕造／訳　　　フィードラー
「藝術活動の根源」　ハリソン「古代藝術と祭式」　コリングウッド「藝術の原理」　パノフスキー「人文
学の実践としての美術史」　ヴェルフリン「美術作品の説明」　メルスマン「音楽の現象学　時間と音
楽」　シュタイガー「文藝解釈の方法」　解説「人生にとって藝術とは何か」

� 近代の藝術論 …………………………………………………………… 1456円 400691-9



122

日本の中世

490210-5
石井進／著　　　源頼朝が足柄山に腰かけ両足で東の外ケ浜、西の鬼界ケ島を踏んでいる、安達盛長の
夢は何を意味するか――北の境界地域や鎌倉、各地の市に集う人びとから明らかになる「中世」の実像。

1 中世のかたち …………………………………………………………… 2400円

490211-2
大隅和雄／著　　　富や権力が何ほどのものか――情報行き交う道筋に住み、冷徹に真の信仰を求め続
けた無住が見た、大動乱の時代を神仏と交流しながら暮らす、逞しく哀しい中世人の姿とその心の奥底。

2 信心の世界、遁世者の心 ………………………………………………… 2400円

490212-9
笹本正治／著　　　奈良の鍬売り商人が信濃山中で殺害された。なぜか。消費の時代が到来する中世、
危険を伴う流通社会の中で活発に動く商人や職人。各地には市が立ち、町場化して現代の風景が姿を現す。

3 異郷を結ぶ商人と職人 ………………………………………………… 2400円

田端泰子／細川涼一／著　　　中世に「嫁姑」という熟語はあったか。「家」が分立してゆく社会のな
かの、北条政子や白拍子など女性たちの多彩な愛と生、誕生から老いにいたる人生階段上の現実の姿
に光をあてる。

4 女人、老人、子ども ……………………………………………………… 2400円 490213-6

入間田宣夫／豊見山和行／著　　　京の都にも劣らない華麗な文化を花開かせ、中央政権と拮抗する
力をもった平泉、南海の貿易立国として海外に飛翔した琉球……土着と外来が融合して異彩を放つ、
列島対極の地の中世とは。

5 北の平泉、南の琉球 ……………………………………………………… 2500円 490214-3

網野善彦／横井清／著　　　「職」と都市――このキー・ワードから、さまざまな生業をもった中世人
の活動を、その相貌・感覚・遊びと生死の諸相とともに甦らせて、通説を破壊し、人類の歴史総体の
見直しを図る。

6 都市と職能民の活動 …………………………………………………… 2700円 490215-0

五味文彦／佐野みどり／松岡心平／著　　　混迷期の権力の分散によって、人も場も闊達になり、和
魂漢才、古典への回帰、聖と俗の交差が湧き起こった。伝統保持と創造が相まって多彩な「日本」が
誕生する中世に、現代を考える。

7 中世文化の美と力 ……………………………………………………… 2600円 490216-7

上横手雅敬／元木泰雄／勝山清次／著　　　院政の始まりから保元・平治の乱、治承・寿永の内乱を経
て執権北条時頼の時代にいたる複雑な政治ドラマを活写。さらに社会の基盤であった荘園制の成り立
ちと支配の仕組みを解明する。

8 院政と平氏、鎌倉政権 …………………………………………………… 2700円 490217-4

490218-1
佐伯弘次／著　　　世界中を恐怖に陥れていた巨大軍団の襲来に日本列島は震撼した。しかし、初めて
体験する亡国の危機を体験してなお、大陸文化への憧れは断ちがたく、日中の交流は絶えることなく続く。

9 モンゴル襲来の衝撃 …………………………………………………… 2500円

490219-8
村井章介／著　　　建武新政の挫折、南北朝分立の影響は聖俗の権門から武士にいたる社会層に広がっ
た。天皇家断絶の危機を孕み、権力の下方分化による下剋上の時代に向かう日本史上最大の分岐点を描く。

� 分裂する王権と社会 …………………………………………………… 2500円

日本の中世

●日本文明の骨格が築かれた大動乱時代の「中世」
に生きた人々の多彩な活動を再現、各地域の動き
と世界との関連をとらえる

●図版オールカラー

全巻
完結

【全12巻】
〈編集〉
網野善彦／石井進

四六判
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490220-4
神田千里／著　　　織田信長は、なぜ叡山を焼討し、長島一向一揆で大量虐殺したのか。戦乱の中を逃
げまどい、全力で生き延びねばならなかった民衆の知恵と力、信心を中心に描き、戦国の歴史を一新する。

� 戦国乱世を生きる力 …………………………………………………… 2500円

坂田聡／榎原雅治／稲葉継陽／著　　　戦争は武士だけのものではない。村人も陣夫に駆り出され、
戦禍を受けた。その村人も利害や権益をめぐる紛争を起こす。争いに倦み、平和な暮らしを求める人々
の知恵と工夫を読み解く。

� 村の戦争と平和 ………………………………………………………… 2600円 490221-1
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403021-1
朝尾直弘／編　　　〈本巻執筆〉朝尾直弘／真栄平房昭／大桑斉／安田章／日野龍夫／桜井由躬雄／川北稔

1 世界史のなかの近世 …………………………………………………… 2718円

403022-8
辻達也／編　　　〈本巻執筆〉辻達也／米田雄介／内山美樹子／藤田覚

2 天皇と将軍 ……………………………………………………………… 2718円

403023-5
藤井讓治／編　　　〈本巻執筆〉藤井讓治／笠谷和比古／田中誠二／鈴木ゆり子／柴田純

3 支配のしくみ …………………………………………………………… 2718円

403024-2
葉山禎作／編　　　〈本巻執筆〉葉山禎作／田島佳也／岡光夫

4 生産の技術 ……………………………………………………………… 2718円

403025-9
林玲子／編　　　〈本巻執筆〉林玲子

5 商人の活動 ……………………………………………………………… 2718円

403026-6
丸山雍成／編　　　〈本巻執筆〉丸山雍成／川勝守／田代和生／片桐一男／渡辺和敏／渡辺信夫／藤
村潤一郎／宮崎克則／榎森進／吉田昌彦

6 情報と交通 ……………………………………………………………… 2718円

403027-3
朝尾直弘／編　　　〈本巻執筆〉朝尾直弘／横田冬彦／笹本正治／加藤康昭／笠谷和比古／塚田孝／
間瀬久美子／畑中敏之／高埜利彦

7 身分と格式 ……………………………………………………………… 2718円

403028-0
塚本学／編　　　〈本巻執筆〉塚本学／福田アジオ／本田雄二／古川貞雄／谷山正道／定兼学／松下志朗

8 村の生活文化 …………………………………………………………… 2718円

403029-7
吉田伸之／編　　　〈本巻執筆〉吉田伸之／玉井哲雄／伊藤毅／宮崎勝美／西坂靖／杉森哲也／岩田浩太郎

9 都市の時代 ……………………………………………………………… 2718円

403030-3
辻達也／編　　　〈本巻執筆〉辻達也／朝尾直弘／保坂智／沼田哲／田㟢哲郎／鈴木丹士郎

� 近代への胎動 …………………………………………………………… 2718円

403031-0
熊倉功夫／編　　　〈本巻執筆〉熊倉功夫／氏家幹人／武井協三／田中優子／板谷徹／広瀬千紗子／
狩野博幸／高橋雅夫

� 伝統芸能の展開 ………………………………………………………… 2718円

403032-7
中野三敏／編　　　〈本巻執筆〉中野三敏／久保田啓一／井上敏幸／多治比郁夫／宮崎修多／岩田秀
行／飯倉洋一／加藤定彦／小林忠／水田紀久／錦織亮介／成瀬不二雄

� 文学と美術の成熟 ……………………………………………………… 3107円

403033-4
頼祺一／編　　　〈本巻執筆〉頼祺一／田尻祐一郎／黒住真／小島康敬／八木清治／新谷正道／桑原
恵／青木歳幸／辻本雅史

� 儒学･国学･洋学 ………………………………………………………… 2718円

403034-1
竹内誠／編　　　〈本巻執筆〉竹内誠／小澤弘／小林計一郎／真野俊和／宮本由紀子／青木歳幸／今
田洋三／比留間尚

� 文化の大衆化 …………………………………………………………… 2718円

日本の近世

●世界の関心「経済大国日本」の原形、江戸時代の
魅力的な実像にせまる

●カラー口絵32ページ、図版多数収載

全巻
完結

【全18巻】
〈監修〉
児玉幸多／ドナルド・キ
ーン／司馬遼太郎

〈編集〉
辻達也／朝尾直弘

A5判変型
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日本の近世

403035-8
林玲子／編　　　〈本巻執筆〉林玲子／宇佐美ミサ子／久保貴子／桜井由幾／鈴木ゆり子／増田淑美
／小泉和子／長島淳子／Ｐ．フィスター／柴桂子／関民子／小川幸代／菅野則子

� 女性の近世 ……………………………………………………………… 2718円

403036-5
ひろたまさき／編　　　〈本巻執筆〉ひろたまさき／倉地克直／浅見隆／曽根ひろみ／薮田貫／神田
秀雄／池内敏

� 民衆のこころ …………………………………………………………… 2718円

403037-2
青木美智男／編　　　〈本巻執筆〉青木美智男／深谷克己／谷山正道／北原進／紙屋敦之／斎藤善之
／田島佳也

� 東と西　江戸と上方 …………………………………………………… 2718円

403038-9
田中彰／編　　　〈本巻執筆〉田中彰／加藤祐三／井上勝生／佐々木克／桑原真人／宮地正人／ロバ
ート・キャンベル

� 近代国家への志向 ……………………………………………………… 2718円
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日本の近代

松本健一／著　　　ペリー来航に始まる幕末の波瀾。欧米各国の圧迫と国家の危機に、人々は英知と
戦略で切り抜ける。日本がアジアで唯一近代化に成功したのはなぜか。日本人とは何かを近代国家誕
生の過程から描く。

1 開国・維新（1853～1871） ……………………………………………… 2400円 490101-6

490102-3
坂本多加雄／著　　　廃藩置県、征韓論、一揆、士族反乱、自由民権運動。動乱の時代はやがて憲法制定、
国会開設へと向けて収斂していく。命がけで〈国造り〉に参画した男たちの「競合と統合」の物語。

2 明治国家の建設（1871～1890） ……………………………………… 2400円

490103-0
御厨貴／著　　　憲法制定・議会開設と近代国家へのスタートを切った日本は、内には藩閥と民党の
抗争、外には日清・日露の両戦役と、多くの試練を迎える。危機を乗り切った「ミカド」の指導力を描く。

3 明治国家の完成（1890～1905） ……………………………………… 2400円

490104-7
有馬学／著　　　デモクラシーの楽園は本当に存在したのか。西欧列強の狭間で日露戦争と第一次世
界大戦に勝利をおさめた「帝国」のジレンマを、同時代人の視界から描き出した、新しい「大正」時代像。

4 「国際化」の中の帝国日本（1905～1924） …………………………… 2400円

490105-4
北岡伸一／著　　　原敬没後、政党政治は軍部の介入に苦しみ、政党内閣は5・15事件で潰えた。軍部
は日中戦争を惹起し、政府の不拡大方針を統帥権を楯に退け、時代は「非常時」から「戦時」へと移る。

5 政党から軍部へ（1924～1941) ……………………………………… 2400円

490106-1
五百旗頭真／著　　　なぜ日本は対米戦争に踏み切ったのか。日本近現代史に聳立する最大の問題を
解き明かし、併せて戦後再生しながら、冷戦構造下に安定の道を求めた日本の政治の存り様を検証する。

6 戦争・占領・講和（1941～1955） ……………………………………… 2400円

猪木武徳／著　　　1955年、再びスタートラインに立った日本は「経済大国」への軌道をひたすら走
り出す。未曾有の大変動はサクセス・ストーリーであると同時に、ひとつの「宴」の終焉の物語でもあ
った。

7 経済成長の果実（1955～1972） ……………………………………… 2400円 490107-8

490108-5
渡邉昭夫／著　　　沖縄の本土復帰で「戦後」を終らせ、経済大国の地位を築いた日本を見舞う内外か
らの試練。石油危機、狂乱物価、日米貿易摩擦そしてバブル崩壊。日本はどこで針路を誤ったのだろうか。

8 大国日本の揺らぎ（1972～　） ………………………………………… 2400円

戸部良一／著　　　近代国家において本来もっとも合理的・機能的な組織であるはずの軍隊が、日本
ではなぜ〈反近代の権化〉と見なされるようになったのか。その変容過程を社会と政治との関わりを
通して解明する。

9 逆説の軍隊 ……………………………………………………………… 2400円 490109-2

490110-8
鈴木博之／著　　　文明開化、大震災、戦災、高度成長――江戸時代の遺産の上に、われわれは都市を
構築できたのであろうか。文化的表現としての建築物から日本人のアイデンティティの軌跡を検証する。

� 都市へ …………………………………………………………………… 2400円

490111-5
宮本又郎／著　　　大変動の時代をビジネス・チャンスと捉えて時代を先どり、新しい産業分野へ積極的
に分け入った経営者たち。資本主義社会の光と影を担った彼らの手腕と発想はどのように培われたのか。

� 企業家たちの挑戦 ……………………………………………………… 2400円

日本の近代

●歴史に学び、歴史を学ぶ醍醐味と物語としての叙
述を満喫できる一人一巻の書き下ろしシリーズ

●図版オールカラー

全巻
完結

【全16巻】
〈編集委員〉
伊藤隆／猪木武徳／北岡
伸一／御厨貴

四六判
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日本の近代

490112-2
竹内洋／著　　　エリートはどう作られてきたか。大学紛争で終息する教養主義を育んだ旧制高校・帝
大を軸とする教育体系の軌跡を豊富なエピソードで描き、現代日本をも呪縛する「学歴」の実相に迫る。

� 学歴貴族の栄光と挫折 ………………………………………………… 2400円

490113-9
水谷三公／著　　　この国を動かしてきた顔の見えない人々に、本来の能力を発揮する「場」は提供さ
れたのか――政党の勃興、戦時体制、敗戦と占領など社会情勢の変動が、行政機構に与えた影響を探る。

� 官僚の風貌 ……………………………………………………………… 2400円

490114-6
佐々木隆／著　　　「社会の木鐸」「不偏不党」「公正中立」その実態は？  知られざる新聞の歴史を豊
富な史料で描き、番記者、記者クラブなど今日のメディアが抱える問題点を根源に遡って検証する。

� メディアと権力 ………………………………………………………… 2400円

490115-3
鈴木淳／著　　　洋式小銃の導入は兵制を変え、軍隊の近代化をいそがせた。洗濯機の登場は、主婦
に家事以外の時間を与えた。新技術の導入は、人々の生活や社会にどう影響し、何を変えたのだろうか。

� 新技術の社会誌 ………………………………………………………… 2400円

490116-0
伊藤隆／著　　　西欧文明と向き合い、「世界」の一員として生きるため、先達はどのように道を切り
開いたか。また、20世紀の壮大な実験「共産主義」と日本人はどのように接してきたかを検証する。

� 日本の内と外 …………………………………………………………… 2400円
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新装　昭和史の天皇

最初の神風特別攻撃隊の戦果に対する「陛下のお言葉」は「そのようにまでせねばならなかったか、
しかしよくやった」であった……。第一巻は、特攻隊の他、和平工作、東京大空襲を取り上げる。

1 陛下と特攻隊 ……………………………………………………………………………………

「おそらく死は十数時間の後に迫った必然の事実である」。乗員が胸の裡で呟くなか、航空部隊の掩護
もなく大和は出撃する。絶望的な「菊一号作戦」の他、米軍沖縄上陸、皇居炎上、ヒトラーの末路を
描く。

2 戦艦大和の最期 …………………………………………………………………………………

追いつめられ、焦った軍首脳が仕掛けた反攻計画が、凄惨な修羅場を出現させた――。15万の県民を
犠牲にした沖縄決戦、幻に終わった近衛特使派遣、スウェーデン駐在武官・小野寺信の工作、松代大
本営を取り上げる。

3 沖縄玉砕 …………………………………………………………………………………………

昭和20年８月９日未明、ソ連軍が中立条約を一方的に破棄、国境を越えて満州に進撃を開始した。「い
つの間にか張り子のトラ、かかし同然」になっていた関東軍の守る満州国崩壊に際し、悲惨なドラマ
が数多く生まれる。

4 関東軍壊滅す ……………………………………………………………………………………

昭和７年の建国以来、日本から送り込まれた27万人の開拓団員の運命は……。「一にも軍隊、二にも軍
隊と心をくだいて尽くしてきたのに、この絶望的な危機に際して、そのカゲさえ見せない」。見捨てら
れた人々の悲劇。

5 満蒙開拓団の悲劇 ………………………………………………………………………………

昭和20年８月20日、樺太・真岡郵便局に勤務する９人の乙女が、「ソ連軍上陸と同時に、日本軍の命ず
るまま」、青酸カリを呑んだ。８月15日をすぎてもなお戦場でありつづけた南樺太、千島列島のその時
を描く。

6 ああ北方領土 ……………………………………………………………………………………

よりよい条件での和平を求め、参謀本部は200万を新たに動員。しかし想定された武器には、竹槍や
弓までが含まれていた。いわゆる「本土決戦」の内幕の他、東京ローズを生んだ日米宣伝合戦、ポツ
ダム宣言の衝撃。

7 本土決戦秘録 ……………………………………………………………………………………

「堪へ難きを堪へ、忍び難きを忍び」――戦争は終わった。軍の圧力のなか和平の道を探る鈴木内閣、
部下の突き上げに苦悩する米内海相と阿南陸相、そして外務省。その時へと至った道筋を再現した終
戦秘史、完結。

8昭和20年８月 ……………………………………………………………………………………

セット価格　48000円

新装　昭和史の天皇 日本の「現
い ま

在」を決めたその時

●証言者延べ１万人、記録したテープ6000時間。昭
和天皇と日本人にとって最大のドラマを克明に再現
した不朽の名著

分売 
不可

【全8巻】
読売新聞社編

A5判
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江戸東京歴史探検

鈴木章生／責任編集　　　江戸東京の社会と文化を再現し、今日の我々が地続きの過去にあそぶ。当
巻では年中行事を通して正月の江戸城登城風景や雛祭り、花見や七夕、花火……庶民の生活文化の一
端をのぞきみる。

1 年中行事を体験する …………………………………………………… 1800円 490222-8

齋藤慎一／責任編集　　　江戸はいつから「江戸」になり、「大江戸」に至ったのか。江戸開府以前か
ら幕末まで、武蔵野の水辺の郷がどのように成長発展し、都市になったのか、歴史を辿りながら検証
していく。

2 江戸の町を歩いてみる ………………………………………………… 1800円 490223-5

近松鴻二／責任編集　　　一日千両が動いたといわれる團十郎や大相撲。これに熱狂する人々は、武
士や町人の別なく、都市の日々の文化と生活の潤いを知る人々でもあった。江戸人の懐の深さを知る
ための一冊。

3 江戸で暮らしてみる …………………………………………………… 1800円 490224-2

岩城紀子／責任編集　　　江戸の町に「西洋近代」が輸入され、人々の生活は大きく変貌する。鉄道
が敷設され、馬車が走り、ガス灯がともる銀座通りに煉瓦の街が並び出す。人の心も近代化されたの
であろうか。

4 開化の東京を探検する ………………………………………………… 1800円 490225-9

490226-6
湯川説子／責任編集　　　帝都東京。全国から人々が雲集し、近代化による新文化の創造と定着がな
され光と闇の世界が現出した。人々はとまどいながらも近世近代が入り交じるこの土地に根を下ろし
始める。

5 帝都の誕生を覗く ……………………………………………………… 1800円

板谷敏弘／責任編集　　　東京大空襲を経て終戦後の焼け野原と化した東京は、日本再生のシンボル
として改めて政治経済の中心地としての歩みを始める。そして高度成長下、東京五輪をひかえ首都は
大改造される。

6 昭和の暮らしを追ってみる …………………………………………… 1800円 490227-3

江戸東京歴史探検

●巨大都市・江戸東京はいかに完成したか。江戸開府
400年の2003年、開館10周年の江戸東京博物館が
総力を結集して執筆・編集

全巻
完結

【全6巻】
〈監修〉
東京都江戸東京博物館

A5判
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新日本現代演劇史

榎本健一ら『東京喜劇まつり』／歌舞伎座『新・平家物語』／東京宝塚劇場接収解除／文学座『ハムレ
ット』（福田恆存訳・演出）／俳優座『どれい狩り』（安部公房作、千田是也演出）／新派『皇女和の宮』（川
口松太郎作）／長谷川一夫主演東宝歌舞伎『盲目物語』／民芸『アンネの日記』（菅原卓訳・演出）／大
江美智子主演の女剣劇／東宝の小林一三没／久保栄自殺／宮城まり子の『まり子自叙伝』（菊田一夫作・
演出）／大阪・新歌舞伎座開場／モスクワ芸術座来日公演　ほか

1 脱戦後篇（1955～1958年） …………………………………………… 22000円 400162-4

新人会『マリアの首』初演／皇太子ご結婚／東宝現代劇『がめつい奴』大ヒット／前進座『熊谷陣屋』
改訂／文学座『ゴドーを待ちながら』初演／新劇人、新安保条約批准反対声明／松本幸四郎一門、
東宝へ移籍／松竹新喜劇好調／三波春夫、歌舞伎座初登場／民芸『火山灰地』上演／森光子『放浪記』
初演／プロデューサー・システムの『黒蜥蜴』／十一代目市川団十郎襲名　ほか

2 安保騒動篇（1959～1962年） ………………………………………… 24000円 400163-1

文学座分裂／前進座『天平の甍』／ミュージカル『マイ・フェア・レディ』の大成功／東京で初の「武
智歌舞伎」／俳優集団NＬＴ結成／紀伊國屋ホール開場／東京五輪開催／花柳章太郎没／文学座『怒
りをこめてふり返れ』／ヴェトナム戦争本格化／東宝現代劇『細雪』／「三之助」ブーム／早稲田小劇
場旗揚げ／ザ・ビートルズ来日公演／日生劇場と俳優座の提携公演『アンナ・カレーニナ』　ほか

3 東京五輪篇（1963～1966年） ………………………………………… 24000円 400164-8

新国劇創立五十周年／天井棧敷旗揚げ／状況劇場の紅テント出現／『屋根の上のヴァイオリン弾き』
上演／市川猿之助宙乗り事はじめ／文化庁発足／タレント議員誕生／丸山明宏の『椿姫』／井上ひさ
し登場／『ラ・マンチャの男』本邦初演／蜷川幸雄、演出家デビュー／エノケンの死／文学座『華岡青
洲の妻』／人気沸騰の海老・玉コンビ／三島由紀夫事件　ほか

4 大学紛争篇（1967～1970年） ………………………………………… 24000円 400165-5

400166-2別巻　補遺／年表・総索引 ………………………………………………… 24000円

新日本現代演劇史

●「いまの芝居は、いかにかくあるか―」。現代演
劇のあゆみを一望し、未来を展望する現代演劇研
究の精華、ここに集積

全巻 
完結

【全4巻別巻1巻】
〈編集委員〉
大笹吉雄

A5判函入
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403401-1
大貫良夫／前川和也／渡辺和子／屋形禎亮／著　　　我々の文明はどのように創り出されてきたか。人
類の誕生から、メソポタミア、エジプトまで、五百万年をたどる。壮大な世界史の開幕。

1 人類の起原と古代オリエント ………………………………………… 2524円

403402-8
尾形勇／平㔟隆郎／著　　　古代の史書をひもとき直す試みが中国史を根底からくつがえす。また庶民の
暮らしと考古学の成果に根ざして固有の風土を活写。甲骨文から始皇帝、三国志までの沸騰する創世記。

2 中華文明の誕生 ………………………………………………………… 2524円

403403-5
山崎元一／著　　　仏教はどのような土壌に育まれたのか。そしてなぜ発生した故国で滅んだのか。
古代カーストが現代の社会に遺る理由は何か。古代において骨格が完成した大インドの祖像を探る。

3 古代インドの文明と社会 ……………………………………………… 2524円

小川英雄／山本由美子／著　　　「文明の十字路」で激突する諸民族。ユダヤ教が拡がるイスラエル、
日本まで伝播したペルシア文明、芸術の華開くヘレニズム世界。各王朝の盛衰を考古学の成果をもと
に展開する。

4 オリエント世界の発展 ………………………………………………… 2524円 403404-2

桜井万里子／本村凌二／著　　　オリエントの辺境から出発し、ポリス民主政を成立させるギリシア、
地中海に覇を唱えた大帝国を築くローマ。人類の偉大な古典となったギリシア・ローマ人の運命と文
明の盛衰。

5 ギリシアとローマ ……………………………………………………… 2524円 403405-9

403406-6
礪波護／武田幸男／著　　　分裂から世界帝国へ、両晋南北朝～隋唐の時代。また古朝鮮から高句麗と三
韓、統一新羅へ。古代の日本に大きな影響を与えた中国・朝鮮の動向と宗教・文化の流れを巨細に描く。

6 隋唐帝国と古代朝鮮 …………………………………………………… 2524円

伊原弘／梅村坦／著　　　西欧を凌ぐ科学技術・諸交易・都市文化……先進的な宋代社会を探訪。ま
たモンゴルを育んだ陸の世界の知られざるエネルギーとは――。農耕と遊牧文明が交錯した世界の深
層を描く。

7 宋と中央ユーラシア …………………………………………………… 2524円 403407-3

403408-0
佐藤次高／著　　　ムハンマドにはじまるイスラーム教は瞬く間にアジア、地中海世界を席捲した。
様々な民族を容れて繁栄する王朝、活発な商業活動、華麗な都市文化などイスラームの深さを探る。

8 イスラーム世界の興隆 ………………………………………………… 2524円

杉山正明／北川誠一／著　　　ユーラシア大陸の超広域を疾駆した蒼き狼の群れ――。たぐいまれな
統治システムと柔軟な経済政策で世界史上最大の連邦国家を築いた草原の遊牧民＝モンゴルの知られ
ざる実像。

9 大モンゴルの時代 ……………………………………………………… 2524円 403409-7

佐藤彰一／池上俊一／著　　　ヨーロッパ中世は、けっして野蛮な時代ではなかった。民族大移動、
騎士、キリスト教、十字軍、ジャンヌ・ダルクの千年の歴史と人間を、森や気候などの環境とともにあ
ざやかに活写。

� 西ヨーロッパ世界の形成 ……………………………………………… 2524円 403410-3

世界の歴史

●21世紀に生きる日本人のための新しい世界の歴史
●現代人の関心に応える構成、面白く、わかりやすい

書下し叙述、美麗なオールカラー

全巻
完結

【全30巻】
〈編集〉
樺山紘一／礪波護／山内
昌之

四六判
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403411-0
井上浩一／栗生沢猛夫／著　　　ビザンツ帝国が千年もの歴史を刻むことができたのはなぜか。東欧・
ロシアは民族紛争の原型ともなる豊かな地域性をいかように形成したのか。知られざる中世史像を探る。

� ビザンツとスラヴ ……………………………………………………… 2524円

岸本美緒／宮嶋博史／著　　　商業経済が発展し、伝統的な専制王朝が最終段階を迎えた明清と、朝
鮮独特の両班官僚制が成立した李朝の実相を、倭寇、壬辰・丁酉倭乱など日本との多様な関わりを交
えて活写。

� 明清と李朝の時代 ……………………………………………………… 2524円 403412-7

403413-4
石澤良昭／生田滋／著　　　古代より、東は中国・日本、西はアラブ・ヨーロッパから、多様な民族が海
と陸とに往来交流を繰り返し、独自の文化を築きながらダイナミックな変動を続けた東南アジアの全貌。

� 東南アジアの伝統と発展 ……………………………………………… 2524円

佐藤正哲／中里成章／水島司／著　　　10世紀末よりインドに進出したイスラーム勢力は空前の大帝
国を築くに至ったが、その急速な崩壊と共にイギリスによる植民地化が開始される。広大なインドの
様々な相貌と文化。

� ムガル帝国から英領インドへ ………………………………………… 2524円 403414-1

403415-8
永田雄三／羽田正／著　　　16～17世紀、世界の人が行き交うイスタンブルとイスファハーンの繁栄。
イスラーム世界に「最後の花」を咲かせたオスマン帝国とイラン高原のサファヴィー朝の全貌を示す。

� 成熟のイスラーム社会 ………………………………………………… 2524円

403416-5
樺山紘一／著　　　地中海と大西洋――二つの海をめぐって光と影が複雑に交錯する。ルネサンスと
大航海によみがえる多彩な人間と文明の歴史。

� ルネサンスと地中海 …………………………………………………… 2524円

長谷川輝夫／大久保桂子／土肥恒之／著　　　宗教改革、三十年戦争の嵐吹き荒れる欧州、ロシア。
小さく貧しかった西欧諸国は「文明」を武器に世界の大国に変貌した。輝ける啓蒙文化を背景に各国
の興亡を鮮かに解き明かす。

� ヨーロッパ近世の開花 ………………………………………………… 2524円 403417-2

403418-9
高橋均／網野徹哉／著　　　大西洋を舞台とした幾多の遭遇物語、インカ社会からフジモリに至る政治経
済まで。異文化の交錯が生み出した個性的な社会の全体像を人々の肉声で再現し国際的視野で俯瞰する。

� ラテンアメリカ文明の興亡 …………………………………………… 2524円

並木頼寿／井上裕正／著　　　香港はいかにしてイギリス植民地となったのか。19世紀、アヘン戦争前
後から列強の覇権競争と国内の大動乱に直面して「近代」を探っていった「中華帝国」の人びとの苦
闘の歩み。

� 中華帝国の危機 ………………………………………………………… 2524円 403419-6

403420-2
山内昌之／著　　　ナポレオンのエジプト遠征はイスラーム世界の危機を深めた――ボスニアやチェ
チェンの激しい紛争など現代のイスラームと民族の問題の根源を解く。

� 近代イスラームの挑戦 ………………………………………………… 2524円

五十嵐武士／福井憲彦／著　　　世界に衝撃をあたえ、近代市民社会のゆく手を切り拓いた二つの革
命は、どのように完遂されたのか。思想の推移、社会の激変、ゆれ動く民衆の姿を、新たな視点から
克明に描写。

� アメリカとフランスの革命 …………………………………………… 2524円 403421-9

谷川稔／北原敦／鈴木健夫／村岡健次／著　　　19世紀、ヨーロッパは「自由主義と国民主義の世紀」
を歩み出した。各地の政治革命、国民国家形成の苦闘、工業発展の功罪など、光あふれる「近代化」
とそれに伴う影を多面的に描く。

� 近代ヨーロッパの情熱と苦悩 ………………………………………… 2524円 403422-6

紀平英作／亀井俊介／著　　　南北戦争後の再建から「アメリカの世紀」へ。19世紀、世界第一の工
業国に変貌した合衆国。政党政治の成熟、ダイナミックな文化の広がるなか、英雄たちが大衆の夢を
具現する。

� アメリカ合衆国の膨張 ………………………………………………… 2524円 403423-3

福井勝義／赤阪賢／大塚和夫／著　　　21世紀を揺るがす環境問題・民族問題の根源。独自の文化を
育んだ王国・都市と交易。躍動するイスラームの動向――人類学の成果を得た基本的視座で、いまア
フリカ像が正される。

� アフリカの民族と社会 ………………………………………………… 2524円 403424-0
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加藤祐三／川北稔／著　　　危機に立つ世界経済は再生しうるか。16世紀の大航海時代からヨーロッ
パ、アメリカ、アジアが一つの世界になる過程を、食事、ファッションなど人間の欲望から追う最新
世界史。

� アジアと欧米世界 ……………………………………………………… 2524円 403425-7

木村靖二／柴宜弘／長沼秀世／著　　　前例のない第一次世界大戦はいかに始められたのか。それは
人びとの生活の何を変えたのか。そしてなぜ再び世界大戦は始められたのか。〝20世紀の始まり〞を
多角的に読む。

� 世界大戦と現代文化の開幕 …………………………………………… 2524円 403426-4

狭間直樹／長崎暢子／著　　　反乱、革命、政治抗争、宗教対立……帝国主義列強の軛から逃れ、二
度にわたる世界大戦を経て新しい国づくりに向けて歩むアジアの〝夜明け前〞を中国、インドの二大
国を中心につづる。

� 自立へ向かうアジア …………………………………………………… 2524円 403427-1

油井大三郎／古田元夫／著　　　ドイツのポーランド侵攻による第二次世界大戦の勃発に始まり、原
爆投下、植民地独立、冷戦、ベトナム戦争に介入したアメリカの敗北……激しく揺れ動いた現代史の
意味を問う。

� 第二次世界大戦から米ソ対立へ ……………………………………… 2524円 403428-8

猪木武徳／高橋進／著　　　20世紀後半、経済繁栄の一方で、資本主義と社会主義の対立、脱植民地
化の苦闘、人口増加や環境破壊などかつてない問題が生まれていた。冷戦の始まりからドイツ統一ま
での50年間。

� 冷戦と経済繁栄 ………………………………………………………… 2524円 403429-5

下斗米伸夫／北岡伸一／著　　　グローバリズムの潮流と、混迷・紛争する地域問題の間で新世紀は
どこへ向かうのだろうか？  人口問題・環境破壊・情報化などの課題も踏まえ、冷戦後の世界と日本の
新たな指標を探る。

� 新世紀の世界と日本 …………………………………………………… 2524円 403430-1
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402621-4
梶山雄一／赤松明彦／訳　　　大智度論（抄）

1 大智度論 ………………………………………………………………… 3796円

402622-1
平井俊榮／訳　　　肇論　僧肇／三論玄義　吉蔵

2 肇論／三論玄義 ………………………………………………………… 4078円

402623-8
荒牧典俊／小南一郎／訳　　　出三蔵記集（抄）／法苑珠林（抄）

3 出三蔵記集／法苑珠林 ………………………………………………… 4660円

402624-5
吉川忠夫／訳　　　弘明集（抄）／広弘明集（抄）

4 弘明集／広弘明集 ……………………………………………………… 3602円

402625-2
神戸和麿／廣瀬杲／訳　　　浄土論註／観経疏（抄）

5 浄土論註／観経疏 ……………………………………………………… 5049円

402626-9
村中祐生／訳　　　摩訶止観（抄）

6 摩訶止観 ………………………………………………………………… 3602円

402627-6
小林圓照／木村清孝／訳　　　華厳五教章　法蔵／金師子章（伝）法蔵／原人論　宗密

7 華厳五教章／原人論 …………………………………………………… 3796円

402628-3
頼富本宏／訳　　　大日経（抄）／金剛頂経（抄）／菩提心論／摂無礙経

8 中国密教 ………………………………………………………………… 3796円

402629-0
桑山正進／訳　　　大唐西域記（抄）

9 大唐西域記 ……………………………………………………………… 2505円

福井文雅／松尾良樹／平井宥慶／森由利亜／二階堂善弘／訳　　　降魔変文／目連縁起／妙法蓮華経
講経文・提婆達多品／維摩詰経講経文・文殊師利問疾品／仏説観弥勒菩薩上生兜率天経講経文／父母
恩重経講経文／十吉祥講経文／盂蘭盆経講経文／維摩義記（抄）／維摩経義記巻第四（抄）／法華義
記第三（抄）／法華経義記（抄）

� 敦煌Ⅰ（古逸仏典） ……………………………………………………… 4078円 402630-6

田中良昭／沖本克己／中村信幸／鈴木哲雄／訳　　　絶観論　法融／修心要論　弘忍／観心論　神秀
／南陽和上頓教解脱禅門直了性壇語　神会／南陽和尚問答雑徴義　神会／菩提達摩南宗定是非論　
神会／大乗開心顕性頓悟真宗論　慧光／摩訶衍遺文／小品集

� 敦煌Ⅱ（初期禅文献） …………………………………………………… 4466円 402631-3

402632-0
石井修道／訳　　　曹渓大師伝／裴休拾遺問／大慧普覚禅師法語（抄）

� 禅語録 …………………………………………………………………… 5049円

402633-7
柳田聖山／訳　　　祖堂集（抄）

� 祖堂集 …………………………………………………………………… 4078円

402634-4
諏訪義純／中嶋隆蔵／訳　　　梁高僧伝（抄）／続高僧伝（抄）／宋高僧伝（抄）

� 高僧伝 …………………………………………………………………… 4078円

大乗仏典　中国・日本篇

●中国・日本の代表的仏典を網羅

全巻
完結

【全30巻】
〈監修〉
長尾雅人／柳田聖山／梶
山雄一

四六判函入
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御牧克己／森山清徹／苫米地等流／訳　　　了義未了義善説心髄（中観章前半、自立論証派の節）／
菩提道次第大論（「止」の章、九種心住の節）／菩提道次第大論（「観」の章序論部、学派分類の節）
／菩提道次第小論（「観」の章、二諦の節）／秘密道次第大論（究竟次第の章前半）

� ツォンカパ ……………………………………………………………… 5049円 402635-1

402636-8
髙崎直道／編　藤井教公／中條道昭／訳　　　聖徳太子　勝鬘経義疏／鑑真　唐大和上東征伝

� 聖徳太子／鑑真 ………………………………………………………… 4466円

402637-5
木内堯央／訳　　　最澄　願文／学生式／顕戒論（抄）／円仁　入唐求法巡礼行記（抄）／金剛頂大
教王経疏（抄）

� 最澄／円仁 ……………………………………………………………… 4078円

402638-2
津田真一／訳　　　秘密曼荼羅十住心論

� 空海 ……………………………………………………………………… 5631円

402639-9
末木文美士／蓑輪顕量／訳　　　安然　真言宗教時義（抄）／菩提心義抄（抄）／源信　一乗要決（抄）
／阿弥陀仏白毫観

� 安然／源信 ……………………………………………………………… 4078円

402640-5
高橋秀栄／中尾良信／訳　　　栄西　金剛頂宗菩提心論口決／出家大綱／明恵　三時三宝礼釈／光
明真言土沙勧信記／却廃忘記

� 栄西／明恵 ……………………………………………………………… 3796円

402641-2
佐藤平／徳永道雄／訳　　　法然　選択本願念仏集／一遍　一遍上人語録

� 法然／一遍 ……………………………………………………………… 5631円

402642-9
梶山雄一／訳　　　浄土文類聚鈔／唯信鈔文意／一念多念文意／顕浄土方便化身土文類　六（本）／

『教行信証』後序／自然法爾事

� 親鸞 ……………………………………………………………………… 3000円

402643-6
柳田聖山／編　上田閑照／編訳　松岡由香子／訳　　　普勧坐禅儀（自筆・天福本）／普勧坐禅儀撰述
由来／普勧坐禅儀（流布本）／辦道話／現成公案（正法眼蔵第一）／正法眼蔵（十二巻本）

� 道元 ……………………………………………………………………… 6602円

402644-3
藤井学／訳　　　一谷入道御書／清澄寺大衆中／富木尼御前御書／兵衛志殿御返事／千日尼御前御
返事／千日尼御返事／立正安国論／観心本尊抄　付・副状／報恩抄

� 日蓮 ……………………………………………………………………… 4660円

402645-0
三木紀人／山田昭全／訳　　　無住　沙石集（抄）／雑談集（抄）／聖財集（抄）／虎関　詩集／元亨
釈書・序／病儀論

� 無住／虎関 ……………………………………………………………… 4078円

402646-7
柳田聖山／訳　　　一休　狂雲集／良寛　良寛道人遺稿

� 一休／良寛 ……………………………………………………………… 3796円

402647-4
常盤義伸／訳　　　息耕録開筵普説／息耕録評唱剰語

� 白隠 ……………………………………………………………………… 3796円

402648-1
水上勉／佐藤平／編　　　金森道西／赤尾道宗／和州清九郎／江州次郎右衛門／常州忠左衛門／石
州善兵衛／三州七三郎／石州磯七／石州善太郎／長州於軽／讃岐庄松／因幡源左／浅原才市

� 妙好人 …………………………………………………………………… 3602円

坂東性純／編　　　御文　蓮如／蓮如上人御一代記聞書　実悟他／谷響集　夢窓疎石／あみたはだ
か物語　（伝）　一休宗純／念仏草紙　鈴木正三／往生要歌并後序　雲居希膺／宝鏡窟記　白隠慧鶴
／安心ほこりたゝ記　白隠慧鶴

� 仮名法語 ………………………………………………………………… 4466円 402649-8

402650-4
関山和夫／編　　　醒睡笑　安楽庵策伝／説法百華園　菅原智洞／祖師聖人御一代記

� 説教集 …………………………………………………………………… 3505円
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仏教を生きる

ひろさちや／著　　　わずか260余文字で伝わる『般若心経』の教えを、「欲望の奴隷になるな！  がん
ばるな！  大志を抱くな！」など、現代的視点で分かりやすく説き明かし、生き方に悩む人々の渇望に
応える。

1 こだわりを捨てる（般若心経） ………………………………………… 1600円 490151-1

490152-8
渡辺宝陽／著　　　紫式部・清少納言らが讃え、日本文化の深層と結びついた「法華経」。困難な状況
の中で、人はどのように生きるべきか。その明確な指針を壮大な構想で描く最高の経典を精細に読み解く。

2 われら仏の子（法華経） ………………………………………………… 1600円

西村惠信／著　　　13世紀に日本に伝えられた禅は、日本人の生き方や美意識に大きな影響を与えて
きた。21世紀を生きる人間のあり方の規範も、禅の示す人間像に見出しうることを国際経験豊かに示唆
する。

3 躍動する智慧（禅語録） ………………………………………………… 1600円 490153-5

490154-2
瓜生津隆真／著　　　平安貴族は来世にも繁栄が続くよう浄土を願い求め、貧困にあえぐ民衆もまた、そ
の救いを来世に求めて阿弥陀仏にすがった。浄土宗の開祖法然が拠り所とした三経典を易しく明示する。

4 慈悲の光（浄土三部経） ………………………………………………… 1600円

490155-9
上村勝彦／著　　　時に臨み、機に応じ、自在に説かれた釈尊の教えを収めた『法句経』は、人生に対
する深い洞察力に満ちた最良の仏教入門書である。珠玉の詩句をとりあげ、現代的視点で精細に解説する。

5 真理の言葉（法句経） …………………………………………………… 1600円

490156-6
木内堯央／著　　　日本仏教の在り方や文化を生み出す源泉となった最澄の天台法華一乗の教えは、

「己れを忘れて他を利する」という他者への限りない奉仕精神を唱導し、現代人に鮮烈な示唆を与える。

6 悲願に生きる（最澄） …………………………………………………… 1600円

490157-3
松長有慶／著　　　宇宙も環境世界も、すべてのものは一つの「いのち」を共有するという真言密教の
教えこそ、現代が求める生命の思想である。その壮大な思想を現代的視点からわかりやすく解き明かす。

7 大宇宙に生きる（空海） ………………………………………………… 1600円

490158-0
石上善應／著　　　浄土宗の開祖法然は、それまでの仏教の価値観をくつがえし、大衆に熱狂的に迎えら
れた。変革期の苦悩を一身に担った中世仏教先駆の恨みを超えた生き方と共生の思想を鮮明に提示する。

8 おおらかに生きる（法然） ……………………………………………… 1600円

490159-7
阿満利麿／著　　　法然が発見し、親鸞に受けつがれた他力仏教はなぜ現代人に意味をもつのか。親鸞
は何に悩み何を解決しようとしたのか。アメリカでの真宗布教にもふれ、新世紀の人間観の再構築を迫る。

9 信に生きる（親鸞） ……………………………………………………… 1600円

490160-3
沖本克己／著　　　日本歴史上はるかに屹立し、ひたすら坐禅することを追求した道元。価値観を喪
失した病める時代を生きるわれわれに問う「人間道元」の真の生き方とその現代的意味を明らかにする。

� 孤高に生きる（道元） …………………………………………………… 1600円

490161-0
石川教張／著　　　「われ、日本の柱・眼目・大船とならん」と宣言し、動乱の時代と格闘した日蓮。そ
の強靭な志と激烈な行動が現代人に問いかけるものは何か。具体的諸問題と関連づけて易しく解説する。

� 苦海に生きる（日蓮） …………………………………………………… 1600円

仏教を生きる

●「生・老・病・死」の悩みを見つめ直し、現代人の
心に安らぎを与える人類永遠の知恵と教え

全巻
完結

【全12巻】
〈編集〉
水上勉／瀬戸内寂聴／ひ
ろさちや

四六判



137

仏教を生きる

久保田展弘／著　　　頓知一休さんとして親しまれる一方、激烈な自己告白を遂げ破戒の道を歩んだ
傑僧一休宗純。優しさの中に強靭な精神を宿し、格調高い文芸の境界を開いた大愚良寛。二僧の不思
議を探る。

� 狂と遊に生きる（一休・良寛） …………………………………………… 1600円 490162-7
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定本　良寛全集

403474-5
慈愛に満ちた高貴な精神は、いますべての人びとの心の糧に。良寛研究に新時代を拓く決定版全集つ
いに刊行。第一巻には漢詩775首を収録し、総振り仮名の訓み下し文と懇切な訳注を付した。

1 定本　良寛全集１ ……………………………………………………… 12000円

403475-2
『布留散東（ふるさと）』『久賀美（くがみ）』など自筆稿本歌集を中心に諸々のテキストを集大成。収
録した1476首のすべてに振り仮名をほどこし、解りやすい口語訳と懇切な解説を付す。

2 定本　良寛全集２ ……………………………………………………… 12000円

403476-9
良寛の実生活を具体的に知るうえで貴重な資料である書簡270通ほか、宗教的思索の結晶「法華転」「法
華讃」、さらに「戒語」、句集、文集などを収録。良寛の全貌を明らかにする全三巻完結。

3 定本　良寛全集３ ……………………………………………………… 12000円

定本 良寛全集

●自筆本を中心に諸々のテキストを集大成、詳細な訳
注をほどこした良寛研究の基礎資料

全巻
完結

【全3巻】
〈編集〉
内山知也／谷川敏朗／松
本市壽

四六判函入
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聖書を旅する

002425-2
人類の一大古典の形成過程をあらゆる角度から解き明かし、その精神世界を〝旅する〞ための日本初
の手引書。圧倒的なスケールで聖書の本質に迫る、知的好奇心に満ちたシリーズ第一巻。

1 古代史の流れ・旧約聖書 ………………………………………………… 2136円

002494-8
旧約と新約。二つの聖書を結ぶ架け橋の時代･空間にはじめて光をあてる。アレキサンドルやシーザー
の行き交う中、聖書の民がどのように拡がり、イエスの誕生を「待つ」に至ったか？

2 約と約の間 ……………………………………………………………… 1748円

002616-4
新約聖書全篇をつらぬく不変のメッセージとは何か？  イエスのことばとそれを継ぐ使徒たちの行跡
を、彼らの生きた時代や地域の特殊性･普遍性を明らかにしながら、壮大な視座で描く。

3 福音と福音書 …………………………………………………………… 2136円

002669-0
人類の半分―女性を聖書はどのように語るか？  生理･出血とは何を意味するのか。「浄･不浄」「婚」な
どの視点をふまえて、エヴァやサラ、マリアたちを活写する。新しい女性像の讃歌。

4 女性と聖書 ……………………………………………………………… 2000円

002795-6
相たがいに愛しあえ！  カトリク、プロテスタントはじめ全てのキリスト者はひとつに集う。日本では
じめて、教会合同の歴史とその成果を詳述。ヴァチカン第二公会議の画期的意義とは。

5 和のために―ロマ書・ルッター・第二公会議 ………………………… 2200円

002903-5
聖書の旅からロマネスク美術の旅へ――信仰の光に満たされた時代、神と人とが共に創り上げた聖堂・
彫刻・ステンドグラス等を訪ねる。日本人の心に沁みいるガイド。カラー写真多数収録。

6 美術工芸と聖書 ………………………………………………………… 3500円

003072-7
難民、環境、教育……。目の前によこたわる問題群はあまりに大きく、深い。危機に瀕する私たちは今、
これらの難問をどう捉え、行動していかねばならないか。そして、聖書は何を語るのか。

7 現代問題と聖書 ………………………………………………………… 2600円

003191-5
聖書と東洋の島国の民の思考は、どう異なり、どこが一緒なのか？  古事記や万葉集をひもとき、日本
人の魂の原郷をさぐると、聖書がおどろくほどのリアリティをもって立ち現れる！

8 日本的心情と聖書 ……………………………………………………… 2700円

003333-9
イエスが十字架上で歌った最後のことばとは？  詩篇やモーセ讃歌から黙示録に至るまで、全聖書が
壮大なスコープで語るメッセージとは何か？  人類の過去・現在・未来がいま明かされる。

9歌う人、祈る人 …………………………………………………………… 3500円

「行け、地の果てまでも」――受胎・復活という奇跡を通して、神が伝えたメッセージとは？  構想18
年執筆10年、多角的視野から聖書とその世界をあますところなく捉えたライフワークが今ここに完結
する！

� 聞いて伝える善いニュース・イエス …………………………………… 3300円 003440-4

聖書を旅する

●多角的視野から、聖書とその世界を壮大なスケー
ルで捉えるガイドブック。執筆十年、ついに完結！

全巻
完結

【全10巻】
〈著者〉
犬養道子

四六判
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高松宮日記

403391-5
16歳、海軍兵学校予科生徒として江田島での日々の記録に始まり、関東大震災、軍艦乗組、遠洋航海
と、多感な青春の姿を克明に記す。

1 大正十年～昭和七年 …………………………………………………… 3398円

403392-2
28歳～32歳。若き海軍士官として御研鑽の日々。皇太子（今上天皇）御生誕の喜びを詳しく綴り、政治・
軍事的事件に明晰な意見を記す。

2 昭和八年～十二年 ……………………………………………………… 3689円

403393-9
35歳～36歳。戦艦「比叡」砲術長、横須賀航空隊教官、大本営参謀。満洲国長期視察旅行の感想、
対米開戦後の情報記述は詳細をきわむ。

3 昭和十五年～十六年 …………………………………………………… 3204円

403394-6
37歳。軍令部に在って日々書き留めた厖大な情報電報は、冷静な感想を交えつつ、ミッドウェー、ガ
ダルカナル等の戦況を精細に伝える。

4 昭和十七年一月～九月 ………………………………………………… 3689円

403395-3
率直な感想と批判を織りまぜつつ記録された厖大な情報電報は、ガダルカナル島をはじめ各方面の苛
烈な戦況を刻々と精細に映し出す。

5 昭和十七年十月～十八年二月 ………………………………………… 3689円

403396-0
４月山本長官戦死、５月アッツ守備隊玉砕、７月キスカ撤退と戦局は漸く傾き、厖大な電報と共に記
される感想には憂慮の色が深まる。

6 昭和十八年二月～九月 ………………………………………………… 3689円

403397-7
戦局は更に傾き、開戦以来の情報電報の記録は６月末「戦況記録ヲ止メル」と大書して終る。８月、
軍令部を去り砲術学校教頭に転ずる。

7 昭和十八年十月～十九年十二月 ……………………………………… 3689円

403398-4
８月15日、戦争終結詔書の放送は御殿場の秩父宮別邸にて聞く。さらに戦後混乱の日々を綴り、27年間
の日記は22年11月５日を以て終る。

8 昭和二十年～二十二年　（付　略年譜・索引） ………………………… 3689円

高松宮日記

●昭和天皇の弟宮が27年間にわたって書きつがれた親王日記──超一級の国宝
的歴史資料

全巻
完結

【全8巻】

四六判函入
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愛読愛蔵版　谷崎潤一郎全集

401041-1
誕生／象／The Affair of Two Watches／刺青／麒麟／信西／彷徨／少年／幇間／淫風／秘密／悪
魔／あくび／朱雀日記／羹／続悪魔

1  …………………………………………………………………………… 4660円

401042-8
恐怖／少年の記憶／恋を知る頃／熱風に吹かれて／捨てられる迄／憎念／春の海辺／饒太郎／金色
の死／お艶殺し／懴悔話

2  …………………………………………………………………………… 4660円

401043-5
創造／華魁／法成寺物語／お才と巳之介／独探／神童／鬼の面

3  …………………………………………………………………………… 4660円

401044-2
恐怖時代／亡友／美男／病蓐の幻想／人魚の嘆き／魔術師／既婚者と離婚者／鶯姫／或る男の半日／玄
奘三蔵／詩人のわかれ／異端者の悲しみ／晩春日記／十五夜物語／ハツサン・カンの妖術／ラホールより

4  …………………………………………………………………………… 4660円

401045-9
女人神聖／仮装会の後／襤褸の光／兄弟／少年の脅迫／前科者／人面疽／二人の稚児／金と銀／白
昼鬼語／人間が猿になつた話

5  …………………………………………………………………………… 4660円

小さな王国／魚の李太白／嘆きの門／柳湯の事件／美食倶楽部／母を恋ふる記／蘇州紀行／秦淮の
夜／呪はれた戯曲／西湖の月／富美子の足／真夏の夜の恋／或る少年の怯れ／或る漂泊者の俤／秋
風／天鵞絨の夢

6  …………………………………………………………………………… 4660円 401046-6

401047-3
途上／検閲官／鮫人／蘇東坡／月の囁き／私／不幸な母の話／鶴唳／ＡとＢの話／廬山日記／生れ
た家／或る調書の一節

7  …………………………………………………………………………… 4660円

401048-0
愛すればこそ／或る罪の動機／奇怪な記録／蛇性の婬／青い花／永遠の偶像／彼女の夫／或る顔の
印象／お国と五平／本牧夜話／愛なき人々／白狐の湯／アヱ・゙マリア

8  …………………………………………………………………………… 4660円

401049-7
肉塊／神と人との間／雛祭の夜／港の人々／無明と愛染／腕角力

9  …………………………………………………………………………… 4660円

401050-3
痴人の愛／マンドリンを弾く男／蘿洞先生／二月堂の夕／赤い屋根／馬の糞／為介の話／友田と松永
の話／一と房の髪／金を借りに来た男／上海見聞録／上海交遊記／青塚氏の話

�  …………………………………………………………………………… 4660円

401051-0
白日夢／日本に於けるクリツプン事件／ドリス／顕現／黒白／続蘿洞先生／卍（まんじ）

�  …………………………………………………………………………… 4660円

401052-7
蓼喰ふ虫／三人法師／乱菊物語

�  …………………………………………………………………………… 4660円

401053-4
吉野葛／盲目物語／紀伊国狐憑漆掻語／覚海上人天狗になる事／武州公秘話／青春物語／蘆刈／春琴抄

�  …………………………………………………………………………… 4660円

愛読愛蔵版　谷崎潤一郎全集

●先の全二十八巻全集に、新発見の小説・随筆十余篇と書簡多数を増補した、愛
読愛蔵版全三十巻全集

全巻
完結

【全30巻】

四六判函入
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愛読愛蔵版　谷崎潤一郎全集

401054-1
韮崎氏の口よりシユパイヘル・シユタインが飛び出す話／顔世／夏菊／聞書抄／猫と庄造と二人のを
んな／初昔／きのふけふ

�  …………………………………………………………………………… 4660円

401055-8
細雪　上巻／細雪　中巻／細雪　下巻

�  …………………………………………………………………………… 6311円

401056-5
磯田多佳女のこと／同窓の人々／「潺湲亭」のことその他／都わすれの記／越冬記／月と狂言師／京洛そ
の折々／少将滋幹の母／Ａ夫人の手紙／疎開日記／乳野物語／小野篁妹に恋する事／忘れ得ぬ日の記録

�  …………………………………………………………………………… 4660円

401057-2
吉井勇君に／或る時／上山草人のこと／幼少時代／過酸化マンガン水の夢／鍵／老後の春／親不孝の思ひ出

�  …………………………………………………………………………… 4660円

401058-9
残虐記／四月の日記／高血圧症の思ひ出／夢の浮橋／おふくろ、お関、春の雪／三つの場合／親父の
話／当世鹿もどき

�  …………………………………………………………………………… 4660円

401059-6
瘋癲老人日記／四季／台所太平記／雪後庵夜話／京羽二重／おしやべり／七十九歳の春

�  …………………………………………………………………………… 4660円

「門」を評す／活動写真の現在と将来／芸術一家言／阪神見聞録／饒舌録／岡本にて／現代口語文の
欠点について／懶惰の説／恋愛及び色情／「つゆのあとさき」を読む／佐藤春夫に与へて過去半生を
語る書／私の見た大阪及び大阪人／正宗白鳥氏の批評を読んで／芸談／装釘漫談／文房具漫談／直
木君の歴史小説について／陰翳礼讃

�   …………………………………………………………………………… 4660円 401060-2

東京をおもふ／春琴抄後語／文章読本／私の貧乏物語／大阪の芸人／半袖ものがたり／厠のいろいろ
／旅のいろいろ／源氏物語の現代語訳について／所謂痴呆の芸術について／客ぎらひ／雪／早春雑
記／メモランダム／ラヂオ漫談／春団治のことその他／老いのくりこと／創作余談／明治回顧／気に
なること／文壇昔ばなし／或る日の問答／にくまれ口

�  …………………………………………………………………………… 4660円 401061-9

401062-6
随筆小品

�  …………………………………………………………………………… 4660円

401063-3
序跋／雑篇

�  …………………………………………………………………………… 4660円

401064-0
初期小品／初期文章／翻訳

�  …………………………………………………………………………… 4660円

401065-7
書簡（一）

�  …………………………………………………………………………… 4660円

401066-4
書簡（二）／書簡補遺（一）　書簡補遺（二）　書簡番号索引　付・年譜・著作年表・書誌・題名索引

�  …………………………………………………………………………… 4660円

401067-1
新々訳源氏物語　一

�   …………………………………………………………………………… 4660円

401068-8
新々訳源氏物語　二

�  …………………………………………………………………………… 4660円

401069-5
新々訳源氏物語　三

�  …………………………………………………………………………… 4660円

401070-1
新々訳源氏物語　四

�   …………………………………………………………………………… 4660円
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會津八一全集

法隆寺法起寺法輪寺建立年代の研究　〈奈良美術研究〉　正倉院に保存せらるゝ公験辛樻について『南
都七大寺日記』述作の年代を論じて法隆寺金堂四天王像の移入に及ぶ／法隆寺六躰仏並に白檀地蔵
像の伝来を論じて再び四天王像の金堂移入に及ぶ／興福寺の華原磬について／公験辛樻論後記／古
瓦の名称について／法隆寺金堂四天王像と興福寺華原磬について／『法起寺塔婆露盤銘文考』の筆者
として／再燃せる法隆寺問題／古瓦名称の用例について／瓦／『瓦』といふ漢字について／薬師寺三
重塔／薬師寺東塔の銘文を読む　他

1 研究　上 ………………………………………………………………… 8796円 400881-4

400882-1
東洋美術史講義／古瓦解説／瓦甓研究／漢瓦研究／日本古代史講義／明器研究／東洋美術史概説／東
洋美術史／日本美術史／日本美術史（中宮寺）／東洋美術研究講義（書道史）／古瓦集存／支那明器泥像

2 研究　中 ………………………………………………………………… 7796円

法隆寺金堂の金石文について／漢字の認識／「漢字の認識」発表についての覚書／東洋文化／古鏡の
話／三十二相について／書道について／篆刻について／法隆寺問題について／仏教美術の意義／書
道の諸問題／東洋文藝雑考

3 研究　下 ………………………………………………………………… 7796円 400883-8

〈全歌集〉　南京新唱／山中高歌／放浪唫草／村荘雑事／震余望郷／南京余唱／斑鳩／旅愁／小園／
南京続唱／比叡山／観仏三昧／九官鳥／春雪／印象／榛名／雁来紅／草露／京都散策／観音院／洪
涛／望遠／紅日／溷濁／歌碑／大仏讃歌／鐘楼／平城宮址／香薬師／偶感／山本元帥／芝草／海上
／春日野／西の京／霜葉／白雪／明王院／病閒／天長節／校庭／彩痕／街上／泰山木／山精／土く
れ／このごろ／紀元節／霜余／火鉢／閑庭／銅鑼／　他　〈全歌集拾遺〉

4 短歌　上 ………………………………………………………………… 7204円 400884-5

400885-2
自註鹿鳴集／自註山光集／自註寒燈集

5 短歌　下 ………………………………………………………………… 7204円

全俳句　〈俳論〉　蛙面房俳話／水原町瓢会「課題詠艸」の概評／菊二が発句／百鴎が俳句／蕪村の
句について／新年雑吟付言／我が俳諧／玻璃唫社清規／俳諧展覧会を開くにつきて／俳句を募るに
つきて／地方的特色をして鮮明ならしめよ／蕪村研究上の一生面／針村より／一茶研究眼の変遷／俳
人一茶の生涯／北人社私語／北人社同人諸君／北人私信／師弟合璧　他

6 俳句・俳論 ………………………………………………………………… 7204円 400886-9

〈第一部　渾斎随筆以前〉　鹿と鰻／音楽に就いて／趣味の修養／秋草堂消息／双柿舎の額／奈良美
術に就て　他　〈第二部　渾斎随筆〉観音の瓔珞／唐招提寺の円柱／西大寺の邪鬼／奈良の鹿／斑鳩
　他　〈第三部　渾斎随筆以後〉　一片の石／書道界に対する疑問／焼失した法隆寺壁画／法隆寺金
堂の焼損について／壁画問題の責任　他

7 随筆 ……………………………………………………………………… 7796円 400887-6

400888-38 書簡　上 ………………………………………………………………… 7204円

400889-09 書簡　中 ………………………………………………………………… 7204円

400890-6� 書簡　下 ………………………………………………………………… 7204円

會津八一全集

●孤高独創の詩境をきずき、藝文の世界に聳立する
秋艸道人の全業績

全巻
完結

【全12巻】
〈編纂〉
安藤更生／長島健／松下
英麿／宮川寅雄／吉野秀
雄

菊判函入
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會津八一全集

400891-3
日記（昭和二十年―昭和三十一年）／年譜ノート／序跋／例言／書評／初期文章

� 日記・雑纂 ………………………………………………………………… 7796円

400892-0
対談／中宮寺曼荼羅に関する文献／法隆寺金堂阿弥陀像に関する文献／『奈良美術史料推古篇』／有
恒学舎記録／翻訳　他　付　索引／年譜／書誌／會津八一歌碑一覧　他

� 雑纂 ……………………………………………………………………… 7796円
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新編集決定版　折口信夫全集

国文学の発生（第三稿）／国文学の発生（第一稿）／国文学の発生（第二稿）／国文学の発生（第四稿）
／短歌本質成立の時代／女房文学から隠者文学へ／万葉びとの生活／万葉集の解題／万葉集のなり
立ち／万葉集研究／叙景詩の発生／古代生活に見えた恋愛／古代民謡の研究／日本書と日本紀と／
相聞の発達／日本文章の発想法の起り／お伽草子の一考察

1 古代研究（国文学篇） …………………………………………………… 5340円 403348-9

妣が国へ・常世へ／古代生活の研究／琉球の宗教／水の女／若水の話／貴種誕生と産湯の信仰と／
最古日本の女性生活の根柢／神道の史的価値／高御座／鶏鳴と神楽と／髯篭の話／幣束から旗さし
物へ／まといの話／だいがくの研究／盆踊りと祭屋台と／盆踊りの話／信太妻の話／愛護若／鸚鵡小
町／餓鬼阿弥蘇生譚／小栗外伝（餓鬼阿弥蘇生譚の二）／翁の発生／ほうとする話／村々の祭り／山
のことぶれ／花の話

2 古代研究（民俗学篇１） ………………………………………………… 5340円 403349-6

鬼の話／はちまきの話／ごろつきの話／雛祭りの話／桃の伝説／まじなひの一方面／狐の田舎わたら
ひ／桟敷の古い形／稲むらの蔭にて／方言／雪の島／三郷巷談／折口といふ名字／神道に現れた民
族論理／大嘗祭の本義／能楽に於ける「わき」の意義／呪詞及び祝詞／霊魂の話／たなばたと盆踊り
と／河童の話／偶人信仰の民俗化並びに伝説化せる道／組踊り以前／田遊び祭りの概念／古代人の
思考の基礎／古代に於ける言語伝承の推移／小栗判官論の計画　など全29篇

3 古代研究（民俗学篇２） ………………………………………………… 5340円 403350-2

日本文学の発生―その基礎論／日本文学の発生／唱導文学／唱導文芸序説／日本文学の発生序説／
日本文学の発生／短歌様式の発生に絡んだある疑念／「しゞま」から「ことゝひ」へ／「とこよ」と「ま
れびと」と／「ほ」・「うら」から「ほがひ」へ／語部と叙事詩と／まれびとの歴史

4 日本文学の発生　序説　(文学発生論) ………………………………… 5340円 403351-9

国民詩史論／大和時代の文学／古典に現れた日本民族／古代日本人の感覚／上代の日本人／古代日
本文学に於ける南方要素／古代の氏族文学／口承文学と文書文学と／上代文学／古代修辞法の一例
／古代民謡の研究／恋及び恋歌／抒情詩の展開／古代歌謡に於ける口語発想法の有無／記紀歌謡／
古代歌謡／風土記の古代生活／風土記／やまとの一もと薄／うきじまり／あめのおしがみ／上代文化
研究法について／上代文学解釈法の問題／日本文学研究の目的／こゝに光明あり／日本文学研究法　
序説／口訳祝詞　など全28篇

5 大和時代の文学・風土記の古代生活（古代文学論） …………………… 4854円 403352-6

万葉集私論／万葉びとの生活／上代貴族生活の展開／万葉集の民俗学的研究／万葉集に現れた古代
信仰／万葉集と民俗学／万葉集の研究／相聞歌／相聞歌概説／万葉集の恋歌／万葉集に現れた征戦
の歌／万葉歌抄／万葉集の正しい見方／万葉集に於ける近代感／真間・蘆屋の昔がたり／万葉談義／
額田女王／柿本人麻呂／山部赤人全短歌の批評／睦月の歌／家持奏寿の歌／愛国文学の母胎／純自
然描写の発足／近代憂愁と古歌／評価の反省／抒情詩時代　など全31篇

6 万葉びとの生活（万葉集１） …………………………………………… 4854円 403353-3

403354-0
万葉集講義（一）／口訳万葉集／万葉集講義（二）／万葉集講義（三）／日本古代抒情詩集　記紀歌集
　万葉集　古今和歌集　新古今和歌集

7 万葉集講義・日本古代抒情詩集（万葉集２） …………………………… 5825円

新編集決定版　折口信夫全集

●日本人の心の深奥に分け入る折口学、その輝きを
一望する新編集決定版

刊行中

【全37巻別巻4巻】
〈編集〉
折口信夫全集刊行会

四六判函入
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新編集決定版　折口信夫全集

403355-7
東歌疏　巻第十四概説　東歌／あづまうた　三つ／口訳万葉集―巻十四（東歌）の研究／山の音を
聴きながら／あづま歌／選註万葉集抄

8 東歌疏・選註万葉集抄（万葉集３） ……………………………………… 4854円

403356-4
口訳万葉集（上）　巻第一～巻第十／口訳万葉集（改稿）　巻第一～巻第三／迢空万葉集　巻第一、巻第二

9 口訳万葉集（上） ………………………………………………………… 5825円

403357-1
口訳万葉集（下）　巻第十一～巻第二十

� 口訳万葉集（下） ………………………………………………………… 5340円

403358-8
万葉集辞典

� 万葉集辞典 ……………………………………………………………… 5340円

和歌批判の範疇／古歌新釈／言語情調論／古語復活論／短歌の口語的発想／詩語としての日本語／
わかしとおゆと／熟語構成法から観察した語根論の断簡／形容詞の論／副詞表情の発生／国語と民俗
学／古代中世言語論／日琉語族論／「さうや　さかいに」／新しい国語教育の方角／最低の古典／用
言の発展／日本品詞論／言語の用語例の推移

� 言語情調論・副詞表情の発生（言語論） ………………………………… 5340円 403359-5

新古今前後／ちとりましとゝ／難解歌の研究／誹諧歌の研究／短歌本質の成立／短歌の本質と文学性
との問題／短歌の歴史／解題集／農民短歌史序説／「倭は国のまほろば」其他／「涼しく曇る」／時鳥を
待つ／世々の歌びと　女流短歌史　歌の話　正岡子規短歌抄　与謝野寛作歌抄　追ひ書きにかへて

� 新古今前後・世々の歌びと（和歌史１） ………………………………… 5340円 403360-1

403361-8
連歌俳諧発生史／俳諧の発生／俳諧控へ帳／西鶴に見えた正風の発生／西鶴俳諧の所産／武蔵十歌仙

『旅ぎせる三唫』／恋の座／俳諧評釈の事業／英訳俳句草稿／菊の塵／近代短歌／橘曙覧評伝／橘曙覧

� 恋の座・近代短歌（和歌史２） …………………………………………… 5340円

歌及び歌物語／伊勢物語私記／枕草紙解説／女房歌の発生／歌及び組歌の発生／家集と物語／物語
歌／物語について／「すぽうつ」としての歌合せ／近江歌及びその小説的な素材／雄略紀を循環して
／お伽及び咄／懸想文のある観察／日本の創意／人間としての光源氏／伝統・小説・愛情／反省の文
学源氏物語／ものゝけ其他／源氏物語における男女両主人公／後期王朝文学史目安

� 伊勢物語私記・反省の文学源氏物語（後期王朝文学論） ……………… 4369円 403362-5

国文学　序論　国文学研究の意義　第一部　日本文学の系図　第二部　日本文学の戸籍／短歌論　
第一章　短歌の鑑賞　その一　第二章　短歌の様式及び内容　第三章　短歌の限界と将来　第四章
　短歌の鑑賞　その二／国語学　序論　国語と文法　第一章　種々なる国語現象　第二章　言語の
発生的観察　第三章　古語論

� 国文学・短歌論・国語学 ………………………………………………… 5825円 403363-2

年中行事／常世浪／み雪ふる秋／祭りの話／鬼と山人と／春来る鬼／水の木火の木／門松のはなし／
宮廷と民間／正月の儀式／雛祭りのおこり／古風の婚礼／民俗学上よりみた五月の節供／七夕祭りの
話／餅搗かぬ家／木地屋のはなし／山のはなし／さへの神祭りを中心に／道の神　境の神／三郷巷談
／道徳の発生／仇討ちのふおくろあ　など全56篇

� 春来る鬼・仇討ちのふおくろあ（民俗学１） …………………………… 5340円 403364-9

沖縄に在する我が古代信仰の残孽（一）（二）／琉球国王の出自／女の香炉／沖縄採訪手帖／沖縄採訪
記／沖縄固有の信仰問題／組踊復興への道／同胞沖縄の芸能の為に／干瀬の白波／壱岐の水／壱岐
民間伝承採訪記／蜑のさゝやき／大嘗祭の本義（別稿）／御即位式と大嘗祭／大嘗祭の風俗歌／宮廷
儀礼の民俗学的考察／皇子誕生の物語／富士山と女性神の俤と／女帝考／大倭宮廷の刱業期／久米
部の話／新嘗と東歌

� 女の香炉・大倭宮廷の刱業期（民俗学２） ……………………………… 5340円 403365-6

原始信仰／剣と玉／石に出で入るもの／古代日本人の信仰生活／上代葬儀の精神／言霊信仰／産霊
の信仰／民族精神の主題／民俗学／生活の古典としての民俗／民俗研究の意義／新国学としての民
俗学／東北文学と民俗学との交渉／日本女性史に於ける明治時代の意義／世界的な風格／伊波学の
後継者を待つ／社会と民俗学／民間伝承蒐集事項目安／採訪の栞／足柄下郡史ひんと帳／穀物の神
を殺す行事　ふれえざあ（抄訳）／独楽の話　はつどん（抄訳）　など全38篇

� 石に出で入るもの・生活の古典としての民俗（民俗学３） …………… 4854円 403366-3
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異郷意識の進展／民族史観における他界観念／来世観／民間信仰と神社と／古代生活に於ける惟神
の真意義／日本古代の国民思想／古代人の信仰／禊ぎと祓へと／氏神及び「やしろ」／三社縁起／天
子非即神論／宮廷生活の幻想／神道宗教化の意義／神々と民俗／神道／天照大神／異訳国学ひとり
案内／国学とは何か／国学の幸福／平田国学の伝統／畸人伝の型に入れて／三矢先生の学風／橘ノ
元輔源ノ守部　など全33篇

� 民族史観における他界観念・神道宗教化の意義（神道・国学論） …… 5340円 403367-0

日本芸能史六講／伝承文芸論／無頼の徒の芸術／日本芸能の特殊性／巫女と遊女と／日本美／古代
演劇論／日本の芸道／神楽／春日若宮御祭の研究／人形の起源／草相撲の話／沖縄舞踊に見る三要
素／組踊りの話／沖縄を憶ふ／民俗芸能の春／日本の郷土芸能の為に　など全44篇

� 日本芸能史六講（芸能史１） …………………………………………… 5340円 403368-7

かぶき讃／封印切漫評／御国座へ／芝居の話／辻の立ち咄／江戸歌舞妓の外輪に沿うて／芝居見の
芝居知らず／歌舞妓とをどり／玉手御前の恋／見ものは合邦辻／手習鑑見物記／手習鑑雑談／正直
正太夫に期待す／草双紙と講釈の世界／涼み芝居と怪談／義太夫と三味線／由良助の成立／若手歌
舞妓への期待／延若礼讃／鶴屋団十郎

� かぶき讃（芸能史２） …………………………………………………… 5340円 403369-4

403370-0
日本文学啓蒙　日本文学の本質　江戸時代の文学　室町時代の文学　後期王朝の文学　歌謡を中心
とした王朝の文学　上世日本の文学／附図　日本文学系図

� 日本文学啓蒙 …………………………………………………………… 5340円

403371-7
海やまのあひだ／春のことぶれ／水の上／遠やまひこ／天地に宣る

� 海やまのあひだ・春のことぶれ（短歌作品１） ………………………… 5825円

403372-4
倭をぐな／短歌拾遺／迢空歌選

� 倭をぐな（短歌作品２） ………………………………………………… 5825円

403373-1
古代感愛集／近代悲傷集／現代襤褸集／詩　拾遺

� 古代感愛集・近代悲傷集（詩） …………………………………………… 5825円

403374-8
小説　口ぶえ　身毒丸　生き口を問ふ女　死者の書　寅吉　夜風／初期文集　都賀野の牡鹿　八栗
之秋　紀和地方修学旅行記　東京だより／祝詞／校歌

� 死者の書・身毒丸（小説・初期文集） …………………………………… 5340円

403375-5
花山寺縁起／文金風流／芹川行幸／むさゝび／執心鐘入縁起／四季西行／島を守る巫女／難波の春／

「雪祭り」しなりお／巻返大倭未来記／万葉飛鳥之夢／迎年祈世／月の傾城／連句／倚桃両唫自讃文

� 花山寺縁起・東北車中三吟（戯曲・連句） ……………………………… 5340円

歌の円寂する時／滅亡論以後／滅ぶるまでのしばし／文芸運動に於ける朋党／茂吉への返事／短歌
と文壇／歌談義／批評の意義／短歌将来の形式に関する一つの暗示／去七尺状／民族のいくさびとに
贈る／万葉維新／新派短歌の歴史／女人短歌序説／短歌の作り方　など全63篇

� 歌の円寂するとき（短歌評論１） ……………………………………… 5340円 403376-2

切火評論／赤彦の歌を評す／氷魚の時代／雲母集細見／多磨以後／『桐の花』追ひ書き／千樫論／近
頃の茂吉氏／白桃以前／岡麓論／左千夫の思ひ出／『空を仰ぐ』評／『水源地帯』俯瞰／土屋文明論
／服部躬治先生／中村憲吉さん／樗風集のゆきあし／早期の与謝野夫人／群鶏の作者に／石川啄木
から出て／与謝野寛論／牧水詠歎／一つの歌の曙の光り／水行く岸の歌人　など全61篇

� 切火評論・雲母集細見（短歌評論２） …………………………………… 5340円 403377-9

403378-6
自歌自註／短歌啓蒙／『釈迢空集』追ひ書き／『鵠が音』追ひ書き／選歌「戦争」を発表するに当つて
／戦ひに死ぬものゝふの歌／歌談義／歌よむ人のために　など24篇

� 自歌自註・短歌啓蒙（歌評） ……………………………………………… 5825円

山越しの阿弥陀像の画因／山の音を聴きながら／好悪の論／逍遙から見た鴎外／『春』から／詩と散
文との間を行く発想法／批評家の批評／文学を愛づる心／文芸時評（一）（二）／左千夫の小説／谷崎
君の「文章読本」を読む／鏡花との一夕／近代市隠の文学／詩歴一通／ねくらそふの現実　など全44
篇／書評・序跋／博士論文審査要旨

� 山の音を聴きながら（近代文学評論） ………………………………… 5340円 403379-3
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零時日記ⅠⅡⅢ／海道の砂　その一―三／毎月帖／おもの乳汁／山の音を聴きながら／恋の消息／新
撰山陵志／万葉集絵物語／万葉風土記／天の鶴群／島の青草／紙魚のすみか／国文学以外／留守ご
と／美しい私学の学問／『世界文芸大辞典』より／『短歌文学全集』自註　など87篇

� 零時日記・海道の砂（随想ほか） ………………………………………… 5340円 403380-9

403381-6
日記／書簡／補遺　足柄下郡史草稿　土佐日記補註　古今集以後　など21篇

� 日記・書簡・補遺 ………………………………………………………… 5340円

万葉集短歌輪講／万葉集東歌研究／橘曙覧の研究／手帖　詩（草稿）　随筆（草稿）　信州採訪手帖
（大正九年）　雪祭り採訪手帖　東北採訪手帖（昭和五年）　沖縄神道記　今昔の琉球語　民間伝承　
倫理と民俗と　神楽から見た神道　篤胤論　鏡花論　など全31篇

� 万葉集短歌輪講・手帖 …………………………………………………… 5340円 403382-3

403383-0
自撰年譜一（昭和五年）／自撰年譜二（昭和十二年）／年譜／著述総目録／講義目録／全集総目次／短歌索引

� 年譜・著述総目録・講義目録・全集総目次・短歌索引 ………………… 5340円

403384-7
総索引／附　著作収録巻索引

� 総索引 …………………………………………………………………… 5825円

403385-4
言語及び言語伝承論／神道と民俗学／古事記の研究／古事記の研究二／万葉人の生活／後期王朝文
学史／御柱の話／軍神の話／機織の話／古代女性の生活

別巻１　折口信夫講義……………………………………………………… 5340円

403386-1
万葉集巻三輪講／狂言輪講　鈍太郎　煎じ物　千鳥　金藤左衛門　棒縛　末広がり　釣狐　筑紫奥
　靭猿　縄なひ　酢薑

別巻２　折口信夫輪講……………………………………………………… 5825円

旅行と歌／古典と現代／国文学と現代文学／俳諧と日本文学／日本の古典／短歌と文学／一九四九
年の春を語る／細雪をめぐつて／源氏物語研究／日本の詩歌を語る／国語国字を語る／神道とキリス
ト教／日本人の神と霊魂の観念そのほか／助六座談会／上方の芸と東京の芸　など34篇

別巻３　折口信夫対談……………………………………………………… 5825円 403387-8

別巻４　折口信夫写真集……………………………………………………＊ 未円
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杉本苑子全集

403444-81 孤愁の岸 ………………………………………………………………… 3400円

403445-52 華の碑文／終焉 ………………………………………………………… 3600円

403446-23 傾く滝 …………………………………………………………………… 3600円

403447-94 長勝院の萩　上 ………………………………………………………… 4800円

403448-65 長勝院の萩　下 ………………………………………………………… 4800円

403449-36 埋み火 …………………………………………………………………… 4000円

403450-97 玉川兄弟 ………………………………………………………………… 4000円

403451-68 滝沢馬琴 ………………………………………………………………… 4000円

403452-39 影の系譜 ………………………………………………………………… 3600円

403453-0� 檀林皇后私譜 …………………………………………………………… 4000円

403454-7� 鳥影の関　上 …………………………………………………………… 3600円

403455-4� 鳥影の関　下／伯爵夫人の肖像 ……………………………………… 3600円

403456-1� 絵島疑獄 ………………………………………………………………… 3800円

403457-8� 穢土荘厳　上 …………………………………………………………… 3600円

403458-5� 穢土荘厳　下 …………………………………………………………… 3600円

403459-2� 散華　上 ………………………………………………………………… 3600円

403460-8� 散華　下／二条院ノ讃岐 ……………………………………………… 4000円

403461-5� 竹ノ御所鞠子／汚名 …………………………………………………… 3600円

403462-2� 今昔物語ふぁんたじあ／天智帝をめぐる七人 ……………………… 3600円

403463-9
永代橋崩落／短編小説　一　畸人／槍／柿の木の下／癖馬／霙／珠の段／秋蘭という女／三つぼく
ろの男／尼と人魚／引越し大名の笑い／西鶴置きみやげ

� 永代橋崩落／短編小説　一 …………………………………………… 3600円

逢魔の辻―相州露木騒動／武蔵野の虹／女形の歯／雪中松梅図／瑪瑙の鳩／ああ三百七十里／松尾
半左衛門私記／ひとだま半之丞／偐紫楼の秋／泣かぬ半七／橋のたもと／ゆずり葉の井戸／団十郎の
死／埠頭の風／菜摘ます児／太閤さまの虎

� 短編小説　二 …………………………………………………………… 4000円 403464-6

夜叉神堂の男／冬の蝉／玉笛抄／奴刑された女たち／嫦娥／南畝ゆめの記／彩絵花鳥唐櫃／紙の鞭
／大きな迷子／庭の藤棚／青井戸屋敷／悲歌観世音寺／隣人／胸に棲む鬼／姿見ずの橋／鄭兄弟／
尾花の櫛／櫟の根かた／ご馬前で討死／銀の猫

� 短編小説　三 …………………………………………………………… 4000円 403465-3

杉本苑子全集

●時代の大波に翻弄される人間への共感が静かに息づく、緻密で華麗な物語世界

全巻
完結

【全22巻】

四六判函入



150

武田百合子全作品

403254-3
読む人をその場で、そのまま、元気百倍にしてくれる、不思議な天才の全エッセイ／巻末エッセイ・
中村真一郎

1 富士日記(上) ……………………………………………………………… 2427円

403255-0
夫武田泰淳と過した富士山麓の日々を綴る散文と詩の不思議な結晶体。田村俊子賞受賞作／巻末エッ
セイ・中村稔

2 富士日記(中) ……………………………………………………………… 2427円

403256-7
鋭くやさしいユーモアに充ちた感性だけが書くことのできた、稀有な日記文学／巻末エッセイ・いいだもも

3 富士日記(下) ……………………………………………………………… 2427円

403257-4
輝く星に驚く犬のように天真爛漫な心で記す、白眉のロシア紀行。読売文学賞受賞作／巻末エッセイ・
岸田今日子

4 犬が星見た ……………………………………………………………… 2427円

403258-1
雛祭りのお膳、キャラメル、アルミのお弁当箱――食べ物が呼び起す幼い日の記憶／本文挿画12点・
野中ユリ／巻末エッセイ・埴谷雄高

5 ことばの食卓 …………………………………………………………… 1456円

403259-8
浅草花やしき、隅田川の花見、上野東照宮――ふらりと出かけた“物見遊山”の小さな旅／写真・武
田花／巻末エッセイ・杉本苑子

6 遊覧日記 ………………………………………………………………… 1456円

403260-4
無垢の言語感覚で独自の世界を築いて逝った名エッセイストの最後の作品／巻末エッセイ・赤瀬川原平

7 日日雑記 ………………………………………………………………… 1650円

武田百合子全作品

●無垢の言語感覚で独自の世界を築いて逝った“不思議な天才”の全エッセイを
収録

全巻
完結

【全7巻】

B6判変型
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陳舜臣中国歴史短篇集

490181-8
日鋳の鏡／楊貴妃は覇水を見た／パミールを越えて／紙は舞う／落日孤雲／天魔舞の鐘／胡蝶の陣／
舌聖一代／五台山清涼寺／花咲く月琴／海山仙館記

1 興亡流転篇 ……………………………………………………………… 2600円

490182-5
芙蓉の露／追跡の報酬／九雷渓／蝉が鳴く／七十六号の男／スマトラに沈む／永臨侍郎橋／なにも見
えない／角笛を吹けど

2 近現代篇Ⅰ ……………………………………………………………… 2600円

490183-2
囚人の斧／ひげ布袋／崖門心中／蟹の眼／幻の百花双瞳／枇杷の木の下／パンディット／古印譚／日
本早春図／桃李の剣／多聞天踏魔像

3 近現代篇Ⅱ ……………………………………………………………… 2600円

490184-9
張騫／宋雲／ヤクブ・ベク／ウルムチに消えた火／天山に消える／弓月城記／四十二年目のクルバー
ン／シンカンの若者／神に許しを／桃源遥かなり／旋風島綺譚

4 西域・南海篇 ……………………………………………………………… 2600円

490185-6
東方の客／観燈の夜／煙の娘／賢人の句／舞妓を買います／見られたくない姿／方壷園／獣心図／
四人目の香妃／大南営

5 王朝推理篇 ……………………………………………………………… 2600円

陳舜臣　中国歴史短篇集

●四十年の作家活動の成果から珠玉の52篇。テーマ別構成の短篇小説で読む悠
久の歴史

全巻
完結

【全5巻】

四六判



152

永井路子歴史小説全集

403261-11 氷輪 ……………………………………………………………………… 3689円

403262-8
美貌の女帝／冬の夜、じいの物語／裸足の皇女／殯の庭／恋の奴／黒馬の来る夜／水城相聞／古り
にしを／火の恋

2 美貌の女帝　他八篇 …………………………………………………… 3689円

403263-5
雲と風と―伝教大師最澄の生涯／妖壷招福／屍を負う女／風の僧／離洛人

3 雲と風と―伝教大師最澄の生涯　他四篇 …………………………… 3301円

403264-24 王朝序曲 ………………………………………………………………… 3301円

403265-95 この世をば ……………………………………………………………… 4660円

403266-6
望みしは何ぞ／噂の皇子／桜子日記／王朝無頼／六条の夜霧

6 望みしは何ぞ　他四篇 ………………………………………………… 3301円

403267-3
波のかたみ―清盛の妻／后ふたたび／双頭の空鵼／右京局小夜がたり

7 波のかたみ―清盛の妻　他三篇 ……………………………………… 3301円

403268-0
炎環／絵巻／執念の家譜／裾野

8 炎環／絵巻  他二篇 ……………………………………………………… 3689円

403269-79 北条政子 ………………………………………………………………… 3689円

403270-3� 銀の館 …………………………………………………………………… 4660円

403271-0� 山霧―毛利元就の妻 …………………………………………………… 3689円

403272-7� 姫の戦国 ………………………………………………………………… 3689円

403273-4� 流星―お市の方 ………………………………………………………… 3689円

403274-1� 王者の妻 ………………………………………………………………… 3689円

403275-8
朱なる十字架／青苔記／死ぬということ／お菊さま／わかぎみ／裏切りしは誰ぞ／関ケ原別記

� 朱なる十字架　他六篇 ………………………………………………… 3301円

403276-5� 乱紋 ……………………………………………………………………… 4660円

403277-2
年譜付

� 葛の葉抄―あや子、江戸を生きる／うたかたの ……………………… 3689円

永井路子歴史小説全集

●確かな史料解釈と自在な手法で歴史と人物を現代に生きいきと甦らせる──古
代から江戸まで、小説で辿る＂日本の歴史＂

全巻
完結

【全17巻】

四六判函入
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中川一政全文集

402601-6
見なれざる人／ゴオホよ／ゴオホ／美術の眺め／おもいで　他

1  …………………………………………………………………………… 4660円

402602-3
美術方寸／石井鶴三／旅行癖／油絵総論／装釘の事其他／「永福寺余暇」序／武蔵野日記　他

2  …………………………………………………………………………… 4660円

402603-0
庭の眺め／旅窓読本／一政随筆／顔を洗う

3  …………………………………………………………………………… 4660円

402604-7
春陽会随筆五人／北窓雑筆／美しい季節／野の娘／向う山／篋中デッサン　他

4  …………………………………………………………………………… 4660円

402605-4
我思古人／香炉峰の雪

5  …………………………………………………………………………… 4660円

402606-1
見えない世界／茂吉翁寸感／モンマルトルの空の月

6  …………………………………………………………………………… 4660円

402607-8
正午牡丹／道芝の記／うちには猛犬がいる／中国へ行く日本の油絵／「人生劇場」のころ　他

7  …………………………………………………………………………… 4660円

遠くの顔／近くの顔／私の遍歴／「中川一政挿画」跋／墨色の富貴／私のソ連・欧州旅行／ボクシン
グと武士の情／マヨリカの壷／「中川一政画集」序文／私の書（「中川一政書蹟」）／書について／「さ
しえ人生劇場」後記／立体生活を教えた彫刻家石井鶴三／静物画十選／書の勉強／パリの数日／印
譜の序文三つ／まごまご／小林和作「春の旅秋の旅」／中国画信／中国見たまま　他

8  …………………………………………………………………………… 4660円 402608-5

402609-2
腹の虫／装釘について／鉄斎尺牘／雨過天晴／随筆八十八／云わずもがなⅠ／云わずもがなⅡ／云わ
ずもがなⅢ／云わずもがなⅣ／云わずもがなⅤ　他

9  …………………………………………………………………………… 4660円

402610-8
画にもかけない／つりおとした魚の寸法／即身即仏／薪寺／私のアトリエ／志賀さんの思い出／箱根
スカイライン／向田さんのこと／箱根駒ヶ岳の記／梅原の世界　他　略年譜

�  …………………………………………………………………………… 4660円

中川一政全文集

●画壇の長老が綴った詩文を自選により集大成する決定版

全巻
完結

【全10巻】

四六判函入
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松本清張小説セレクション

403311-31 点と線／火と汐 ………………………………………………………… 1553円

403312-02 眼の壁 …………………………………………………………………… 1796円

403313-73 ゼロの焦点 ……………………………………………………………… 1553円

403314-44 火の縄／小説日本芸譚 ………………………………………………… 1796円

403315-15 歪んだ複写 ……………………………………………………………… 1796円

403316-86 霧の旗 …………………………………………………………………… 1553円

403317-57 球形の荒野 ……………………………………………………………… 1796円

403318-28 時間の習俗／馬を売る女 ……………………………………………… 1796円

403319-99 ガラスの城 ……………………………………………………………… 1553円

403320-5� 屈折回路 ………………………………………………………………… 1553円

403321-2� 砂漠の塩 ………………………………………………………………… 1553円

403322-9� Ｄの複合 ………………………………………………………………… 1796円

403323-6� 喪失の儀礼 ……………………………………………………………… 1553円

403324-3� 強き蟻 …………………………………………………………………… 1553円

403325-0� 告訴せず ………………………………………………………………… 1796円

403326-7� 渡された場面／風紋 …………………………………………………… 1796円

403327-4� 眩人 ……………………………………………………………………… 1796円

403328-1� 空の城 …………………………………………………………………… 1796円

403329-8� 無宿人別帳 ……………………………………………………………… 1553円

403330-4� 彩色江戸切絵図 ………………………………………………………… 1553円

403331-1
遭難／証言／坂道の家／失踪／紐

� 黒い画集Ⅰ ……………………………………………………………… 1796円

403332-8
寒流／凶器／濁った陽／草

� 黒い画集Ⅱ ……………………………………………………………… 1796円

403333-5
事故／獄衣のない女囚／陸行水行／寝敷き

� 黒い画集Ⅲ ……………………………………………………………… 1796円

403334-2� 影の車 …………………………………………………………………… 1553円

403335-9� 絢爛たる流離 …………………………………………………………… 1553円

403336-6
微笑の儀式／歯止め／二つの声

� 黒の様式Ⅰ ……………………………………………………………… 1796円

松本清張　小説セレクション

●熱烈な清張ファンを自任する作家が一人で全巻を
編集するいま最高に面白い小説選集

全巻
完結

【全36巻】
〈編集・エッセイ〉
阿刀田高

B6判変型
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松本清張小説セレクション

403337-3
犯罪広告／弱気の虫／内海の輪

� 黒の様式Ⅱ ……………………………………………………………… 1796円

403338-0� 隠花の飾り／死の枝 …………………………………………………… 1796円

403339-7
速力の告発／分離の時間／鴎外の婢

� 黒の図説Ⅰ ……………………………………………………………… 1796円

403340-3
書道教授／生けるパスカル／高台の家

� 黒の図説Ⅱ ……………………………………………………………… 1796円

403341-0� 文豪 ……………………………………………………………………… 1553円

403342-7
張込み／顔／声／共犯者／地方紙を買う女／鬼畜／一年半待て／捜査圏外の条件／カルネアデスの
舟板／白い闇／二階／拐帯行／日光中宮祠事件

� 短篇集Ⅰ ………………………………………………………………… 1796円

403343-4
或る「小倉日記」伝／菊枕／火の記憶／断碑／尊厳／父系の指／石の骨／箱根心中／賞／黒地の絵
／装飾評伝／剥製／空白の意匠／老春

� 短篇集Ⅱ ………………………………………………………………… 1796円

403344-1
巻頭句の女／危険な斜面／天城越え／部分／駅路／誤差／小さな旅館／鴉／皿倉学説／相模国愛甲
郡中津村／たづたづし

� 短篇集Ⅲ ………………………………………………………………… 1796円

403345-8
西郷札／くるま宿／啾々吟／転変／特技／面貌／山師／腹中の敵／奉公人組／秀頼走路／増上寺刃
傷／疑惑／五十四万石の嘘／いびき／武将不信／厭戦

� 短篇集Ⅳ ………………………………………………………………… 1796円

403346-5
種族同盟／虚線の下絵／指／奇妙な被告／巨人の磯／水の肌／二冊の同じ本／葡萄唐草文様の刺繍
／礼遇の資格／恩誼の紐／東経139度線

� 短篇集Ⅴ ………………………………………………………………… 1796円
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水上勉全集

402201-8
雁の寺（全）／案山子／桑の子／盲いの人／棺／美濃のお民／うつぼの筐舟

1  …………………………………………………………………………… 4660円

402202-5
五番町夕霧楼／高瀬川／那智滝情死考／能登の細道

2  …………………………………………………………………………… 5437円

402203-2
越前竹人形／三条木屋町通り／凩／蜘蛛飼い／水仙／ボコイの浜なす／北野踊り／鴨川踊り

3  …………………………………………………………………………… 5437円

402204-9
越後つついし親不知／霰／静原物語

4  …………………………………………………………………………… 4660円

402205-6
しがらき物語／波影／西陣の蝶／鴉の穴／釈迦浜心中

5  …………………………………………………………………………… 4660円

402206-3
飢餓海峡

6  …………………………………………………………………………… 8252円

402207-0
銀の庭／霙／湖の琴

7  …………………………………………………………………………… 6602円

402208-7
城／佐渡の埋れ火／名塩川／畳職人谷捨蔵の憂鬱／京の川

8  …………………………………………………………………………… 5437円

402209-4
弥陀の舞／はなれ瞽女おりん／馬よ花野に眠るべし

9  …………………………………………………………………………… 6602円

402210-0
凍てる庭／こおろぎの壷

�  …………………………………………………………………………… 5437円

402211-7
桜守／冥府の月／坊の岬へ／破衣の人／欅の花／貴船川／竹の花

�  …………………………………………………………………………… 4660円

402212-4
好色／男色／わが六道の闇夜／破戒坊主の感想／その人の涙／鯉の話

�  …………………………………………………………………………… 5437円

402213-1
蓑笠の人／流れ公方記／越前一乗谷／天正の橋／緋の雪／鴉

�  …………………………………………………………………………… 4660円

402214-8
焚火／有明物語／猿篭の牡丹／椋鳥よ

�  …………………………………………………………………………… 4660円

402215-5
兵卒の鬃／冬日の道／草民記一章／道の花／「ぼろんか騒動」の多吉

�  …………………………………………………………………………… 5437円

402216-2
宇野浩二伝

�  …………………………………………………………………………… 8252円

水上勉全集

●人間の業の深さに腰をすえた最もすぐれた日本的作家

全巻
完結

【全26巻】

四六判函入
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水上勉全集

402217-9
古河力作の生涯／鶴の来る町

�  …………………………………………………………………………… 4660円

402218-6
一休／良寛／鈴木正三／白隠／金銀

�  …………………………………………………………………………… 5437円

402219-3
近松物語の女たち／あひるの子／わが草木記

�  …………………………………………………………………………… 5437円

402220-9
わが山河巡礼／失われゆくものの記／日本海の人と自然／金閣と水俣

�  …………………………………………………………………………… 4660円

402221-6
「禅の道」紀行／越前戦国紀行／越前一乗谷地蔵私考／義貞記／丹後路／枯木の周辺／一会の人々／
わが華燭／池大雅／太白／若狭幻想

�  …………………………………………………………………………… 6602円

402222-3
霧と影／死の流域

�  …………………………………………………………………………… 5437円

402223-0
海の牙／火の笛

�  …………………………………………………………………………… 6602円

寺泊／太市／千太郎／棗／冬日帖／リヤカーを曳いて／山寺／踏切／雪みち／短かい旅／壷坂幻想
／みかん水と棒剣／下駄と仁丹／鑛太郎／丹波ほおずき／狐／籾炭／冬の一日／戌の七十九歳／近
江石山晴嵐町／ブンナよ、木からおりてこい

�  …………………………………………………………………………… 5437円 402224-7

402225-4
決潰／棺の花／ちりめん物語

�  …………………………………………………………………………… 4660円

402226-1
戯曲集（雁の寺／飢餓海峡／越前竹人形／越後つついし親不知／はなれ瞽女おりん／五番町夕霧楼
／冬の柩―古河力作の生涯）　年譜／著書目録

�  …………………………………………………………………………… 5437円
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新編　水上勉全集

490065-1
その橋まで

1  …………………………………………………………………………… 6602円

490066-8
私の履歴書／「般若心経」を読む／一休のこと／森女のこと／母一夜／朽葉の棺　他

2  …………………………………………………………………………… 5243円

490067-5
片しぐれの記／わが女ひとの記／わが風車／墨染／ながるる水の／八瀬の片しぐれ　他

3  …………………………………………………………………………… 5243円

490068-2
乳病み―霊異十話／鯉とり文左／てんぐさお峯／箒川／石屋の音／夢閨／秋夜／馬の話　他

4  …………………………………………………………………………… 6602円

490069-9
山門至福／禅とは何か

5  …………………………………………………………………………… 5243円

490070-5
金閣炎上／白蛇抄

6   …………………………………………………………………………… 5243円

490071-2
冬の光景／昨日の雪／金槌の話／音次郎の庭／渓の声

7  …………………………………………………………………………… 5243円

490072-9
父と子

8  …………………………………………………………………………… 5243円

490073-6
地の乳房

9  …………………………………………………………………………… 6602円

490074-3
良寛／才市

�  …………………………………………………………………………… 5243円

490075-0
良寛を歩く／一休を歩く／李永泰／八条坊城界隈／タンタカタン／骨壷の話　他

�  …………………………………………………………………………… 5243円

490076-7
沢庵／一休文芸私抄／大徳寺随想

�  …………………………………………………………………………… 4660円

490077-4
破鞋―雪門玄松の生涯／土を喰う日々／妙好人の世界／白隠と仙厓

�  …………………………………………………………………………… 5243円

490078-1
瀋陽の月／私版京都図絵／虎丘雲巌寺／北京の柿／上海にて／飛奴記／瘋癲記　他

�  …………………………………………………………………………… 5243円

490079-8
山の暮れに

�  …………………………………………………………………………… 6602円

490080-4
この冬／螢／鼡捕り／醍醐の桜／しののめの空明かり／病友記／誠心の人／年譜／著書目録　他

�  …………………………………………………………………………… 5243円

新編　水上勉全集

●生の尊さと死の悲しみを見すえる永遠の文学──第Ⅰ期全26巻に続く作品を集
成

全巻
完結

【全16巻】

四六判函入
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新装愛蔵版　森銑三著作集

402771-6
平賀源内研究／平賀源内雑爼／平秩東作の生涯／平秩東作の歌戯帳／平秩東作雑話／蜀山人雑談／
大田南畝雑記／南畝の日記／南畝の狂歌との絶縁／半可山人植木玉厓／春町作黄表紙の鑑賞　他

1 人物篇一／江戸作者研究 ……………………………………………… 3200円

402772-3
下河邊長流／伴蒿蹊／涌蓮／小澤蘆庵瑣話／矢部正子／矢部正子伝の新資料／上田秋成雑記／香川景樹
瑣話／海量法師／素庵角倉与一／銅脈先生／猪飼敬所／好事儒者中島棕隠／中島棕隠の詠雪百首　他

2 人物篇二／上方文人研究 ……………………………………………… 3200円

402773-0
池大雅／池大雅家譜／大雅堂遺事／大雅遺聞／谷文晁伝の研究／野呂介石／浦上玉堂伝の研究／玉堂小
記／応挙伝剳記／若冲小録／内藤東甫／丹羽謝庵／菅井梅関／菅井梅関の死／金谷上人御一代記　他

3 人物篇三／近世画人研究 ……………………………………………… 3200円

402774-7
細井広沢／北島雪山／趙陶斎／永田観鵞／良寛／梅逸と詩仏／釧雲泉雑記／宮崎筠圃／木米／勝間
龍水／原武太夫／神谷潤亭／如亭と百年／蕉園の父唐衣橘洲／中島秋挙／著作堂を訪うた人々　他

4 人物篇四／近世諸芸家研究 …………………………………………… 3200円

402775-4
本多利明／最上徳内／秦檍丸／間宮林蔵／伊能忠敬／戸田旭山／杉田伯元遺聞／坪井信道／鈴木春
山／本間玄調／高森観好とエレキテル／平山行蔵／大槻磐水の蘭人訪問／おらんだ正月　他

5 人物篇五／実学者研究 ………………………………………………… 3200円

402776-1
渡辺崋山／松本奎堂

6 人物篇六／崋山・奎堂 …………………………………………………… 3200円

402777-8
賀茂真渊と本居宣長／村田春海／屋代弘賢／了阿法師とその生活／狩谷棭斎雑記／大野広城とその筆
禍／村尾元融伝の研究／物語塙保己一／津村淙庵／松平冠山／石田醒斎とその交友／大原左金吾　他

7 人物篇七／国学者研究 ………………………………………………… 5631円

402778-5
藤原惺窩遺事／山崎闇斎／浅見絅斎／仁斎とその子達／徂徠と春台／佐善雪渓／雨森芳洲／若林強斎／
山口春水／久米訂斎逸事／細井平洲／柴野栗山／小島蕉園／勝田半斎の詩中八友歌／小宮山楓軒　他

8 人物篇八／儒学者研究 ………………………………………………… 5631円

402779-2
宮本武蔵の生涯／新橋の狸先生／金蘭斎／奇士竹村悔斎／林子平／高山彦九郎／蒲生君平／見山島
田虎之助／筒井政憲遺聞／朽木兵庫助綱泰／了然尼／孝子稲垣浅之丞／掃墓記録／佐藤信渊

9 人物篇九／近世畸人研究 ……………………………………………… 3204円

西鶴と西鶴本／笑話本初音草咄大鑑／囨譚とその著者／三村崑山の花間笑語／六丁一里小考／漂游
総義と本草妓要／漂游総義と大通伝／大田南畝作洒落本小記／洒落本覚書／つゞれの錦の著者は果
して崋山か／黄表紙といふもの／虚言八百万八伝覚書／三幅対紫曾我と雲州侯の化物振舞／狂歌師
を扱つた黄表紙二種／海外知識で趣向を立てた黄表紙／江戸の名物を主題とした黄表紙／通増安宅
関外二種／菊池衡岳とその思玄亭遺稿／南畝集雑記／杏園詩集に続篇あり／柏木如亭の聨珠詩格訳
註／越風石臼歌の著者／林春斎の南塾乗／高山彦九郎の北国漫遊日記　他

� 典籍篇一／近世文学研究 ……………………………………………… 5631円 402780-8

新装愛蔵版　森銑三著作集

●近世学芸史の成果　読売文学賞受賞

全巻
完結

【全12巻別巻1巻】
〈編集〉
野間光辰／中村幸彦／朝
倉治彦

A5判
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新装愛蔵版　森銑三著作集

随筆とは何か／江戸時代の随筆／落穂集とその著者大道寺友山／事跡合考といふ書／紳書に就いて
の疑問／駿台雑話の成るまで／市川鶴鳴の標注南留別志／末賀能比礼の著者／風俗酔茶夜談とその
著者多羅福山人／新著聞集とその著者／小倉無隣の随筆牛涎／二川随筆おぼえ書／むかしむかし物
語考／飛鳥川の著者／後は昔物語雑考／後は昔物語の書入れ／桃西河の随筆坐臥記／完本蕉斎筆記
を読む／耳袋とその著者／耳袋の逸巻の発見／森山孝盛のことども／魚籃先生春遊記考／娯息斎詩
文集の著者／楽翁公の戯作／切腹の書自刃録／忍術の伝書　他

� 典籍篇二／近世随筆研究 ……………………………………………… 3204円 402781-5

東西の学者文人たち／近世漢学者の日本文学的著作／水戸の人物に関する雑話／人物くさぐさ／知己
詩嚢に見えたる人々／巻菱湖の篋中集／塵袋を中心として／酒田訪書録／人物研究雑感／人名辞書に
就いての私見／我が国の笑話／笑話に就いての断想／古書と共に経た五十年／ゆずり葉巻末期／井
上通泰博士のこと／宵曲居士　他

� 雑纂／人物雑稿・回想 …………………………………………………… 3204円 402782-2

402783-9
人名索引／書名索引／近世人物研究資料綜覧／素材録／森銑三著作目録／森銑三著作集総目次

別巻　索引／素材録・著作目録他 ………………………………………… 5631円
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森銑三著作集　続編

信長と道三／秀吉の茶の湯／幸村入城／後藤又兵衛遺聞／徳川吉宗遺事／将軍家斉の人物／板倉勝
重／土井利勝／真田信之／酒井忠勝の言行／安部忠秋／井上河内守正利／久世広之／池田光政／徳
川光圀の討幕計画／重賢と定信／田沼と賄賂／楽翁と奥女中／寛政の改革瑣話／愚侯と賢侯と／藤
田北郭の諸侯月旦／旗本奴／大久保彦左衛門／石谷十蔵出世譚／石出常軒／芋代官井戸正明／根岸
肥前守のこと／新見伊賀守正路／小吉の放浪／甚四郎と金四郎／奸物鳥居耀蔵／武蔵の言葉／草野
又左衛門／関口柔心／赤穂義士遺聞／大沢勘太夫／真男児佐藤文四郎　他

1 人物篇一／近世一 ……………………………………………………… 6602円 403074-7

熊沢蕃山遺事／泉仲愛／菊池半隠／白石と瑞軒／若林強斎／細井広沢／三宅尚斎の雑話／田中桐江
／佐善雪渓とその思想／沢田一斎／清田儋叟とその師／隠者平明徳／香川南浜／西依成斎／柴野栗
山先生／大沢子恭／鈴木石橋／鵬斎の正月／山陽とその妻小石氏／鍋島閑叟と古賀穀堂／長野豊山
／東湖瑣話／佐久間シヤウ山／大沼沈山のこと／池永秦良／大雅／渡辺崋山の生活／写楽と二三治
／本草学者直海元周／間宮林蔵の晩年／佐藤信渊／小泉蒼軒の遺書／乾也軍艦を造る／秋田晴吉と
いふ人／医者道庵／地黄坊樽次／土肥二三／表太／駿河の八助　他

2 人物篇二／近世二 ……………………………………………………… 6602円 403075-4

坂田藤十郎／市川柏筵／二世市川八百蔵の死／歌右衛門と高尚／竹本播磨掾／宮園鸞鳳軒の死／原
武太夫／春日局／味噌を擂る吉野／長崎の亀女／古賀精里夫人／お栄といふ幼児／角倉素庵／雲居
禅師／木地屋梅川／檜山坦斎／将棋さし立雪／新門辰五郎／香以と露香／新島ものがたり／鳥島に
漂着した人々／昌平黌勤皇譜／瓢箪から駒／広瀬六左衛門雑記抄　他

3 人物篇三／近世三 ……………………………………………………… 6602円 403076-1

403077-8
井原西鶴／西鶴本叢考

4 人物篇四／西鶴 ………………………………………………………… 5825円

明治天皇と一老婆／海舟・鉄舟・泥舟／鉄舟と円朝／大西郷の一言／巨人西郷従道／大隈侯の碁／後
藤象二郎邸の狸の置物／笹の雪と黒田清隆／高橋是清の懐旧談／乃木大将の風邪療法／広瀬中佐余
聞／菊池三渓の間宮林蔵訪問／種痘医大野松斎の墓／栗本鋤雲の詩／秋月韋軒／中村敬宇先生の勉
学／依田学海／豊芥子・黙阿弥・学海／凹県先生伝／信夫恕軒／成島柳北／大槻文彦／羯南居士／天
下の記者山田一郎／魯文の書いた蕎麦屋の引札／贋阿弥の劇評／饗庭篁村／福地桜痴の平家琵琶／
随筆家としての矢野龍渓／森鴎外の逸文／尾崎紅葉雑記　他

5 人物篇五／近代一 ……………………………………………………… 6602円 403078-5

狩野芳崖遺聞／坂本繁二郎氏のことども／談洲楼燕枝の文才／三遊亭円朝／団十郎と菓子／五代目
菊五郎と人力車／二世市川左団次／名優尾上松助／七世市川団蔵の芸談／名子役中村吉右衛門／曾
我廼家蝶六／奴時代の貞奴／梅ケ谷藤太郎／筆匠映玉堂／松の家露八のこと／土木請負師服部長七
／高橋清子刀自と一中節／畸人呉山堂玉成／明治以降の女流作家とその作品／明治の奇文家たち／
明治の人物一千人／狩野亨吉先生／井上通泰先生と私／中川恭次郎翁のこと／桂月翁の短冊／水谷
翁の思ひ出／三田村鳶魚翁の思出／三村竹清大人／沼波さんの逸文　他

6 人物篇六／近代二 ……………………………………………………… 6602円 403079-2

森銑三著作集　続編

●正編完結二十年、歿後八年にして成る待望の続編

全巻
完結

【全16巻別巻1巻】
〈編集〉
中村幸彦／朝倉治彦／小
出昌洋

A5判
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森銑三著作集　続編

源氏物語おぼえ書／前田慶次郎の道中日記／熊沢蕃山の集義和書／芳洲の一字訓／近松浄瑠璃中の
疑問作品／孔雀楼筆記そのほか／春臠拆甲の著者／海国兵談瑣言／海量法師の古今集論／林述斎の
婦女訓／豊太閤真蹟日記といふもの／奇書今はむかし／梅川の銅鐫法華経／笠亭仙果のよしなし言／
芭蕉のつれづれ草といふもの／黄表紙・洒落本漫言／四碧斎画話／鍋田晶山書簡鈔／蛍雪事業鈔／古
人古書／史籍閑話／埋もれてゐる随筆　他

7 典籍篇一／近世 ………………………………………………………… 6602円 403080-8

飯島虚心の浮世絵雑談／浅野梅堂の寒檠璅綴／香亭雅談／信夫粲の恕軒漫筆／松平康国翁の天行詩
文鈔／奇書石臼のへそ／矢野龍渓の出鱈目の記／正岡子規の随筆／尾崎紅葉の多情多恨／斎藤緑雨
の随筆／森鴎外の百物語／漱石の硝子戸の中／幸田露伴のひとり言、人の言／岡鬼太郎のひだり馬／
泉鏡花の女仙前記／永井荷風のすみだ川／小山内薫の短篇／吉村冬彦博士の柿の種／泣菫の茶話／
三木露風の真珠島／松本晩翠翁の随筆とはずがたり／野村胡堂の人物月旦／柴田宵曲著明治風物誌
／天龍漁史詩稿／渋柿句集の句／水鶏の鳴く夜／ペン先を拭く海綿　他

8 典籍篇二／近代 ………………………………………………………… 6602円 403081-5

403082-2
星取棹／武玉川選釈／書物／書名とその読み方／書名に見出さるる俳諧趣味／書名漫言／埋もれてゐる文
芸史資料／寛政重修諸家譜漫言／写真の雑誌芸術写真研究のこと／江戸といふ雑誌／或随筆集のこと　他

9 典籍篇三／評釈 ………………………………………………………… 6602円

403083-9
明治東京逸聞史

� 逸聞篇一／明治東京逸聞史 …………………………………………… 8544円

403084-6
落葉篭／閑人閑語／明治写真鏡／明治の新聞から／大正の新聞から／明治大正の新聞から／明治大正奇聞

� 逸聞篇二／閲読雑話一 ………………………………………………… 6602円

403085-3
閑読雑抄／びいどろ障子／雑記帳

� 逸聞篇三／閲読雑話二 ………………………………………………… 6602円

出版物を通しての国民教育／現代教育に関する私見／国文学界に於ける知的研究偏重を難ず／最高
峰に位するもの／解釈と鑑賞と／斎藤茂吉氏の鑑賞眼批評眼／装幀漫語／新小説その他から／明治
文学閑談／古本屋と随筆書／むだばなし／小さなおぼえ書／近世文人の書／手紙を中心に／或大名
の生活／天保改革余話／徳川幕府の機密文書／カテキ像と三好想山／空を飛ぶ木の鶴／明治十年代
の日本人／大臣の鑑札／黄金時代の博文館／俗謡といふもの／いろはがるた・いろは地口／大道芸の
はなし／風鈴蕎麦／蕎麦と江戸生活／寛延年間に於ける江戸の蕎麦屋　他

� 雑纂一／随筆雑稿 ……………………………………………………… 6602円 403086-0

403087-7
読書日記／随読随記／少年雑誌の思ひ出／小学生時代に読んだ本／青年時代に読んだ国文学書／わ
が読書の記／私の読書生活／読書雑感　他

� 雑纂二／読書日記 ……………………………………………………… 6602円

思ひ出すことども／別れて来たこどもらへ／図書館にゐた頃／白壁の校舎／畠山の御隠居様／芋羊羹
／宴会／狸／狐／唱歌の思出／夢三題／ひとりごと／上野の図書館／母／茶会／Ｈ君の結婚式／三
古会小記／人物研究に就いての私見／すぐれた伝記に何があるか／伝記と資料／物いふ小箱　他

� 雑纂三／自伝回想　創作小品一 ……………………………………… 6602円 403088-4

403089-1
瑠璃の壷／孔子様の馬／青い小鳥／中納言の笛／水の精／身替り地蔵／打出の小槌／薬師仏／山送
り地蔵／鉢の法／八坂の塔／鬼のくれた笛　他

� 雑纂四／創作小品二 …………………………………………………… 6602円

403090-7
偉人暦／人名索引／書名索引／森銑三著作集続編総目次　他

別巻　初期文章／索引……………………………………………………… 8544円



163

レイモンド・カーヴァー全集

402931-4
隣人／ダイエット騒動／収集／他人の身になってみること／自転車と筋肉と煙草　他

1 頼むから静かにしてくれ〈短篇集〉 …………………………………… 3675円（3500）

402932-1
ダンスしないか？／風呂／デニムのあとで／足もとに流れる深い川／ある日常的力学　他

2 愛について語るときに我々の語ること〈短篇集〉 …………………… 2940円（2800）

402933-8
シェフの家／ささやかだけれど、役にたつこと／ぼくが電話をかけている場所／熱　他

3 大聖堂〈短篇集〉 ………………………………………………………… 3360円（3200）

402934-5
父の肖像／クラマス川近くで／冬の不眠症／永遠に／みんなは何処に行ったのか？  他

4 ファイアズ〈短篇、詩、エッセイ〉 ……………………………………… 3360円（3200）

402935-2
溺死した男の釣り竿／夜遅く、霧と馬とともに／絵を描くのに必要なもの／贈り物　他

5 水と水とが出会うところ／ウルトラマリン〈詩集〉 ………………… 3675円（3500）

402936-9
ブラックバード・パイ／使い走り／レモネード／GRAVY／残光／おしまいの断片　他

6 象／滝への新しい小径〈短篇・詩〉 ……………………………………… 3570円（3400）

402937-6
怒りの季節／髪の毛／真鍮の輪っか／書き直しについて／知られざるチェーホフ　他

7 英雄を謳うまい〈初期短篇・詩・エッセイ・書評〉 ……………………… 3360円（3200）

402938-3
薪割り／夢／どれを見たい？／破壊者たち／インタビュー／年譜／作品収録巻一覧　他

8 必要になったら電話をかけて〈未発表短篇・インタビュー〉 ………… 3465円（3300）

レイモンド・カーヴァー全集

●現代アメリカ文学の新しい古典となった無二の作家
早すぎた死に愛惜をこめて贈る世界で唯一の全集

全巻 
完結

【全8巻】
〈全訳〉
村上春樹

小B6判函入
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梅棹忠夫著作集

402851-5
探検隊の見習士官／山と旅／探検の時代／探検記をよむ

1 探検の時代 ……………………………………………………………… 6019円

402852-2
回想のモンゴル／モンゴルの自然／モンゴル牧畜の研究／モンゴル遊牧図譜／モンゴル再訪

2 モンゴル研究 …………………………………………………………… 7184円

402853-9
フィールドの生態学／動物の社会的干渉／生物学の思想／自然と人間

3 生態学研究 ……………………………………………………………… 7184円

402854-6
モゴール族探検記／アフガニスタンの旅／中洋の発見／地中海の文明／中東研究を目ざして

4 中洋の国ぐに …………………………………………………………… 6019円

402855-3
文明の生態史観／比較文明論の展開／文明学の課題と展望

5 比較文明学研究 ………………………………………………………… 6019円

402856-0
アジアをみる目／東南アジア紀行／東南アジア　歴史と旅／東南アジア点描

6 アジアをみる目 ………………………………………………………… 6019円

402857-7
日本探検／変革と情報の時代／日本文明論ノート／日本とはなにか

7 日本研究 ………………………………………………………………… 7184円

402858-4
サバンナの記録／アフリカ研究の回顧と展望／ダトーガ族の研究／狩猟と遊牧の世界

8 アフリカ研究 …………………………………………………………… 7200円

402859-1
女と文明／家庭の文明史／情報の家政学

9 女性と文明 ……………………………………………………………… 5631円

402860-7
人類学周遊／民族学周遊／回想の民族学

� 民族学の世界 …………………………………………………………… 7184円

402861-4
知的生産の技術／「知的生産の技術」の前後／知的生産の展開／フィールドでの知の技術

� 知の技術 ………………………………………………………………… 6019円

402862-1
わたしの生きがい論／世相と体験／学問三昧

� 人生と学問 ……………………………………………………………… 6019円

402863-8
地球時代の日本人／地球時代の文明論／二一世紀の人類像／国際交流の理論

� 地球時代に生きる ……………………………………………………… 7184円

402864-5
情報の文明学／情報論ノート／メディアとしての博物館

� 情報と文明 ……………………………………………………………… 8350円

402865-2
民族学博物館／博物館長の十年

� 民族学と博物館 ………………………………………………………… 6019円

402924-6
山の回想録／海外の山と旅／山の交遊録

� 山と旅 …………………………………………………………………… 8600円

梅棹忠夫著作集

●地球時代の日本が生んだ独創的思想家の知的構築

全巻
完結

【全22巻別巻1巻】

A5判函入
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梅棹忠夫著作集

402925-3
梅棹忠夫の京都案内／京都の精神／日本三都論

� 京都文化論 ……………………………………………………………… 8544円

402926-0
あすの日本語のために／日本語と日本文明／日本語と事務革命

� 日本語と文明 …………………………………………………………… 7961円

402927-7
美意識と神さま／日本学周遊／日本学周遊補遺

� 日本文化研究 …………………………………………………………… 8544円

402928-4
アジア体験／ヨーロッパ体験／アメリカ体験／オセアニア体験／エスペラント体験／実戦・世界言語紀行

� 世界体験 ………………………………………………………………… 8544円

402929-1
都市と文化開発の三〇年／都市神殿論／田園都市国家構想／文化開発と文化行政／湖国の文化と開発

� 都市と文化開発 ………………………………………………………… 8544円

402930-7
研究経営論／情報管理論／著作と編集

� 研究と経営 ……………………………………………………………… 8000円

402866-9
梅棹忠夫年譜／全巻目次一覧／月報表題・執筆者一覧／収録論文項目索引／総索引

別巻　年譜  総索引 ………………………………………………………… 10680円
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新装　江馬務著作集

570031-1
Ⅰ．風俗史概説（日本風俗文化史）、Ⅱ．風俗研究史（風俗史大家列伝ほか）、Ⅲ. 時代の概観（奈良
朝時代の風俗、明治時代の風俗史的考察ほか）、Ⅳ．歳事と風俗（旅の変遷ほか）

1 風俗文化史 ……………………………………………………………… 12000円

570032-8
日本服飾史要（固有風俗時代、唐風模倣時代、国風発達時代、和洋混淆時代ほか）、世界服装史要（原
始衣服の構成、太古東西諸国の服装、上古東西諸国の服装、文芸復興期ほか）

2 服装の歴史 ……………………………………………………………… 12000円

570033-5
Ⅰ．王朝の服装（古神像風俗に就てほか）、Ⅱ．武装と法衣、Ⅲ．庶民の服飾（帯の変遷ほか）、Ⅳ．
異風の瞥見（歌舞伎者と服飾の流行ほか）、Ⅴ．素材と加工（衣服裏地の沿革ほか）

3 服飾の諸相 ……………………………………………………………… 12000円

570034-2
Ⅰ．結髪の歴史（髪置の儀式ほか）、Ⅱ．頭飾さまざま（江戸時代の櫛の変遷ほか）、Ⅲ．化粧の推移、
Ⅳ．装身具の変遷（鏡の用途に就てほか）、Ⅴ．履物の沿革（履物史ほか）

4 装身と化粧 ……………………………………………………………… 12000円

570035-9
Ⅰ．食物の変遷（屠蘇の研究、正月の餅の研究、喫茶と茶店、料理屋のはなしほか）、Ⅱ．住居の歴史（日
本住宅調度史、武家造の消長、京都の家、上棟古式の実演、床の間と掛軸との関係ほか）

5 食事と住居 ……………………………………………………………… 12000円

570036-6
Ⅰ．貴族と武家（武士道の変遷ほか）、Ⅱ．遊里の風俗、Ⅲ．貧富と世相（侠客の研究、泥棒の歴史、
自殺史ほか）、Ⅳ．霊鬼と災異（日本妖怪変化史、文芸上に表われたる鬼ほか）

6 生活の陰翳 ……………………………………………………………… 12000円

570037-3
Ⅰ．古来の礼式（敬礼の変遷ほか）、Ⅱ．お産から元服へ（七五三の祝ほか）、Ⅲ．結婚の歴史（花嫁
風俗の変遷ほか）、Ⅳ．老と死（賀の祝に就て、葬式の変遷と種類ほか）

7 一生の典礼 ……………………………………………………………… 12000円

570038-0
歳事の歴史（日本歳事全史。四方拝、寝正月、若布刈神事、信濃上田の水篭祝、紀伊神倉神社の火祭、
奈良薬師寺の最勝会、近江の筑摩祭、潅仏会、淡路の火柱、新潟県白根の凧揚ほか）

8 四季の行事 ……………………………………………………………… 12000円

570039-7
Ⅰ．風流の世界（名妓吉野ほか）、Ⅱ．芸術と芸能（風俗画の考証、お国歌舞伎ほか）、Ⅲ．四季の生活（端
午節句の研究ほか）、Ⅳ．燈火の風俗（中世に於ける室内照明風俗ほか）

9 風流と習俗 ……………………………………………………………… 12000円

570040-3
Ⅰ．有職故実論（「故実」の疑問と破綻、新修有職故実）、Ⅱ．昭和の礼法、Ⅲ．式年と大典（神宮式
年遷宮祭、五節舞姫ほか）、Ⅳ．典礼と容儀（束帯の史的研究、水干考）

� 有職故実 ………………………………………………………………… 12000円

570041-0
紙鳶、椅子、蝋燭、羽織、法被と印半天、花火、針供養、図書保存法、駕篭、風呂、縁台、酒の話、
座蒲団、白粉、名古屋帯、雷鳴の陣、諒闇、慕帰絵、丑の時参り、蒲団、小豆粥ほか。

� 風俗史事典 ……………………………………………………………… 13000円

570042-7
国文故実風俗語集釈（頭、月代、元結、白粉、眉墨、烏帽子、裃、帷子、羽衣ほか）、小学国語読本・
尋常小学国史の挿画の風俗史的解説（浦島太郎、百合若、錦の御旗、仁徳天皇ほか）

� 風俗語集釈 ……………………………………………………………… 12000円

新装　江馬務著作集　日本の風俗文化

●歴史をいきいきと甦らせる風俗文化研究の百科全
書

全巻
完結

【全12巻別巻1巻】
〈編集〉
井筒雅風／上村六郎／篠
田統／柴田実／鳥越憲三
郎／林屋辰三郎／和歌森
太郎

A5判



167

新装　江馬務著作集

570043-4
風俗史図録（古代、奈良朝時代、平安朝時代、鎌倉時代、室町時代、安土桃山時代、江戸時代、明治・
大正時代）／総目次（附細目）／年譜

別巻　風俗史図録…………………………………………………………… 12000円
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川喜田二郎著作集

490083-5
ネパール王国探検記／鳥葬の国／私の登山と探検

1 登山と探検 ……………………………………………………………… 8544円

490084-2
大興安嶺の自然史／大山原野の居住様式／土地生産力と農業・人口／文化生態史的地理学／ヒマラヤ
の植生と作物帯

2 地域の生態史 …………………………………………………………… 8544円

490085-9
野外科学の方法／野外科学の運動／「知」の探検学／フィールドワークから総合へ

3 野外科学の思想と方法 ………………………………………………… 8544円

490086-6
衆知をあつめる法／発想法／続・発想法／ＫＪ法の人間学／ＫＪ法と学際

4 発想法の科学 …………………………………………………………… 8544円

490087-3
ＫＪ法―渾沌をして語らしめる

5 ＫＪ法 …………………………………………………………………… 8544円

490088-0
ＫＪ法普及の問題点／ＫＪ法と文明の未来／チームワーク

6 ＫＪ法と未来学 ………………………………………………………… 8544円

490089-7
パーティー学／創造性の原点／創造性と組織開発／参画社会をもとめて

7 組織開発論 ……………………………………………………………… 8544円

490090-3
大学と創造性教育／移動大学の展開／移動大学から参画社会へ／ひろばの創造

8 移動大学の実験 ………………………………………………………… 8544円

490091-0
海外協力の哲学／ヒマラヤ山村への技術協力／人と環境の共生の道／地域開発と環境保全

9 国際技術協力と地球環境 ……………………………………………… 8544円

490092-7
ヒマラヤとの触れあい／マガール族とその隣人たち／文化の垂直分布／ヒマラヤの宗教／ヒマラヤ・
チベット・日本

� ヒマラヤの文化生態学 ………………………………………………… 8544円

490093-4
あるボティヤの村／ネパールヒマラヤの生態学的観察／チベットの文化生態学／結婚・葬儀・信仰／
世界のなかのチベット文明

� チベット文明研究 ……………………………………………………… 8544円

490094-1
素朴と文明／ユーラシア諸文明の生態史／日本文化探検／グローバル化のなかの日本

� アジア文明論 …………………………………………………………… 8544円

490095-8
可能性の探検／現代文明への提言／創造と伝統

� 創造と伝統 ……………………………………………………………… 8544円

490096-5別巻　私の人生論　年譜・著作目録・総索引……………………………… 9500円

川喜田二郎著作集

●現代を生きぬく創造的思考の源泉「KJ法」の川喜田学集大成

全巻
完結

【全13巻別巻1巻】

A5判箱入
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村上泰亮著作集

Ⅰ　社会科学の展開と可能性／近代経済学の可能性と限界／経済学の科学性と超分析的方法　Ⅱ　
社会発展論の生物的アナロジー／論理実証主義の半世紀　Ⅲ　論理と社会的選択（鈴村興太郎訳）
Logic and Social Choice

1 Logic and Social Choice（論理と社会的選択）　社会科学の方法 … 7200円 403434-9

403435-6
Ⅰ　情報概念の経済分析上の位置／情報に関する分業と市場　Ⅱ　公害についての同意と非同意／公共
経済学の現状と展望　Ⅲ　経済体制分析序説／経済体系の構造と機能／経済体制論への社会学的視角

2 経済学の新しい課題　経済体制 ……………………………………… 5800円

403436-3
Ⅰ　産業社会の病理　Ⅱ　批判的歴史主義に向かって　Ⅲ　二つの中世について／世紀末文明の現
象学／「超越型」文明と「解釈型」文明

3 産業社会の病理　批判的歴史主義に向かって ……………………… 7200円

Ⅰ　文明としてのイエ社会（“Ie Society as a Pattern of Civilization”）／批判に答える（“Response to 
Criticism”）／イエ社会の変貌　Ⅱ　イエ社会・再説

4 文明としてのイエ社会　イエ社会・再説 ……………………………… 5800円 403437-0

403438-7
Ⅰ　新中間大衆の時代　Ⅱ　「新中間大衆」時代の保守政治／二十一世紀システムの中の時間／二十
世紀の創造者アメリカ／ゆらぎの中の大衆社会／現代日本の政治経済モデル

5 新中間大衆の時代　ゆらぎの中の大衆社会 ………………………… 7200円

403439-4
Ⅰ　反古典の政治経済学　上　Ⅱ　反古典の政治経済学　下（第七～九章）

6 反古典の政治経済学（Ⅰ） ……………………………………………… 7200円

403440-0
Ⅰ　反古典の政治経済学　下（第十～十二章）　Ⅱ　反古典の政治経済学要綱

7 反古典の政治経済学（Ⅱ）　反古典の政治経済学要綱 ……………… 7200円

403441-7
Ⅰ　時評・講演・書評・随筆　Ⅱ　年譜・著作リスト・全巻目次・総索引

8 時評／講演／書評／随筆　年譜／著作リスト／総索引 …………… 14800円

村上泰亮著作集

●政治経済学から東西文明史にわたる数々の独創学
説、日本が誇る社会科学の巨星

全巻
完結

【全8巻】
〈編集協力〉
八木甫

四六判函入
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山崎正和著作集

401361-0
凍蝶／呉王夫差／カルタの城／世阿彌／動物園作戦

1 戯曲（１） ………………………………………………………………… 3835円

401362-7
野望と夏草／舟は帆船よ／おう　エロイーズ！／實朝出帆／木像磔刑／地底の鳥

2 戯曲（２） ………………………………………………………………… 4369円

人生としての藝術／劇的な精神について／歴史と悲劇について／演劇精神の今日的意義／人は役者、
世界は舞台（私の名作劇場）／密室のなかの戯曲―ドストエーフスキイ／彷徨する激情―ターナー／
拡散の時代の造形家―ルノワール／文化と環境と藝術と／都市の復活のために／要なき楽しみ

3 人生としての藝術 ……………………………………………………… 3689円 401363-4

変身の美学―世阿彌の藝術論／反・徹底の美学―長明と兼好のもうひとつの思想／装飾性の求道者／
浮世のドラマ／「世のまがひ者」のドラマ―近松門左衛門／劇的なる日本人／日本文化の底を流れる
もの―室町期の藝術と社交を中心に／日本的表現の環境―盆地と私生活／室町記／＂小さな鬼＂の不
安感／洛南遊行／法界寺妄想／一塊の石―醍醐三宝院の藤渡（戸）の石

4 変身の美学 ……………………………………………………………… 3689円 401364-1

海の桃山記／無常と行動／土俗と近代の逆説／夢を見ない人―黒田清輝／私生活者のための歴史―
太平記の救済／中世の藝能と都会性―徒然草の世界／日本の自己表現／第二次近代化の時代―この
十年を振返って／日本への手紙／日本人の心とかたち

5 海の桃山記 ……………………………………………………………… 3689円 401365-8

藝術現代論／藝術の現状と意味―現代の藝術はどこまで来たか／現代演劇・二つの罠―アメリカの小
劇場を観て／世界と個性／前衛の土壌／今日と明日の藝術／「文楽協会」の現状と前途／可能性に埋
もれた虚弱児／藝術家を題材にするといふこと／演劇的感動といふことについて／世阿彌現代考／
続・日本への手紙／手とイメージ／秋のうた

6 藝術現代論 ……………………………………………………………… 3689円 401366-5

401367-2
鴎外・闘ふ家長／バロック的人間像の発見／淋しい人間―夏目漱石／鎖された成熟―田中千禾夫／劇
と現実―ピンター論／演劇小論集

7 鴎外・闘ふ家長 …………………………………………………………… 3689円

不機嫌の時代／反俗の蹉跌の後に／歴史の衰退と小説の氾濫／偽せの終末／文学と自己／不機嫌の
体験／批評家の「私」―江藤淳／眩暈への凝視―石原慎太郎／閉ぢられた世界の探求者―奈良原一
高／君子が怪力乱神を語るとき―司馬遼太郎／現実への不信と帰属―井上靖／徴兵忌避者が忌避し
たもの―丸谷才一／書評集

8 不機嫌の時代 …………………………………………………………… 3689円 401368-9

このアメリカ／猥褻なる存在証明―アメリカ黒人と日本人／船と幌馬車の国／新しきシルクロード―
日本の文化的存在証明への道／アメリカ＂群島＂から＂大陸＂へ／チェーホフとアメリカ人／歴史の国・
アメリカ／ある満月／個人と国家と儀式／言文一致はさかだちしてゐる／少数派意識の多数者／昭和
世代への招待／現代化粧論／コラムから

9 このアメリカ …………………………………………………………… 3689円 401369-6

山崎正和著作集

●現代世界から日本古典まで長駆する、国際派知識人の全著作

全巻
完結

【全12巻】

四六判函入
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山崎正和著作集

おんりい・いえすたでい ’60s ／現代の神話／曲がり角で考へる／大衆社会のなかの小さな声／石油危
機のもうひとつの教訓／寛容とじだらくの間／都市に住む心／論壇時評／『中央公論』巻頭言

� おんりい・いえすたでい＇60s …………………………………………… 3689円 401371-9

401372-6
演技する精神／藝術解釈の言葉／映画論ノート／演劇論ノート／遊戯論批判／近代劇と日本―トマ
ス・ライマー氏との一問一答／年譜・著作目録（谷沢永一・浦西和彦編）

� 演技する精神 …………………………………………………………… 3835円

401370-2
反体制の条件／病みあがりのアメリカ／大統領選挙と現代のアメリカ／アメリカは病んでゐるか／ア
メリカ大統領選挙をめぐって／観念の復権／未来からの脅迫／続・コラムから

� 病みあがりのアメリカ ………………………………………………… 3689円
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窯変源氏物語

403001-31 桐壷　帚木　空蝉　夕顔 ……………………………………………… 1553円

403002-02 若紫　末摘花　紅葉賀 ………………………………………………… 1553円

403003-73 花宴　葵　賢木 ………………………………………………………… 1553円

403004-44 花散里　須磨　明石　澪標 …………………………………………… 1553円

403005-15 蓬生　関屋　絵合　松風　薄雲 ……………………………………… 1553円

403006-86 朝顔　乙女　玉鬘　初音 ……………………………………………… 1553円

403007-57 胡蝶　螢　常夏　篝火　野分　行幸　藤袴 ………………………… 1553円

403008-28 真木柱　梅枝　藤裏葉　若菜（上） …………………………………… 1553円

403009-99 若菜（下）　柏木 ………………………………………………………… 1553円

403010-5� 横笛　鈴虫　夕霧　御法　幻 ………………………………………… 1553円

403011-2� 雲隠　匂宮　紅梅　竹河　橋姫 ……………………………………… 1553円

403012-9� 椎本　総角　早蕨 ……………………………………………………… 1553円

403013-6� 寄生　東屋　浮舟Ⅰ …………………………………………………… 1553円

403014-3� 浮舟Ⅱ　蜻蛉　手習　夢浮橋 ………………………………………… 1553円

窯変源氏物語

●千年の時の窯で色を変え光源氏が一人称で語る絢
爛豪華な橋本源氏

全巻
完結

【全14巻】
〈著者〉
橋本治

A5判変型
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双調平家物語

490121-4
日本人が範とした中国の叛臣伝から説きおこし、飛鳥・平安時代の政争の歴史も織り込みながら、鬼才・
橋本治が「平家滅亡の悲劇」を新しい視点で描く、「栄華」という幻想に憑かれた男達の物語。

1 序の巻　栄花の巻Ⅰ …………………………………………………… 1600円

490122-1
大いなる力をもって朝廷に君臨する蘇我嫡流。だが、入鹿の山背大兄王殺害を機に、密かに反蘇我勢
力が結集する。蝦夷、入鹿、中大兄皇子、藤原鎌足らの葛藤を独創的視点でとらえた大化の改新。

2 栄花の巻Ⅰ（承前） ……………………………………………………… 1700円

490123-8
慕わしい兄帝のお心を汲む大海人皇子は御位を辞退し、鸕野讃良皇女と共に吉野へと去る。がしかし
……。骨肉争う壬申の大乱を経て律令国家建設へむかう古代日本の愛憎渦巻く人間群像。

3 栄花の巻Ⅱ ……………………………………………………………… 1700円

490124-5
疫病の蔓延による藤原四兄弟をはじめとする太政官ら高官達の死、矜り高き天皇を脅やかす朝臣の乱。
奈良の都を打ち棄てて遷都を繰り返す聖武天皇に振り回される臣下達の悲喜劇。

4 栄花の巻Ⅲ ……………………………………………………………… 1600円

490125-2
道鏡に狂う孝謙女帝と怨霊となる井上皇后、そして謀叛を企む不破内親王。聖武帝の女達が繰り返す
皇嗣を巡る醜行。我が朝の女禍は男達の信を得た桓武帝により終息する、がしかし――。

5 父子の巻　保元の巻 …………………………………………………… 1700円

490126-9
己が一族の復権を願って女や別荘を奉り、帝王の威をそそり立てた摂関家の長、藤原師実。後三条院
の御遺詔に背いて善仁親王に譲位する白河帝。院政の始まりにより顕となる世の乱れ。

6 保元の巻（承前） ………………………………………………………… 1800円

490127-6
皇后得子の勢威が強まると確信し崇徳院との通いを絶つ忠通。鳥羽院の威光は崇徳院に伝えられると
断じて接近する頼長。錯綜する人間関係に欲望と愛憎が綯い交ぜられて軋む鳥羽院政。

7 乱の巻 …………………………………………………………………… 1800円

490128-3
己が栄華を目交いに見て後白河帝擁立を指嗾する信西と、御世の権力の一切を握るため「新院御謀叛」
を策謀する関白忠通。鳥羽院崩御で激変する政局は兄弟が争う保元の乱へと突き進む。

8 乱の巻（承前）　平治の巻 ……………………………………………… 1800円

490129-0
保元の乱は決着し、摂関家の勢威は失墜した。天下を掌中にした信西、院の寵愛を受ける信頼──後
白河院の近臣間の新たな確執は、源平両武が絡み、清盛の熊野詣を機に急展開する。

9 平治の巻（承前） ………………………………………………………… 1950円

490130-6
後白河院と二条帝を幽閉した藤原信頼に従う源義朝、対するは平清盛──帝は寝返った公卿の手引き
で清盛邸に入り、院も仁和寺へ。逆賊となった信頼は死罪、義朝は尾張で謀殺される。

� 平治の巻（承前）　平家の巻 …………………………………………… 2100円

490131-3
源家嫡流・悪源太の首が打たれ、頼朝は流罪に……。後白河院と二条帝の新たなる角逐とその狭間で
復活を果たす摂関家。政局は動き、清盛は己れの意志とは関係なく栄華の道を駆け上る。

� 平家の巻（承前） ………………………………………………………… 2200円

490132-0
都では加賀・鵜川の騒動に端を発した叡山大衆の強訴、大内炎上と事件が続く。平氏を倒そうとした
鹿ケ谷の謀議は露見し、後白河院が背後で関与したことがわかるや、清盛は院を幽閉しようとする。

� 治承の巻 ………………………………………………………………… 2200円

双調平家物語

全巻
完結

【全15巻】

●中国の叛臣伝から説きおこす「栄華」という幻想に
憑かれた男たちの物語

〈著者〉
橋本治

A5判変型
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双調平家物語

490133-7
中宮徳子の懐妊──皇子（後の安徳天皇）誕生に平氏一門は湧き返る。だが、重盛の死で、後白河院
と摂関家は再び反平氏を明確にした。一方、歯止めを失った清盛も、ついに法皇幽閉の暴挙に及ぶ。

� 治承の巻Ⅱ ……………………………………………………………… 2300円

490134-4� 治承の巻Ⅱ（承前）　源氏の巻 ………………………………………… 2300円
入道頼政を巻き込んだ「以仁王のご謀叛」は平定されるが、清盛は不安から都を福原に移す。それか
ら三月後、伊豆にある頼朝は、荒聖文覚のもたらした偽院宣によって、平家追討の兵を挙げる。

490140-5� 源氏の巻（承前）　落日の巻　潅頂の巻 ……………………………… 3200円
二十万余騎を擁する源家棟梁となった頼朝。一方、望まぬ戦から「反平氏」となり、状況に翻弄され
上洛への道を辿ることとなる義仲。清盛を失った平氏一門はかくて都を落ちて行く。全15巻完結。
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新装　萬葉集注釋

570008-3
雑歌（泊瀬朝倉宮御宇天皇代、高市岡本宮御宇天皇代、明日香川原宮御宇天皇代、近江大津宮御宇
天皇代、藤原宮御宇天皇代、寧楽宮ほか）

1  …………………………………………………………………………… 10000円

570009-0
相聞（難波高津宮御宇天皇代、近江大津宮御宇天皇代、藤原宮御宇天皇代ほか）／挽歌（後岡本宮御
宇天皇代、明日香清御原宮御宇天皇代、藤原宮御宇天皇代ほか）

2  …………………………………………………………………………… 12000円

570010-6
雑歌（弓削皇子、柿本人麻呂、長屋王、山上憶良ほか）／譬喩歌（紀皇女、大伴坂上郎女、市原王ほか）
／挽歌（上宮聖徳皇子、大津皇子被死之時ほか）

3  …………………………………………………………………………… 14000円

570011-3
相聞（崗本天皇、額田王思近江天皇、柿本人麻呂、志貴皇子、阿倍女郎、石川郎女、高田女王、賀茂女王、
厚見王、春日王ほか）

4  …………………………………………………………………………… 14000円

570012-0
雑歌（貧窮問答歌ほか）

5  …………………………………………………………………………… 8000円

570013-7
雑歌（坂上郎女、安倍虫麻呂、大伴家持ほか）

6  …………………………………………………………………………… 8000円

570014-4
雑歌（詠月、詠雲、詠雨、詠山ほか）／譬喩歌（寄衣、寄糸、寄和琴、寄弓、寄玉、寄赤土、寄埋木、
寄海、寄船ほか）／挽歌（雑挽ほか）

7  …………………………………………………………………………… 9000円

570015-1
春雑歌（志貴皇子ほか）／春相聞（笠女郎ほか）／夏雑歌（弓削皇子ほか）／夏相聞（坂上郎女ほか）／
秋雑歌／秋相聞／冬雑歌／冬相聞

8  …………………………………………………………………………… 8000円

570016-8
雑歌（泊瀬朝倉宮御宇天皇、献忍壁皇子ほか）／相聞（献弓削皇子ほか）／挽歌（宇治若郎子宮所、
哀弟死去ほか）

9  …………………………………………………………………………… 7000円

570017-5
春雑歌（詠霞、野遊ほか）／春相聞（寄松、悲別ほか）／夏雑歌（詠蝉ほか）／夏相聞（寄露ほか）／秋
雑歌（詠雁ほか）／秋相聞／冬雑歌（詠黄葉ほか）／冬相聞（寄夜ほか）

�  …………………………………………………………………………… 12000円

570018-2
古今相聞往来歌類之上（旋頭歌、正述心緒歌、寄物陳思歌、問答歌、譬喩歌）

�  …………………………………………………………………………… 12000円

570019-9
古今相聞往来歌類之下（正述心緒歌、寄物陳思歌、問答歌、羈旅発思歌、悲別歌）

�  …………………………………………………………………………… 8000円

570020-5
雑歌／相聞歌／問答歌／譬喩歌／挽歌

�  …………………………………………………………………………… 7000円

新装　萬葉集注釋

●わが国が誇る国民文学『万葉集』の1000年に及ぶ
研究成果を厳密に検討綜合し、誰にもわかりやす
い訓詁注釈を施した不滅の文化遺産

全巻
完結

【全20巻別巻2巻】
〈著者〉
澤瀉久孝

A5判
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新装　萬葉集注釋

570021-2
東歌（上総、下総、常陸、信濃、遠江、駿河、伊豆、相模、武蔵、上野、下野、陸奥、未勘国雑歌、
相聞往来歌、譬喩歌、防人歌、挽歌）

�    ………………………………………………………………………… 8000円

570022-9
天平八年丙子夏六月遣唐使、思作歌并当所誦詠古歌（贈答歌ほか）、古挽歌、挽歌ほか

�  …………………………………………………………………………… 6000円

570023-6
有由縁雑歌（娘子等和歌、無名歌、乞食者詠歌ほか）

�  …………………………………………………………………………… 7000円

570024-3
山邊宿禰明人詠春鶯歌ほか

�  …………………………………………………………………………… 7000円

570025-0
天平二十年春三月二十三日左大臣橘卿使田辺史福麿饗越中守大伴家持舘ほか

�  …………………………………………………………………………… 7000円

570026-7
見翻翔鴫作歌、夜裏聞千鳥喧歌、預作七夕歌ほか

�  …………………………………………………………………………… 6000円

570027-4
詠霍公鳥歌、昔年防人歌、播磨介藤原朝臣執弓赴任悲別歌ほか

�  …………………………………………………………………………… 7000円

570028-1
『萬葉集注釋』全20巻の本文と読み下しの部分をまとめて収録

別巻１　本文篇……………………………………………………………… 14000円

570029-8
『萬葉集注釋』全20巻の語句索引、事項索引、用語索引、地名索引、人名索引、漢字索引

別巻２　索引篇……………………………………………………………… 9000円
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新装　解註　謡曲全集

570001-4
序説／翁／脇能物四十番（高砂、弓八幡、養老、逆矛、氷室、加茂、難波、白鬚、道明寺、老松、放生川、
呉服、鱗形、内外詣ほか）

1  …………………………………………………………………………… 10000円

570002-1
修羅物十六番（田村、八島、忠度、頼政、実盛、兼平、巴、敦盛ほか）／鬘物（一）二十八番（東北、
井筒、江口、采女、姨捨、杜若、羽衣ほか）

2  …………………………………………………………………………… 10000円

570003-8
鬘物（二）十四番（熊野、松風、草紙洗ほか）／四番目物（一）狂乱物二十五番（班女、雲雀山、水
無月祓ほか）

3  …………………………………………………………………………… 10000円

570004-5
四番目物（二）遊楽・遊狂物十九番（巻絹、三輪、龍田ほか）／四番目物（三）執念物十四番（通小町、
船橋、女郎花ほか）／四番目物（四）人情物八番（鳥追舟、竹雪、接待ほか）

4  …………………………………………………………………………… 10000円

570005-2
四番目物（五）現在物二十二番（春栄、盛久、安宅、七騎落ほか）／切能物（一）働物二十番（野守、
鍾馗、皇帝、昭君ほか）

5  …………………………………………………………………………… 10000円

570006-9
切能物（一続）働物二十一番（国栖、泰山府君ほか）／切能物（二）早舞物六番（海人、当麻ほか）／切
能物（三）特殊舞踊物五番（山姥、石橋ほか）／切能物（四）祝言物一番（大典）／謡曲固有名詞索引

6   …………………………………………………………………………… 10000円

新装　解註　謡曲全集

●各流現行謡曲のすべて240篇を集大成し、分類・整
理のうえ懇切な解説をほどこした記念碑的全集

全巻
完結

【全6巻】
〈編集〉
野上豊一郎

A5判
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洒落本大成

両巴巵言／史林残花／南花余芳／両都妓品（西都妓品・両巴巵言）／両都妓品（西都妓品・史林残花）
／吉原源氏六十帖評判／傾城つれつれ草／平安花柳録／嶹陽英華／会海通窟／白増譜言経／百花評
林／瓢金窟／華里通商考／華里通商考（異本）／阿房枕言葉／泉台冶情／烟花漫筆／跖婦伝／猪の文
章／当世花街談義

1  …………………………………………………………………………… 6505円 400751-0

新板さんちや大評判吉原出世鑑／吉原評判交代盤栄記／詼楽誮論談／魂胆総勘定／本草妓要／禁現
大福帳／絵入花菖蒲待乳問答／穿当珍話／風俗七遊談／風俗八色談／西郭燈篭記／北州異素六帖／
新月花余情／聖遊廓／花街浪華色八卦／艶史人相秘事真告

2  …………………………………………………………………………… 6505円 400752-7

陽台遺編・域閣秘言／陽台遺編（異本）／遊客年々考／水月ものはなし／迷処邪正按内拾穂抄／肉道
秘鍵／月花余情／月花余情（異本）／十二段弥味草紙／遊処俳佪くだまき綱目／正夢後悔玉／感跖酔
裏／色道このてかしわ／列仙伝／開学小筌／袂案内／原柳巷花語／拾遺枕草紙花街抄／玄々経／本
朝色鑑／夢中生楽／游里教・戯言教

3  …………………………………………………………………………… 6505円 400753-4

陽台三略／頭書絵抄和国娼家往来／西郭東涯優劣論／色道三略巻／永代蔵／旧変段／遊郭擲銭考／花
洛色里つれつれ草／当世座持話／古今吉原大全／閑居放言／北里懲毖録／惚己先生夜話／間似合早粋
／江戸評判娘揃／郭中奇譚／郭中奇譚（異本）／評判娘名寄草／あづまの花／遊子方言／辰巳之園

4  …………………………………………………………………………… 6505円 400754-1

蕩子筌枉解／南江駅話／登楼篇／遊婦多数寄／擲銭青楼占／業平ひでん清明もどき恋道双陸占／無
量談／艶占奥儀抄／侠者方言／両国栞／遊里の花／浪花江南章台才女胆相撲／瓢軽雑病論／よるの
すかかき／論語町／猿の人真似／濁里水／当世気とり草

5  …………………………………………………………………………… 6505円 400755-8

宮郭八景論／花街浪華今八卦／南閨雑話／当世風俗通／越里気思案／きつねのも／風流睟談議／婦
美車紫蔭／古今馬鹿集／吉原細見里のをだ巻評／一目千本／青楼花色寄／放蕩虚誕伝／東都青楼八
詠并略記／後編風俗通／甲駅新話／青楼楽美種／寸南破良意／当世故事附選怪興／当世爰かしこ

6  …………………………………………………………………………… 6505円 400756-5

当世左様候／今様張込風俗問答／無論里問答／契国策／郭中掃除雑編／妓者呼子鳥／浄瑠璃稽古風流
／大通伝／北遊穴知鳥／通志選／桜河微言／中洲雀／売花新駅／娼妃地理記／ことぶき草／世説新語
茶／広街一寸間遊／金枕遊女相談／傾城買指南所／契情買虎之巻／淫女皮肉論／三幅対／波南の家満

7  …………………………………………………………………………… 6505円 400757-2

大通秘密論／おみなめし／胡蝶夢／一事千金／野路の膽言／女鬼産／廻覧奇談深渊情／風流廓中美人集
／蚊不喰呪咀曾我／雑文穿袋／酔姿夢中／深川新話／美地の蠣殻／家暮長命四季物語／呼子鳥／風流裸
人形／大通惣本寺杜選大和尚無頼通説法／大通愛想尽／大通禅師法語／百安楚飛／能似画／竜虎問答

8  …………………………………………………………………………… 6505円 400758-9

洒落本大成

●望み得る最高の権威が十余年の歳月をかけて、未
翻刻の作品多数を含む洒落本の全て五百八十余点
を網羅集大成する日本学研究の一大金字塔

全巻
完結

【全29巻補巻1巻】
〈編集〉
水野稔／中村幸彦／神保
五彌／浜田啓介／植谷元
／中野三敏

菊判函入
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名とり酒／伊賀越増補合羽之竜／大抵御覧／駅舎三友／粋町甲閨／南客先生文集／全盛東花色里名
所鑑／多荷論／廓中名物論／客者評判記／粋のたもと／大通人好記／貧幸先生多佳余宇辞／当世真
似山気登里／初葉南志／古今青楼噺之画有多／風流仙婦伝／芳深交話／遊婦里会談／隣壁夜話／甚
孝記／情廓三十三番無陀所／見脈医術虚辞先生穴賢／弁蒙通人講釈

9  …………………………………………………………………………… 6505円 400759-6

大通俗一騎夜行／根柄異軒之伝／神代椙茨論／口学諺種／玉菊燈篭弁／風俗砂払伝／奴通／喜夜来大根
／娼註銚子戯語／空来先生翻草盲目／咲分論／胸註千字文／大通多名於路志／軽井茶話道中粋語録／里
靍風語／通人鬼打豆／廓遊唐人寐言／楼妓選／記原情語／雲井双紙／契情極秘巻／娼売応来／真女意題

�  …………………………………………………………………………… 6505円 400760-2

舌講油通汚／通仁枕言葉／東西南北突当富魂短／当世繁栄通宝／宝船通人之寐言／傾城異見之規矩
／かよふ神の講釈／公大無多言／にやんの事だ／三都仮名話／通点興／無陀もの語／新吾左出放題
盲牛／通人三国師／古今三通伝／鯉池全盛噺／大劇場世界の幕なし／通人の寐言／当世導通記／登
美賀遠佳／根津見子楼茂／深弥満於路志／山下珍作／こんたん手引くさ／富賀川拝見

�  …………………………………………………………………………… 6505円 400761-9

太平楽巻物／恵世ものかたり／蛇蛻青大通／六丁一里／世話双紙歌舞妓の華／滸都洒美撰／柳巷訛
言／通神孔釈三教色／古今無三人連／徒然睟か川／契情手管智恵鏡／卯地臭意／歌妓琴塩屋之松／
金錦三調伝／愚人贅漢居続借金傾城蜂牛伝／大の記山寺／太平楽記文／彙軌本紀／浪花花街今今八
卦／二日酔巵觶／甲駅妓談角鶏卵

�  …………………………………………………………………………… 6505円 400762-6

誰か袖日記／鐘は並木か両国壱浮世の四時／残座訓／千草結ひ色葉八卦／睟ヶ川後編真亜の川／和
唐珍解／息子部屋／無駄酸辛甘／契情懐はなし／深川手習草紙／粋宇瑠璃／客衆肝照子／其あんか
／人遠茶懸物／寒暖寐言／むだ砂子／短華蘂葉／福神粋語録／田舎芝居／古契三娼

�  …………………………………………………………………………… 6505円 400763-3

当世粋の源／総籬／初衣抄／不仁野夫鑑／替理善運／傾城觽／女郎買之糠味増汁／睟毛登喜／曾我
糠袋／一目土堤／青楼五雁金／夜半の茶漬／吉原やうし／仙台風／大通手引草／捷逕早大通／性売
往来／自惚鏡／志羅川夜船

�  …………………………………………………………………………… 6505円 400764-0

青楼和談新造図彙／通気粋語伝／中洲の花美／南国駅路雀／まわし枕閨中狂言廓大帳／京伝予誌／
格子戯語／染抜五所紋／破紙子／学通三客／田舎談儀／傾城買四十八手／繁千話／美止女南話／文
選臥坐／万更大師異鬮本／面美多通身／南品あやつり

�  …………………………………………………………………………… 6505円 400765-7

仕懸文庫／娼妓絹籭／せいろうひるのせかい錦之裏／四ツ谷新宿西遊記／取組手鑑／言葉の玉／睟
のすじ書／色里諸例男女不引方・大通禁言集／遊里不調法記／北廓鶏卵方／廓回粋通鑑／北華通情
／老子興／塩梅加減粋庖丁／仮根草／養漢裸百貫／御膳手打翁曾我／天岩戸／名所拝見／かしく
六三良見通三世相／廓の池好

�  …………………………………………………………………………… 6505円 400766-4

戯言浮世瓢単／来芝一代記／三睟一致うかれ草紙／郭通遊子／青楼阿蘭陀鏡／傾城買二筋道／石場
妓談辰巳婦言／温泉の垢／十界和尚話／津国毛及手管早引廓節要／契情買猫之巻／傾城買談客物語
／楼曲実姻教／品川楊枝／粋学問／仲街艶談／猫射羅子

�  …………………………………………………………………………… 6505円 400767-1

野暮の枝折／身体山吹色／二筋道後篇廓の癖／せいろう夜のせかい闇明月／契情買言告鳥／青楼真
廓誌／大通契語／通俗子／南遊記／白狐通／松登妓話／青楼夜話鄽数可佳妓／疇昔の茶唐／虚実情
の夜桜／囲多好髷／南門鼡／女楽巻／軽世界四十八手

�  …………………………………………………………………………… 6505円 400768-8

大磯新話風俗通／女肆三人酩酊／昇平楽／部屋三味線／遊僊窟烟之花／道宵之程／風流傾城真之心
／意妓口／客衆一華表／玉之帳／孔雀そめき／廓写絵／契情実之巻／手管見通五臓眼／讃極史／品
川海苔／青楼惚多手買面美知之娌／青楼実記大門雛形

�  …………………………………………………………………………… 6505円 400769-5

恵比良濃梅／青楼夜話色講釈／抃笑妓談喜和美多里／五甲任侠甲子夜話／東都気娼廓胆競／言告鳥二篇
廓之桜／千客万奇／善玉先生大通論／匂ひ袋／仮廓南渚比翼紫／月雪二蒲団／新織儛意鈔／契情買中夢
之盗汗／滑稽埜良玉子／備語手多美／古物尋日扇香記／春色雨夜噺／三千之紙屑／甲子夜話後編婭意妃

� 6505円 400770-1
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倡妓売舗商内神／契情買独稽古穴可至子／青楼奇談狐竇這入／青楼起承転合／後編遊冶郎／夢汗後
篇妓情返夢解／後編にほひ袋／狂言雑話五大力／吉原談語／鄽意気地／摽客三躰誌／倡客竅学問／
青楼娭言解／青楼小鍋立／青楼日記／青楼松の内／富岡八幡鐘

�  …………………………………………………………………………… 6505円 400771-8

素見数子／通気多志婦足胤／南門鼡帰／南駅祇園会挑燈蔵／仕懸幕莫仇手本／ふしみた／仇手本後
編通神蔵／花折紙／魂胆胡蝶枕／後涼東訛言／梅になく烏／甲駅夜の錦／甲駅雪折笹／指南車／酒
徒雅／真寸鏡／南品嫖客三人酩酊／岡女八目佳妓窺／教訓相撲取草

�  …………………………………………………………………………… 6505円 400772-5

傾城買杓子木／後篇契情実之巻／当世嘘之川／螺の世界／外国通唱／傾城買花角力／甲駅彫青とか
め／滑稽倡売往来／蓬駅妓談／南浜野圃の玉子／駅客娼せん／塩尻合戦仇名草青楼日記／廓早引う
かれ烏／両面手／こゝろの外／浮雀遊戯嶋／笑屁録／花妓素人面和倶噺／青楼草紙

�  …………………………………………………………………………… 6505円 400773-2

400774-9
遊状文章大成／裸百貫／退屈晒落／船頭深話／通言東至船／花街滑稽一文塊／通客一盃記言／滑稽
粋言芋潜妻／誹諧通言／遊女大学／南駅夜光珠／当世廓中掃除／辰巳船頭部屋

�  …………………………………………………………………………… 6505円

北系兵庫結／家満安楽志／後編甲駅新語・三篇甲駅新語／青楼千字文／昼夜夢中鏡／高楼今楼意気地合
戦／筬の千言／駿州府中阿倍川の流／通俗雲談／愛敬鶏子／粋が酔たか左登能花／四季の花／南楼丸一
之巻／くるわの茶番／ふたもと松／居続夜話ふたもと松二篇／ふたもと松三篇／当世花筏／青楼籬の花

�  …………………………………………………………………………… 6505円 400775-6

傾城買禿筆／鄙風俗真垣／青楼洒落文台／相合傘／財宝宮神戸導阿法談／幸好古事／百人袷／吉原
帽子／後編吉原談語／傾城仙家壷／廓宇久為寿／京伝居士談／夢の艪拍子／新かた後の月見／いろ
は雛形／櫓下妓談婦身嘘／襍土一覧／遊子娯言／当世粋の曙／座敷の粧ひ／楼上三之友

�  …………………………………………………………………………… 6505円 400776-3

東海探語／斯農鄙古間／青楼胸の吹矢／玉菊全伝花街鑑／青楼快談玉野語言／河東方言箱まくら／
穴学問後編青楼女庭訓／南町大平記／花街風流解／登誓／青楼曙草／廓鑑余興花街寿々女／田舎あ
ふむ／色深逸睡夢／北川蜆殻

�  …………………………………………………………………………… 6505円 400777-0

新宿哂落梅ノ帰咲／ゆめあわせ／風流辰巳妓談楠下埜夢／青楼奇談初夢草紙／青楼色唐紙／籭小紋
／粋好伝夢枕／潮来婦志／潮来婦志後編／座敷茶番三狂人／田舎滑稽青楼問答／傾城懐中鏡／新宿
夜話／娼妓買指南処／蘭蝶此糸小説妓娼溢子／後家集／艶道秘巻／新版赤油行／鴨東訛言老楼志／
傾城情史大客／青楼夜話／駅情新話夜色のかたまり

�  …………………………………………………………………………… 6505円 400778-7

算亭主人南駅雑話後要心身上八卦／深川大全／夜告夢はなし／意気客初心／つゞれの錦／興斗月／
さかもり弐編／志家居名美／思増山海の習草紙客野穴／諸生教訓都無知己問答／女郎買夢物語／風
俗三石士／十二時／金郷春夕栄／千歳松の色／傾城秘書／花霞／青楼文字鏁／傾城三略巻／苦界船
乗合咄／郭中自通誤教／実妓教／色里三十三所息子順礼

�  …………………………………………………………………………… 6505円 400779-4

当世曾古左賀志／ものはくさ／遊里の花上巻／新版絵入当世遺吐語／山吹論／おむなつう文章／粋
行弁／遊女案文／損者三友／魂胆情深川／胆競後編仇姿見／遊子評百伝／大通邯鄲栄花の現／教訓
水の行すえ／粋話なにはの芦／巽夢語卒爾屋／浮世骨稽誰か面影／通妓洒見穿／春遊南訶一夢／実
の巻心得方極意／偏界録／夢中角菴戯言／娼家用文章　　洒落本刊本写本年表・洒落本書名索引

補巻　………………………………………………………………………… 7796円 400780-0
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安亜言／遠駝延五登　同異文／神代かたり　同異文／呵刈葭／宣長に対する上田秋成の答書／加島
神社本紀／漢委奴国王佩印考　漢委奴国王金印之考（異文）　漢委奴国王印綬考（異文）／荷田子訓
読斉明紀童謡存疑／『日本春秋』書入

1 国学篇 …………………………………………………………………… 7282円 402941-3

402942-0
楢の杣

2 万葉集研究篇　一 ……………………………………………………… 7282円

402943-7
万葉集会説／古葉剰言　同異文／金砂

3 万葉集研究篇　二 ……………………………………………………… 7282円

402944-4
歌聖伝／万葉集見安補正　同異文／『万葉集傍註』書入

4 万葉集研究篇　三 ……………………………………………………… 8932円

402945-1
古今序聞書／伊勢物語考　長柄都考　さゝ波の都考／ぬば玉の巻　ぬば玉の記（異文）／古今和歌集
打聴　附言　識語　細書／よしやあしや（稿本）／予之也安志夜／序・奥書・識語

5 王朝文学研究篇 ………………………………………………………… 8544円

402946-8
也哉鈔／霊語通／冠辞続貂

6 国語篇 …………………………………………………………………… 7282円

402947-5
新板絵入諸道聴耳世間狙／世間妾形気／雨月物語／書初機嫌海

7 小説篇　一 ……………………………………………………………… 7282円

くせものかたり　癖物語（異文）　くせものかたり（異文）　鼇頭癇癖談（異文）／春雨物語（文化五年本）
／春雨草紙／春雨物語（天理冊子本）／春雨物語（富岡本）／春雨物語（天理巻子本）／ますらを物語
　同異文二篇／背振翁伝　同異文四篇／鴛央行／生立ちの記／長者なが屋

8 小説篇　二 ……………………………………………………………… 9515円 402948-2

402949-9
区柴々副微／麻知文草稿類／春雨梅花歌文巻／胆大小心録　胆大小心録（異文四篇）／自伝／清風瑣
言／茶瘕酔言　茶瘕酔言（異文）／煎茶関係歌文稿

9 随筆篇 …………………………………………………………………… 8544円

402950-5
藤簍冊子　『藤簍冊子』異文の資料と考証／文反古／文反古稿

� 歌文篇　一 ……………………………………………………………… 8544円

詞辞類　あしかひのこと葉　祭二豊太閤一詞　他十二篇／記類　浅間の煙　水やり花　他十六篇／
紀行類　山褁　いははし　山霧記　他五篇／序跋類　『あかたゐの哥集』序　他十八篇／考評類　
七十二候　他三篇／論説類　つゝら文　他五篇／伝記類　安楽寺上人ノ伝

� 歌文篇　二 ……………………………………………………………… 9515円 402951-2

『片うた』所収和歌／秋成詠艸／反故詠草／献神和歌帖／余斎翁四時雑歌巻／上田秋成歌巻／寿算歌
桜花七十章／藻屑／手ならひ／余斎四十二首／先師酬恩歌　兼題夕顔詞　後宴水無月　三十章／探二

題于朗詠集中一歌／毎月集／秋の雲／鶉居倭哥集／秋成哥反古／歌合（三篇）／短歌　詞書付和歌等
（十八篇）／長歌（二十三篇）

� 歌文篇　三 ……………………………………………………………… 10680円 402952-9

上田秋成全集

●秋成研究に新時代を拓く初の画期的集大成

刊行中

【全14巻別巻1巻】
〈編集〉
中村幸彦／神保五彌／植
谷元／日野龍夫／長島弘
明

菊判函入
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短冊・懐紙・画賛／新編無腸発句集／新編無腸連句集／新編無腸高点集／去年の枝折／俳調義論／俳
諧序跋集／海道狂歌合／（異文）海道狂歌合／万匀集／歌謡／富士山説／出雲風土記書入／懐風藻跋
／神崎川橋柱古木硯銘／鳴鶴園記／読環中師題于虎渓三笑図／祝力斎先生寿文／大明国師画像記／春
雉曲／自像筥記／読日本春秋／代太武禅祝寿画説／与上田耕夫画山水説／皇太子厩戸論／皇太子大友
論／菅相公論／宿嵯峨三秀院／六如上人墨梅賛／早春喫上供之茶／秋成書簡集／秋成あて書簡集　他

� 歌文篇　四 ………………………………………………………………＊ 未刊

＊
雨夜ものがたりだみことば／土佐日記解／『新編遺文集』補遺　他

� 参考・補遺篇 ……………………………………………………………… 未刊

年中行事絵巻（呉春画）／四季風流絵巻（文鳳画）／祭優図巻（文鳳画）／無腸居士肖像（土佐秀信画・
慈雲賛）／伝上田無腸自画肖像／秋成肖像（文麗画）／竹図画賛（呉春画）／梶の葉画賛（呉春画）／
かきつばた画賛（呉春画）／蚕画賛（呉春画）／須磨浦画賛（呉春画）／急須画賛（呉春画）／胡蘆画
賛（文麗画）／菊・朝顔画賛（文麗画）／大原女画賛（素絢画）／冬山水画賛（武然画）／茶器／墓石　
他　上田秋成略年譜　全集細目　索引

別巻　資料・図録篇 …………………………………………………………＊ 未刊
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曲亭馬琴日記

文人馬琴の日記にみる江戸の暮らし。江戸後期の社会をうかがい知るための一級の史料である。第一
巻は「文政九年丙戌日記抄」「文政十年丁亥日記」「文政十一年戊子日記」を収める。

1  …………………………………………………………………………… 19000円 403541-4

「南総里見八犬伝」七輯や「近世説美少年録」など、おだやかな日々の暮らしのなかでおこなわれた
旺盛な執筆活動。第二巻は「文政十二年己丑日記」「天保二年辛卯日記」を収める。

2  …………………………………………………………………………… 19000円 403542-1

衰えはじめた視力。病弱な家族をかかえ、日増しにつのる自らの老いへの不安。そうしたなかでも一
向に衰えぬ創作意欲。第三巻は「天保三年壬辰日記」「天保四年癸巳日記」を収める。

3  …………………………………………………………………………… 19000円 403543-8

老いによる健康不安、息子の病死、老妻との不仲。失明してからは、息子の嫁お路によって代筆された。
第四巻は「天保五年甲午日記」から「嘉永二年己酉日記」まで、晩年の日々を収める。

4  …………………………………………………………………………… 19000円 403544-5

403545-2
日記に登場する人物や地名、書物、諸事雑項等、約五千項目に詳細な註をつけた画期的「総索引」。「馬
琴年表」「滝沢家関係系譜」「滝沢家訪問往来人名簿」など、貴重な資料を付す。

別巻…………………………………………………………………………… 19000円

曲亭馬琴日記

●文人馬琴の日記にみる江戸の暮らし

全巻
完結

【全4巻別巻1巻】
〈新訂増補〉
柴田光彦

A5判函入
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日本絵巻大成

402261-21 源氏物語絵巻／寝覚物語絵巻 ………………………………………… 20000円

402262-92 伴大納言絵詞 …………………………………………………………… 9800円

402263-63 吉備大臣入唐絵巻 ……………………………………………………… 12000円

402264-34 信貴山縁起 ……………………………………………………………… 20000円

402265-05 粉河寺縁起 ……………………………………………………………… 9800円

402266-76 鳥獣人物戯画 …………………………………………………………… 20000円

402267-47 餓鬼草紙／地獄草紙／病草紙／九相詩絵巻 ………………………… 20000円

402268-18 年中行事絵巻 …………………………………………………………… 18000円

402269-89 紫式部日記絵詞 ………………………………………………………… 15000円

402270-4� 葉月物語絵巻／枕草子絵詞／隆房卿艶詞絵巻 ……………………… 18000円

402271-1� 長谷雄草紙／絵師草紙 ………………………………………………… 15000円

402272-8� 男衾三郎絵詞／伊勢新名所絵歌合 …………………………………… 15000円

402273-5� 平治物語絵詞 …………………………………………………………… 15000円

402274-2� 蒙古襲来絵詞 …………………………………………………………… 18000円

402275-9� 後三年合戦絵詞 ………………………………………………………… 18000円

402276-6� 東征伝絵巻 ……………………………………………………………… 15000円

402277-3� 華厳宗祖師絵伝（華厳縁起） …………………………………………… 15000円

402278-0� 石山寺縁起 ……………………………………………………………… 15000円

402279-7� 住吉物語絵巻／小野雪見御幸絵巻 …………………………………… 15000円

402280-3� なよ竹物語絵巻／直幹申文絵詞 ……………………………………… 15000円

402281-0� 北野天神縁起 …………………………………………………………… 15000円

402282-7� 彦火々出見尊絵巻／浦島明神縁起 …………………………………… 15000円

402283-4� 伊勢物語絵巻／狭衣物語絵巻／駒競行幸絵巻／源氏物語絵巻（別本） 18000円

402284-1� 当麻曼荼羅縁起／稚児観音縁起 ……………………………………… 18000円

402285-8� 能恵法師絵詞／福富草紙／百鬼夜行絵巻 …………………………… 18000円

402286-5� 西行物語絵巻 …………………………………………………………… 20000円

402287-2別巻　一遍上人絵伝………………………………………………………… 38000円

日本絵巻大成

●名作絵巻がくりひろげる哀歓を、完全な姿で世に
送る初の豪華全集

全巻
完結

【全26巻別巻1巻】
〈編集〉
小松茂美

B4判変型函入
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続日本絵巻大成

402291-91 法然上人絵伝　上 ……………………………………………………… 25000円

402292-62 法然上人絵伝　中 ……………………………………………………… 25000円

402293-33 法然上人絵伝　下 ……………………………………………………… 25000円

402294-04 慕帰絵詞 ………………………………………………………………… 28000円

402295-75 弘法大師行状絵詞　上 ………………………………………………… 22000円

402296-46 弘法大師行状絵詞　下 ………………………………………………… 22000円

402297-17 玄奘三蔵絵　上 ………………………………………………………… 25000円

402298-88 玄奘三蔵絵　中 ………………………………………………………… 25000円

402299-59 玄奘三蔵絵　下 ………………………………………………………… 20000円

402300-8� 阿字義／華厳五十五所絵巻／法華経絵巻 …………………………… 25000円

402301-5� 融通念仏縁起 …………………………………………………………… 25000円

402302-2� 山王霊験記／地蔵菩薩霊験記 ………………………………………… 28000円

402303-9� 桑実寺縁起／道成寺縁起 ……………………………………………… 22000円

402304-6� 春日権現験記絵　上 …………………………………………………… 18000円

402305-3� 春日権現験記絵　下 …………………………………………………… 18000円

402306-0� 松崎天神縁起 …………………………………………………………… 22000円

402307-7� 前九年合戦絵詞／平治物語絵巻／結城合戦絵詞 …………………… 28000円

402308-4� 随身庭騎絵巻／中殿御会図／公家列影図／天子摂関御影 ………… 22000円

402309-1� 土蜘蛛草紙／天狗草紙／大江山絵詞 ………………………………… 28000円

402310-7� 芦引絵 …………………………………………………………………… 25000円

続日本絵巻大成

●巻首から巻尾まで絵詞とも総カラーで完全復原

全巻
完結

【全20巻】
〈編集〉
小松茂美

B4判変型函入
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続々日本絵巻大成　伝記・縁起篇

403211-61 善信聖人親鸞伝絵 ……………………………………………………… 46117円

403212-32 日蓮聖人註画讃 ………………………………………………………… 43689円

403213-03 西行法師行状絵巻 ……………………………………………………… 43689円

403214-74 頬焼阿弥陀縁起／不動利益縁起 ……………………………………… 46117円

403215-45 清水寺縁起／真如堂縁起 ……………………………………………… 46117円

403216-16 東大寺大仏縁起／二月堂縁起 ………………………………………… 48544円

403217-87 箱根権現縁起／誉田宗庿縁起 ………………………………………… 43689円

403218-58 東照社縁起 ……………………………………………………………… 48544円

続々日本絵巻大成　伝記・縁起篇

●日蓮・親鸞等伝記絵、社寺の名作縁起を総カラーで
完全収載する豪華全集

全巻
完結

【全8巻】
〈編集〉
小松茂美

B4判変型函入
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日本の絵巻

402651-11 源氏物語絵巻／寝覚物語絵巻 ………………………………………… 3602円

402652-82 伴大納言絵詞 …………………………………………………………… 3204円

402653-53 吉備大臣入唐絵巻 ……………………………………………………… 3204円

402654-24 信貴山縁起 ……………………………………………………………… 3602円

402655-95 粉河寺縁起 ……………………………………………………………… 3204円

402656-66 鳥獣人物戯画 …………………………………………………………… 3700円

402657-37 餓鬼草紙／地獄草紙／病草紙／九相詩絵巻 ………………………… 3602円

402658-08 年中行事絵巻 …………………………………………………………… 3602円

402659-79 紫式部日記絵詞 ………………………………………………………… 3204円

402660-3� 葉月物語絵巻／枕草子絵詞／隆房卿艶詞絵巻 ……………………… 3204円

402661-0� 長谷雄草紙／絵師草紙 ………………………………………………… 3204円

402662-7� 平治物語絵詞 …………………………………………………………… 3300円

402663-4� 蒙古襲来絵詞 …………………………………………………………… 3602円

402664-1� 後三年合戦絵詞 ………………………………………………………… 3602円

402665-8� 東征伝絵巻 ……………………………………………………………… 3204円

402666-5� 石山寺縁起 ……………………………………………………………… 3602円

402667-2� 奈与竹物語絵巻／直幹申文絵詞 ……………………………………… 3300円

402668-9� 伊勢物語絵巻／狭衣物語絵巻／駒競行幸絵巻／源氏物語絵巻（別本） 3204円

402669-6� 西行物語絵巻 …………………………………………………………… 3602円

402670-2� 一遍上人絵伝 …………………………………………………………… 7000円

日本の絵巻

●日本の代表的名作絵巻を網羅し、絵・詞とも総カラ
ー版で完全収載

全巻
完結

【全20巻】
〈編集〉
小松茂美

B4判変型
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続日本の絵巻

402881-21 法然上人絵伝　上 ……………………………………………………… 4854円

402882-92 法然上人絵伝　中 ……………………………………………………… 4854円

402883-63 法然上人絵伝　下 ……………………………………………………… 4369円

402884-34 玄奘三蔵絵　上 ………………………………………………………… 4854円

402885-05 玄奘三蔵絵　中 ………………………………………………………… 4854円

402886-76 玄奘三蔵絵　下 ………………………………………………………… 4369円

402887-47 阿字義／華厳五十五所絵巻／法華経絵巻 …………………………… 3689円

402888-18 華厳宗祖師絵伝（華厳縁起） …………………………………………… 3689円

402889-89 慕帰絵詞 ………………………………………………………………… 4369円

402890-4� 弘法大師行状絵詞　上 ………………………………………………… 3689円

402891-1� 弘法大師行状絵詞　下 ………………………………………………… 3689円

402892-8� 随身庭騎絵巻／中殿御会図／公家列影図／天子摂関御影 ………… 3689円

402893-5� 春日権現験記絵　上 …………………………………………………… 3689円

402894-2� 春日権現験記絵　下 …………………………………………………… 3689円

402895-9� 北野天神縁起 …………………………………………………………… 3689円

402896-6� 住吉物語絵巻／小野雪見御幸絵巻 …………………………………… 3689円

402897-3� 前九年合戦絵詞／平治物語絵巻／結城合戦絵詞 …………………… 4500円

402898-0� 男衾三郎絵詞／伊勢新名所絵歌合 …………………………………… 4500円

402899-7� 彦火々出見尊絵巻／浦島明神縁起 …………………………………… 3689円

402900-0� 当麻曼荼羅縁起／稚児観音縁起 ……………………………………… 3800円

402901-7� 融通念仏縁起 …………………………………………………………… 3689円

402902-4� 松崎天神縁起 …………………………………………………………… 3689円

402903-1� 山王霊験記／地蔵菩薩霊験記 ………………………………………… 3689円

402904-8� 桑実寺縁起／道成寺縁起 ……………………………………………… 4369円

402905-5� 芦引絵 …………………………………………………………………… 3689円

402906-2� 土蜘蛛草紙／天狗草紙／大江山絵詞 ………………………………… 4369円

402907-9� 能恵法師絵詞／福富草紙／百鬼夜行絵巻 …………………………… 3689円

続日本の絵巻

●長篇名作絵巻が繰りひろげる華やかな饗宴、絢爛
たる総カラー決定版

全巻
完結

【全27巻】
〈編集〉
小松茂美

B4判変型
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平家物語絵巻

402911-6
祇園精舎／殿上の闇討の事／鱸の事／禿童事／我身の栄花の事／妓王事／二代の后の事／額打論の事
／清水炎上の事／殿下の乗合／鹿の谷の事／鵜川合戦の事／願立の事／御輿振の事／内裏炎上の事

1  …………………………………………………………………………… 36893円

座主流／一行阿闍梨の事／西光が斬られの事／小教訓の事／少将乞請の事／教訓の事／烽火の事／
新大納言の流されの事／阿古屋の松の事／新大納言の死去の事／徳大寺厳島詣での事／山門滅亡の
事／善光寺炎上の事／康頼祝言の事／卒都婆流しの事／蘇武事

2  …………………………………………………………………………… 33010円 402912-3

赦文の事／足摺の事／御産の巻の事／公卿揃へ事／大塔建立の事／頼豪の事／少将都還りの事／有
王が島下りの事／辻風の事／医師問答の事／無文の沙汰の事／灯篭の事／金渡しの事／法印問答／
大臣流罪の事／行隆の沙汰／法皇御遷幸／城南の離宮の事

3  …………………………………………………………………………… 33010円 402913-0

厳島御幸／還御の事／源氏揃への事／鼬の沙汰の事／信連合戦／高倉宮園城寺へ入御／競／山門牒
状／南都牒状／又南都への状に曰く／南都返牒／大衆揃へ／橋合戦／宮の御最期の事／若宮御出家
の事／鵼の事／三井寺炎上

4  …………………………………………………………………………… 33010円 402914-7

都遷りの事／新都の事／月見の事／物怪の事／大庭が早馬の事／朝敵揃への事／咸陽宮の事／文覚
の荒行の事／勧進帳の事／文覚流されの事／伊豆院宣の事／富士川の事／五節の沙汰の事／都還り
の事／奈良炎上の事

5  …………………………………………………………………………… 33010円 402915-4

402916-1
新院崩御の事／紅葉の事／葵の前の事／小督の事／廻文の事／飛脚到来の事／入道逝去の事／経の
島の事／慈心坊の事／祇園女御の事／洲股合戦の事／嗄声の事／横田河原合戦の事

6  …………………………………………………………………………… 27184円

北国下向の事／竹生島詣での事／火打合戦／木曽の願書／倶利伽羅落としの事／篠原合戦の事／実
盛最後の事／玄昉の事／木曽山門牒状の事／山門返牒の事／平家山門への連署の事／主上都落ちの
事／維盛の都落ちの事／聖主臨幸の事／忠度の都落ちの事／経正の都落ちの事／青山の沙汰の事／
一門の都落ちの事／福原落ちの事

7  …………………………………………………………………………… 33010円 402917-8

402918-5
山門御幸／名虎の事／宇佐行幸の事／緒環の事／太宰府落ちの事／征夷将軍の院宣／猫間の事／水
島合戦／瀬尾最期の事／室山合戦／鼓判官の事／法住寺合戦

8  …………………………………………………………………………… 33010円

小朝拝／宇治川の事／川原合戦の事／木曽の最期の事／樋口の斬られ／六箇度合戦／三草勢揃への
事／三草合戦の事／老馬の事／一二の駆けの事／二度の駆けの事／坂落としの事／盛俊最期の事／
忠度の最期の事／重衡生け捕りの事／敦盛最期の事／浜戦の事／落足の事／小宰相の事

9  …………………………………………………………………………… 36893円 402919-2

402920-8
首渡し／内裏女房／八島院宣／請文／戒文／海道下り／千手前／横笛／高野の巻／維盛出家／熊野
参詣／維盛入水／三日平氏／藤戸／大嘗会の沙汰

�  …………………………………………………………………………… 27184円

平家物語絵巻

●国民的古典を多彩な密画で完璧に描く唯一の長篇
絵巻の初刊行

全巻
完結

【全12巻】
〈編集〉
小松茂美

B4判変型函入
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平家物語絵巻

402921-5
逆櫓／勝浦合戦／大坂越／嗣信最期／那須与一／弓流し／志度合戦／壇の浦合戦／遠矢／先帝の御入水
／能登殿最期／内侍所の都入り／一門大路渡され／平大納言の文の沙汰／副将斬られ／腰越／大臣殿誅罰

�  …………………………………………………………………………… 36893円

402922-2
重衡斬られ／大地震／紺掻の沙汰／平大納言流され／土佐房斬られ／判官都落ち／吉田大納言の沙汰
／六代／長谷六代／六代斬られ／女院御出家／小原への入御／小原御幸／六道の沙汰／女院御往生

�  …………………………………………………………………………… 33010円
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普及版　平家物語絵巻

403241-3
祇園精舎／殿上の闇討の事／鱸の事／禿童事／我身の栄花の事／妓王事／二代の后の事／額打論の事
／清水炎上の事／殿下の乗合／鹿の谷の事／鵜川合戦の事／願立の事／御輿振の事／内裏炎上の事

1  …………………………………………………………………………… 6796円

座主流／一行阿闍梨の事／西光が斬られの事／小教訓の事／少将乞請の事／教訓の事／烽火の事／
新大納言の流されの事／阿古屋の松の事／新大納言の死去の事／徳大寺厳島詣での事／山門滅亡の
事／善光寺炎上の事／康頼祝言の事／卒都婆流しの事／蘇武事

2  …………………………………………………………………………… 5825円 403242-0

赦文の事／足摺の事／御産の巻の事／公卿揃へ事／大塔建立の事／頼豪の事／少将都還りの事／有
王が島下りの事／辻風の事／医師問答の事／無文の沙汰の事／灯篭の事／金渡しの事／法印問答／
大臣流罪の事／行隆の沙汰／法皇御遷幸／城南の離宮の事

3  …………………………………………………………………………… 5825円 403243-7

厳島御幸／還御の事／源氏揃への事／鼬の沙汰の事／信連合戦／高倉宮園城寺へ入御／競／山門牒
状／南都牒状／又南都への状に曰く／南都返牒／大衆揃へ／橋合戦／宮の御最期の事／若宮御出家
の事／鵼の事／三井寺炎上

4  …………………………………………………………………………… 5825円 403244-4

都遷りの事／新都の事／月見の事／物怪の事／大庭が早馬の事／朝敵揃への事／咸陽宮の事／文覚
の荒行の事／勧進帳の事／文覚流されの事／伊豆院宣の事／富士川の事／五節の沙汰の事／都還り
の事／奈良炎上の事

5  …………………………………………………………………………… 5825円 403245-1

403246-8
新院崩御の事／紅葉の事／葵の前の事／小督の事／廻文の事／飛脚到来の事／入道逝去の事／経の
島の事／慈心坊の事／祇園女御の事／洲股合戦の事／嗄声の事／横田河原合戦の事

6  …………………………………………………………………………… 5340円

北国下向の事／竹生島詣での事／火打合戦／木曽の願書／倶利伽羅落としの事／篠原合戦の事／実
盛最後の事／玄昉の事／木曽山門牒状の事／山門返牒の事／平家山門への連署の事／主上都落ちの
事／維盛の都落ちの事／聖主臨幸の事／忠度の都落ちの事／経正の都落ちの事／青山の沙汰の事／
一門の都落ちの事／福原落ちの事

7  …………………………………………………………………………… 5825円 403247-5

403248-2
山門御幸／名虎の事／宇佐行幸の事／緒環の事／太宰府落ちの事／征夷将軍の院宣／猫間の事／水
島合戦／瀬尾最期の事／室山合戦／鼓判官の事／法住寺合戦

8  …………………………………………………………………………… 5825円

小朝拝／宇治川の事／川原合戦の事／木曽の最期の事／樋口の斬られ／六箇度合戦／三草勢揃への
事／三草合戦の事／老馬の事／一二の駆けの事／二度の駆けの事／坂落としの事／盛俊最期の事／
忠度の最期の事／重衡生け捕りの事／敦盛最期の事／浜戦の事／落足の事／小宰相の事

9  …………………………………………………………………………… 6796円 403249-9

403250-5
首渡し／内裏女房／八島院宣／請文／戒文／海道下り／千手前／横笛／高野の巻／維盛出家／熊野
参詣／維盛入水／三日平氏／藤戸／大嘗会の沙汰

�   …………………………………………………………………………… 5340円

普及版　平家物語絵巻

●国民的古典を多彩な密画で完璧に描く唯一の長篇
絵巻の初刊行

全巻
完結

【全12巻】
〈編集〉
小松茂美

B4判変型
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403251-2
逆櫓／勝浦合戦／大坂越／嗣信最期／那須与一／弓流し／志度合戦／壇の浦合戦／遠矢／先帝の御入水
／能登殿最期／内侍所の都入り／一門大路渡され／平大納言の文の沙汰／副将斬られ／腰越／大臣殿誅罰

�  …………………………………………………………………………… 6796円

403252-9
重衡斬られ／大地震／紺掻の沙汰／平大納言流され／土佐房斬られ／判官都落ち／吉田大納言の沙汰
／六代／長谷六代／六代斬られ／女院御出家／小原への入御／小原御幸／六道の沙汰／女院御往生

�  …………………………………………………………………………… 5825円
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カンヴァス　日本の名画

●一人一巻で網羅する近代百年の代表作家26人の傑
作群！

●全巻に河北倫明、高階秀爾による「近代絵画史」

全巻
完結

【全26巻】
〈編集委員〉
井上靖／河北倫明／高階
秀爾

B4判変型

400851-7
〈編集・解説〉細野正信　〈エッセイ〉水上勉

1 狩野芳崖 ………………………………………………………………… 3107円

400852-4
〈編集・解説〉青木茂　〈エッセイ〉芳賀徹

2 高橋由一 ………………………………………………………………… 1951円

400853-1
〈編集・解説〉小高根太郎　〈エッセイ〉井上靖

3 富岡鉄斎 ………………………………………………………………… 3107円

400854-8
〈編集・解説〉内山武夫　〈エッセイ〉加藤一雄

4 竹内栖鳳 ………………………………………………………………… 3107円

400855-5
〈編集・解説〉陰里鉄郎　〈エッセイ〉山崎正和

5 黒田清輝 ………………………………………………………………… 1951円

400856-2
〈編集・解説〉酒井忠康　〈エッセイ〉竹中郁

6 藤島武二 ………………………………………………………………… 1951円

400857-9
〈編集・解説〉鈴木進　〈エッセイ〉近藤啓太郎

7 横山大観 ………………………………………………………………… 3200円

400858-6
〈編集・解説〉小池賢博　〈エッセイ〉大岡信

8 菱田春草 ………………………………………………………………… 3107円

400859-3
〈編集・解説〉馬場京子　〈エッセイ〉大原富枝

9 上村松園 ………………………………………………………………… 3200円

400860-9
〈編集・解説〉小林忠　〈エッセイ〉芝木好子

� 鏑木清方 ………………………………………………………………… 3107円

400861-6
〈編集・解説〉岩崎吉一　〈エッセイ〉小島信夫

� 坂本繁二郎 ……………………………………………………………… 1951円

400862-3
〈編集・解説〉大島清次　〈エッセイ〉檀一雄

� 青木繁 …………………………………………………………………… 1951円

400863-0
〈編集・解説〉飯島勇　〈エッセイ〉草野心平

� 小林古徑 ………………………………………………………………… 1951円

400864-7
〈編集・解説〉久富貢　〈エッセイ〉澤野久雄

� 安田靫彦 ………………………………………………………………… 1951円

400865-4
〈編集・解説〉桑原住雄　〈エッセイ〉今日出海

� 前田青邨 ………………………………………………………………… 1951円

400866-1
〈編集・解説〉佐々木直比古　〈エッセイ〉水原秋桜子

� 川端龍子 ………………………………………………………………… 3107円
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400867-8
〈編集・解説〉増田洋　〈エッセイ〉安岡章太郎

� 小出楢重 ………………………………………………………………… 1951円

400868-5
〈編集・解説〉小倉忠夫　〈エッセイ〉白洲正子

� 梅原龍三郎 ……………………………………………………………… 1951円

400869-2
〈編集・解説〉木村重圭　〈エッセイ〉秦恒平

� 村上華岳 ………………………………………………………………… 3200円

400870-8
〈編集・解説〉乾由明　〈エッセイ〉司馬遼太郎

� 須田国太郎 ……………………………………………………………… 1951円

400871-5
〈編集・解説〉富山秀男　〈エッセイ〉犬養道子

� 岸田劉生 ………………………………………………………………… 1951円

400872-2
〈編集・解説〉弦田平八郎　〈エッセイ〉富士正晴

� 福田平八郎 ……………………………………………………………… 3107円

400873-9
〈編集・解説〉匠秀夫　〈エッセイ〉芹沢光治良

� 佐伯祐三 ………………………………………………………………… 3200円

400874-6
〈編集・解説〉三木多聞　〈エッセイ〉福永武彦

� 岡鹿之助 ………………………………………………………………… 1951円

400875-3
〈編集・解説〉本間正義　〈エッセイ〉立原正秋

� 東山魁夷 ………………………………………………………………… 3200円

400876-0
〈編集・解説〉小川正隆　〈エッセイ〉谷川徹三

� 杉山寧 …………………………………………………………………… 1951円
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403103-4
〈画家論〉井上靖　〈解説〉神吉敬三

1 ゴヤ ……………………………………………………………………… 3689円

403104-1
ターナー／コンスタブル／フリードリヒ　〈画家論〉吉田健一　〈解説〉近藤不二

2 ターナーとロマン派風景画 …………………………………………… 3689円

403105-8
アングル／ドラクロワ／ダヴィッド／ジェリコー　〈画家論〉松本清張　〈解説〉大島清次

3 アングルとドラクロワ　新古典派とロマン派 ……………………… 3689円

403106-5
クールベ／コロー／ドーミエ／ミレー　〈画家論〉草野心平　〈解説〉阿部良雄

4 クールベと写実主義 …………………………………………………… 3689円

403107-2
〈画家論〉吉田秀和　〈解説〉佐々木英也

5 マネとドガ ……………………………………………………………… 3689円

403108-9
モネ／シスレー／ブーダン　〈画家論〉辻邦生　〈解説〉乾由明

6 モネと印象派 …………………………………………………………… 3689円

403109-6
〈画家論〉山崎正和　〈解説〉富山秀男

7 ルノワール ……………………………………………………………… 3689円

403110-2
〈画家論〉三浦朱門　〈解説〉黒江光彦

8 セザンヌ ………………………………………………………………… 3689円

403111-9
スーラ／ピサロ／シニャック　〈画家論〉竹中郁　〈解説〉宮川淳

9 スーラと新印象派 ……………………………………………………… 3689円

403112-6
〈画家論〉平山郁夫　〈解説〉大岡信

� ゴーギャン ……………………………………………………………… 3689円

403113-3
〈画家論〉司馬遼太郎　〈解説〉粟津則雄

� ゴッホ …………………………………………………………………… 3689円

403114-0
〈画家論〉江藤淳　〈解説〉穴沢一夫

� ロートレックとボナール ……………………………………………… 3689円

403115-7
ムンク／ルドン／モロー／ロゼッティ／アンソール／デルヴィル／ベックリン／ボドラー／クリムトほ
か　〈画家論〉福永武彦　〈解説〉西澤信彌

� ムンクとルドン　世紀末の幻想 ……………………………………… 3689円

403116-4
カンディンスキー／ノルデ／キルヒナー／マルク／マッケ／ベックマン　〈画家論〉中島健蔵　〈解説〉
野村太郎

� カンディンスキーと表現主義 ………………………………………… 3689円

403117-1
〈画家論〉渡辺淳一　〈解説〉池上忠治

� マティス ………………………………………………………………… 3689円

新装カンヴァス版　世界の名画

●新撮影と現地校正による迫真の原色画面1500点
に、井上靖氏をはじめとする作家による人間味溢れ
る画家論、高階秀爾氏による近代絵画史の連載等、
ユニークな企画を満載した画期的編集

全巻
完結

【全24巻】
〈編集委員〉
井上靖／高階秀爾

B4判変型
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403118-8
ルオー／ドラン／デュフィ／ヴラマンク／マルケ　〈画家論〉遠藤周作　〈解説〉小川正隆

� ルオーとフォーヴィスム ……………………………………………… 3689円

403119-5
〈画家論〉遠山一行　〈解説〉中山公男

� ピカソ …………………………………………………………………… 3689円

403120-1
ブラック／レジェ／グリス　〈画家論〉野間宏　〈解説〉八重樫春樹

� ブラックとキュビスム ………………………………………………… 3689円

403121-8
〈画家論〉安岡章太郎　〈解説〉千足伸行

� ルソーとシャガール …………………………………………………… 3689円

403122-5
モディリアーニ／スーティン／ヴァン・ドンゲン／キスリング／パスキン／ローランサンほか　〈画家
論〉大原富枝　〈解説〉峯村敏明

� モディリアーニとエコール・ド・パリ ………………………………… 3689円

403123-2
キリコ／デュシャン／ピカビア／アルプ／マン・レイほか　〈画家論〉村野四郎　〈解説〉東野芳明

� キリコとデュシャン …………………………………………………… 3689円

403124-9
エルンスト／ダリ／ミロ／タンギー／マグリット／デルヴォーほか　〈画家論〉加山又造　〈解説〉岡田隆彦

� エルンストとダリ　シュルレアリスムの絵画 ……………………… 3689円

403125-6
〈画家論〉吉行淳之介　〈解説〉西田秀穂

� クレー …………………………………………………………………… 3689円

403126-3
モンドリアン／ドローネと夫人／クプカ／マーレヴィッチ　〈画家論〉中村真一郎　〈解説〉中原佑介

� モンドリアンと抽象絵画 ……………………………………………… 3689円
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カンヴァス　世界の大画家

●ルネサンスからロココまで、正統的な西欧絵画を一
人一巻で集大成

全巻
完結

【全20巻】
〈編集委員〉
井上靖／高階秀爾

B4判変型

401891-2
〈エッセイ〉井上靖　〈画家論・解説〉生田圓

₁ ジョット ………………………………………………………………… 3204円

401892-9
〈エッセイ〉池田満寿夫　〈画家論・解説〉辻成史　荒木成子

₂ ファン・アイク …………………………………………………………… 3204円

401893-6
〈エッセイ〉吉原英雄　〈画家論・解説〉若山映子

₃ ピエロ・デルラ・フランチェスカ ……………………………………… 3204円

401894-3
〈エッセイ〉杉浦明平　〈画家論・解説〉鈴木杜幾子

₄ ボッティチェルリ ……………………………………………………… 3204円

401895-0
〈エッセイ〉村上陽一郎　〈画家論・解説〉若桑みどり

₅ レオナルド・ダ・ヴィンチ ……………………………………………… 3204円

401896-7
〈エッセイ〉寺田透　〈画家論・解説〉千足伸行

₆ ボッス …………………………………………………………………… 3204円

401897-4
〈エッセイ〉河野多惠子　〈画家論・解説〉有川治男

₇ デューラー ……………………………………………………………… 3300円

401898-1
〈エッセイ〉高田博厚　〈画家論・解説〉田中英道

₈ ミケランジェロ ………………………………………………………… 3204円

401899-8
〈エッセイ〉前川誠郎　クリスティアン・ホルニッヒ　〈画家論・解説〉森田義之

₉ ジョルジョーネ／ティツィアーノ …………………………………… 3204円

401900-1
〈エッセイ〉三浦朱門　〈画家論・解説〉高階秀爾

� ラファエルロ …………………………………………………………… 3300円

401901-8
〈エッセイ〉阿部謹也　〈画家論・解説〉森洋子

� ブリューゲル …………………………………………………………… 3300円

401902-5
〈エッセイ〉藤田慎一郎　〈画家論・解説〉神吉敬三

� エル・グレコ ……………………………………………………………… 3204円

401903-2
〈エッセイ〉山崎正和　〈画家論・解説〉高橋裕子

� ルーベンス ……………………………………………………………… 3204円

401904-9
〈エッセイ〉辻邦生　〈画家論・解説〉高階秀爾　木村三郎

� プッサン ………………………………………………………………… 3204円

401905-6
〈エッセイ〉吉田秀和　〈画家論・解説〉大高保二郎

� ベラスケス ……………………………………………………………… 3204円

401906-3
〈エッセイ〉井上靖　〈画家論・解説〉高階秀爾

� レンブラント …………………………………………………………… 3204円
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401907-0
〈エッセイ〉太田治子　〈画家論・解説〉高橋達史

� フェルメール …………………………………………………………… 3300円

401908-7
〈エッセイ〉大岡信　〈画家論・解説〉池上忠治

� ヴァトー ………………………………………………………………… 3300円

401909-4
〈エッセイ〉木村尚三郎　〈画家論・解説〉中山公男

� シャルダン ……………………………………………………………… 3300円

401910-0
〈対談〉中村眞一郎　瀬木慎一　〈画家論・解説〉馬渕明子

� フラゴナール …………………………………………………………… 3300円
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402871-31 土師器　須恵器 ………………………………………………………… 4660円

402872-02 三彩　緑釉　灰釉 ……………………………………………………… 4660円

402873-73 瀬戸　美濃 ……………………………………………………………… 4660円

402874-44 常滑　渥美　猿投 ……………………………………………………… 4660円

402875-15 越前　珠洲 ……………………………………………………………… 4660円

402876-86 信楽　備前　丹波 ……………………………………………………… 4660円

新装普及版　日本の陶磁　古代・中世篇

●古墳時代の須恵器から室町時代にいたる古代、中
世のやきもの1100点を、すべて新撮影によるカラ
ー版で収めた一大陶器資料集成。

●カラー60～72ページ／収録119～223作品・130～
229図

全巻
完結

【全6巻】
〈監修〉
谷川徹三／川端康成

〈責任編集〉
楢崎彰一

B4判変型
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402751-81 長次郎　光悦 …………………………………………………………… 3796円

402752-52 志野 ……………………………………………………………………… 4602円

402753-23 黄瀬戸　瀬戸黒 ………………………………………………………… 3796円

402754-94 織部 ……………………………………………………………………… 3796円

402755-65 唐津 ……………………………………………………………………… 4204円

402756-36 備前 ……………………………………………………………………… 3796円

402757-07 伊賀　信楽　丹波 ……………………………………………………… 4204円

402758-78 古伊万里 ………………………………………………………………… 3796円

402759-49 柿右衛門 ………………………………………………………………… 3796円

402760-0� 鍋島 ……………………………………………………………………… 4204円

402761-7� 古九谷 …………………………………………………………………… 4204円

402762-4� 仁清　乾山 ……………………………………………………………… 3796円

402763-1� 京焼 ……………………………………………………………………… 4204円

402764-8� 楽代々　玉水焼　大樋焼 ……………………………………………… 4602円

新装普及版　日本の陶磁

●約半数の未発表作品を含む2938点の桃山・江戸時
代の代表的作品をすべてカラー版で収めた豪華陶
磁全集。

●カラー60～112ページ／収録99～302点・150～
337図

全巻
完結

【全14巻】
〈監修〉
谷川徹三／川端康成

〈責任編集〉
林屋晴三

B4判変型
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新装　日本の漆芸

日本蒔絵の源流を示す正倉院漆器、金銀絵をはじめ、唐風の模倣を脱し、貴族の室内調度として典雅な王
朝様式を確立した古代・中世の蒔絵の古典的名品群を収める。

1 蒔絵Ⅰ　 …………………………………………………………………………………………

清新な意匠、円熟した技法によって新生面をひらいた中世後期、善美を尽くした熊野速玉大社の神宝
類、歌絵などの趣向を活かした東山御物の幸阿弥家作品など優品の数々を収載。

2 蒔絵Ⅱ　 …………………………………………………………………………………………

躍動する時代の活気をうけて、鮮烈な色彩、明快な文様によって蒔絵の画期となった桃山時代。華麗
な高台寺蒔絵、異国情緒が横溢する南蛮漆芸、風雅な光悦蒔絵などの逸品を収める。

3 蒔絵Ⅲ ……………………………………………………………………………………………

蒔絵師が伝統の技を競い巧緻さを増してゆく江戸期から明治の復興まで。大胆な意匠ですぐれた精神
性を誇る光琳蒔絵、贅美を尽くした大名調度など豪奢な品々を集める。

4 蒔絵Ⅳ ……………………………………………………………………………………………

技法は縄文期まで遡り、近世、地方の産業奨励によって復興した漆絵と密陀絵。簡素で強靭な朱塗の
美が映える根来とともに、日常身近な器物に古朴な味わいを偲ぶ珍品群を集める。

5 漆絵・根来 …………………………………………………………………………………………

大陸渡来の技法をもとに独自の工夫で絢爛たる美を花ひらかせた螺鈿・香合・茶器ほかにみる雄勁な
鎌倉彫、繊細な技芸の沈金など、歴代の洗練された至芸の作風を紹介する。

6 螺鈿・鎌倉彫・沈金 ………………………………………………………………………………

セット価格　90000円

新装　日本の漆芸

●世界に冠絶する日本の漆工芸の全容を紹介する出
版界初の豪華漆芸全集。七百数十枚の大型カラー
図版と詳細な解説

分売
不可

【全6巻】
〈編集委員〉
岡田譲／松田権六／荒川
浩和

B4判変型
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書道藝術

〈伝記〉貝塚茂樹　〈解説〉中田勇次郎
1 王羲之　王獻之 …………………………………………………………………………………

〈伝記〉小川環樹　〈解説〉中田勇次郎
2 智永　鄭道昭 ……………………………………………………………………………………

〈伝記〉加藤楸邨　〈解説〉日比野丈夫
3 唐太宗　虞世南　歐陽詢　褚遂良 ……………………………………………………………

〈伝記〉井上靖　〈解説〉外山軍治
4 顔眞卿　柳公權 …………………………………………………………………………………

〈伝記〉土岐善麿　〈解説〉中田勇次郎
5 李邕　張旭　懷素　楊凝式 ……………………………………………………………………

〈伝記〉寺田透　〈解説〉中田勇次郎
6 蘇軾　黄庭堅　米芾 ……………………………………………………………………………

〈伝記〉武田泰淳　〈解説〉外山軍治
7 張即之　趙孟頫 …………………………………………………………………………………

〈伝記〉杉浦明平　〈解説〉日比野丈夫
8 祝允明　文徴明　董其昌 ………………………………………………………………………

〈伝記〉三浦朱門　〈解説〉須羽源一
9 王鐸　金農　劉墉 ………………………………………………………………………………

〈伝記〉村松暎　〈解説〉須羽源一
� 鄧石如　何紹基　趙之謙 ………………………………………………………………………

〈伝記〉山本健吉　〈解説〉中田勇次郎
� 聖徳太子　聖武天皇　光明皇后 ………………………………………………………………

〈伝記〉司馬遼太郎　〈解説〉春名好重
� 空海 ………………………………………………………………………………………………

〈伝記〉永井路子　〈解説〉堀江知彦
� 最澄　嵯峨天皇　橘逸勢 ………………………………………………………………………

〈伝記〉寺田透　〈解説〉財津永次
� 小野道風　藤原佐理 ……………………………………………………………………………

〈伝記〉白洲正子　〈解説〉春名好重
� 藤原行成 …………………………………………………………………………………………

〈伝記〉中村真一郎　〈解説〉木下政雄
� 西行　藤原俊成　藤原定家 ……………………………………………………………………

新装　書道藝術

●書聖四十六家の名蹟を書人別に編集網羅。鑑賞に
望ましい原寸掲載。最高級の作家、評論家、研究
家による伝記、解説、釈文を付す

分売
不可

【全20巻別巻4巻】
〈監修〉
井上靖／貝塚茂樹／川端
康成／神田喜一郎／白洲
正子／安田靫彦

〈責任編集〉
中田勇次郎

菊倍判
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書道藝術

〈伝記〉唐木順三　〈解説〉古田紹欽
� 大燈國師　一休宗純 ……………………………………………………………………………

〈伝記〉花田清輝　〈解説〉堀江知彦
� 本阿彌光悅 ………………………………………………………………………………………

〈伝記〉辻邦生　〈解説〉松下英麿
� 池大雅 ……………………………………………………………………………………………

〈伝記〉水上勉　〈解説〉堀江知彦
� 良寬 ………………………………………………………………………………………………

別巻１　中国名品集…………………………………………………………………………………
別巻２　日本名品集…………………………………………………………………………………
別巻３　中国書道史…………………………………………………………………………………
別巻４　日本書道史…………………………………………………………………………………

セット価格　中国篇〔全10巻別巻２巻〕　96000円
／日本篇〔全10巻別巻２巻〕　96000円
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中国本草図録

403092-1
中国で広く採取される薬用資源

1  …………………………………………………………………………… 14563円

403093-8
中国で広く採取される薬用資源

2  …………………………………………………………………………… 14563円

403094-5
東北地方・華東地域の薬用資源

3  …………………………………………………………………………… 14563円

403095-2
東北・西南地方及び華北の薬用資源

4  …………………………………………………………………………… 14563円

403096-9
東北地方興安嶺・長白山、雲南南部、峨嵋山、渤海から南海の薬用資源

5  …………………………………………………………………………… 14563円

403097-6
東北地方興安嶺・長白山、雲南南部、峨嵋山、渤海から南海の薬用資源

6  …………………………………………………………………………… 14563円

403098-3
四川省峨嵋山の民間薬物、東北・華北・新疆・チベット・秦嶺の薬物

7  …………………………………………………………………………… 14563円

403099-0
西方少数民族（チベット族、タイ族等）の伝統薬物

8  …………………………………………………………………………… 14563円

403100-3
四川省、内モンゴル、華南の中草薬

9  …………………………………………………………………………… 14563円

403101-0
華南の薬材及び少数民族の常用薬

�  …………………………………………………………………………… 14563円

403102-7
総索引　漢名・中国名索引／学名索引／伝統医学用語解説　他

別巻　………………………………………………………………………… 9709円

中国本草図録

●日中共同出版により、中国の天然薬用資源（生薬）
5000種をカラー図版で網羅。薬用植物・動物・鉱
物の図鑑をも兼ねる

全巻
完結

【全10巻別巻１巻】
〈主編〉
蕭培根

〈監修〉
大塚恭男／庄司順三／滝
戸道夫／丁宗鐵

〈翻訳編集〉
真柳誠

A4判変型函入
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マンガ日本の歴史

マンガ日本の歴史

●天才的な画力で細密に描く、マンガを超えた「萬画」
日本史

●'97年アジア漫画大会漫画アカデミー賞大賞受賞

全巻
完結

【全48巻】
〈著者〉
石ノ森章太郎

〈監修〉
児玉幸多

四六判

402801-0
水稲耕作の伝来とともに弥生文化が栄えゆき、やがて中国の統一王朝後漢に朝貢した「倭人」は、光
武帝から金印を授けられる。

1 秦・漢帝国と稲作を始める倭人 ………………………………………… 1200円

402802-7
古代史最高のヒロイン卑弥呼登場。『魏志』倭人伝の記述を手がかりに弥生後期の「倭国」が大乱か
ら統合へと向かう過程を再構築する。

2 邪馬台国と卑弥呼のまつりごと ……………………………………… 1200円

402803-4
さまざまな神話と伝説に彩られた三世紀後半から五世紀末、「倭の五王（大和王権)」は宋への朝貢を
梃子に日本全体を統合し始める。

3 興亡する倭の五王と大嘗の祭 ………………………………………… 1200円

402804-1
超越的な権力へと発展する大和王権。しかし「大唐の神」仏教をめぐって豪族は二分化し、王権はそ
の受容に対する選択を迫られる。

4 王統譜を編み上げる大和王権 ………………………………………… 1200円

402805-8
血で血を洗う暗闘の場と化していた大和王権中枢部。そこへ登場した初の女帝推古天皇と摂政聖徳太
子は国際情勢を見据えつつ、国内改革を大胆に推進する。

5 隋・唐帝国と大化の改新 ………………………………………………… 1200円

402806-5
急進改革がもたらした王権と社会の歪みは王位継承の対立となって噴出、遂に古代最大の内乱〈壬申
の大乱〉が勃発する。大乱の顛末から平城京遷都まで。

6 律令国家の建設とあらがう神祇 ……………………………………… 1200円

402807-2
仏教を支配のイデオロギーとした国家はさまざまな矛盾と直面、大仏開眼供養から激動の四十年を経
て桓武天皇は平安遷都を実現する。

7 大仏開眼から平安遷都へ ……………………………………………… 1200円

402808-9
唐より帰朝した最澄と空海は密教を新たな思想的支柱として確立、一方平安京では官僚貴族間の権力
闘争の果てに藤原北家が擡頭する。

8 密教にすがる神祇と怨霊の祟り ……………………………………… 1200円

402809-6
九世紀末、宇多天皇は菅原道真を側近に抜擢、藤原北家の反撥は道真配流事件へと発展、続く醍醐
天皇親政は成果をみせながらも〈道真の怨霊〉に怯える。

9 延喜の治と菅原道真の怨霊 …………………………………………… 1200円

402810-2
醍醐天皇以来の国衙支配強化は、東国に平将門、西国に藤原純友の乱を生む。こうしたなかで発生し
た「兵」たちを取り込み、王朝国家は成熟へと向う。

� 将門・純友の乱と天暦の治 ……………………………………………… 1200円

402811-9
十世紀末、長年に亘る藤原北家の他氏排斥の末に道長は摂関政治全盛を迎える。華麗な儀式や遊宴
に彩られながらも貴族たちに捌口のない鬱念が累積する。

� 王朝国家と跳梁する物怪 ……………………………………………… 1200円

402812-6
巨星藤原道長の逝去から半年、早くも盛時の力を失い始めた朝廷に対し、忠常の乱を皮切りに地方か
ら寺社・武士勢力が擡頭、歴史は中世へと転回する。

� 傾く摂関政治と地方の社会 …………………………………………… 1200円
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402813-3
武士・寺社ら諸勢力が乱立し社会的成長を遂げるなか、後三条帝以来の親政の継承・展開を狙う白河
天皇によって日本独特の王権の形態「院政」が生れる。

� 院政と武士と僧兵 ……………………………………………………… 1200円

402814-0
摂関家・近臣を巻き込んだ鳥羽派と崇徳派の対立は、鳥羽法皇死没を機に武力衝突へ。この保元・平
治の乱を経て平清盛による初の武家政権が成立する。

� 平氏政権と後白河院政 ………………………………………………… 1200円

402815-7
伊豆に源頼朝挙兵――平氏との争乱に勝ち抜いた頼朝は、続いて源義経・奥州藤原氏の討滅を敢行し、
ついに東国に幕府を確立する。

� 源平の内乱と鎌倉幕府の誕生 ………………………………………… 1200円

402816-4
頼朝亡きあと、幕府は新たな体制を模索して内紛を繰り返す。尼将軍といわれた北条政子に代表され
る「女人入眼」の時代に生きた源実朝の悲劇。

� 朝幕の確執、承久の乱へ ………………………………………………… 1200円

402817-1
フビライの国書を無視した日本に“国難”が迫る―。日蓮が批判した蒙古襲来から得宗専制の時代は
さまざまな「旅の時代」であった。

� 蒙古襲来と海外交流 …………………………………………………… 1200円

402818-8
北条専制が進むにつれ、幕府への反発から、諸国で「悪党」が蜂起。動乱の時代に屹立する強烈な二
つの個性・後醍醐帝と足利尊氏。

� 建武新政から室町幕府の成立へ ……………………………………… 1200円

402819-5
密かに京を脱出した後醍醐帝は吉野の山中に行宮を設け、京の北朝と吉野の南朝が分立、〈一天両帝、
南北京〉の動乱時代が始った。

� 南北朝動乱のなかの京と田舎 ………………………………………… 1200円

402820-1
義満は幕府の名前の由来となった室町第を造営、一三八五年に始る諸国遊覧で将軍の権威を誇示、将
軍絶対の新時代到来を天下に示す。

� 足利義満、「日本国王」となる …………………………………………… 1200円

402821-8
宿老会議の結果、くじ引きで六代将軍となった足利義教。だが飢餓と悪疫が流行する社会不安の中、
日本開闢以来初の土民蜂起が起る。

� 土民、幕府をゆるがす …………………………………………………… 1200円

402822-5
京をはじめ西国の大半を戦火に巻き込んだ応仁の乱。栄華を誇った京の都を焦土と化した、この十数
年に亘る大乱を新視点で把える。

� 王法・仏法の破滅――応仁の乱 ………………………………………… 1200円

402823-2
宗祖親鸞により農村中心に普及し、本願寺八代法主蓮如の出現で全国的発展を遂げた一向宗と、町衆
と結んだ法華宗の「一揆の時代」。

� 弥陀の光明をかかげて ………………………………………………… 1200円

402824-9
明応の政変で十数年間を不遇な異国の旅に費す足利義材。全国的に権力の地方分権化が顕在化し、
時代は戦国大名相互の国盗り合戦に。

� 自立する戦国大名 ……………………………………………………… 1200円

402825-6
今川を破り戦国大名としての第一歩を踏み出した信長。万国安寧を目指して上洛を果たしながら、志
半ばにして斃れたその生涯を描く。

� 織田信長の天下布武 …………………………………………………… 1200円

402826-3
信長の葬儀で信長の大業を継承することを天下に知らしめた秀吉は関白にまでのぼりつめ、惣無事＝
平和令によって全国平定を進める。

� 関白秀吉の検地と刀狩 ………………………………………………… 1200円

402827-0
聚楽第完成と九州制覇記念として催された盛大な北野大茶会から厳戒下の孤独な醍醐の花見へ。天下
人秀吉が描いた対内外政策の挫折。

� 桃山文化と朝鮮侵略 …………………………………………………… 1200円

402828-7
天下分け目の戦を勝ち抜き泰平の世の扉を開いた家康。巧みな人心収攬と堅実な戦略で徳川幕府三百
年の礎を築いた天下殿の深謀遠慮。

� 徳川家康の天下統一 …………………………………………………… 1200円
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402829-4
改易・転封で大名を統制し権力を強化する二代将軍秀忠。公家衆法度で後水尾天皇に親しい公家を処
罰、和子姫入内を強要した幕府権力は朝廷をも超越する。

� 江戸幕府と朝廷 ………………………………………………………… 1200円

402830-0
幕閣体制を整え強力な将軍権力を行使した家光は鎖国令で外国貿易の統制、キリシタン弾圧を強化。
だが天草四郎を首領とする島原の乱に幕府は狼狽する。

� 「鎖国」――四つの口 …………………………………………………… 1200円

402831-7
寛永の大飢饉を経て小農民の維持育成等の勧農政策が幕府により推進されるなか、各藩の領主達は自
己の領内を開発することで実質的な領地拡大を図る。

� 大開発の時代 …………………………………………………………… 1200円

402832-4
綱吉により屈折した戦国の遺風「かぶき者」が一掃された元禄時代に赤穂浪士の仇討ちが起る。一方、
西鶴や近松、芭蕉などが輩出し町人文化が花開く。

� 忠臣蔵と生類憐み ……………………………………………………… 1200円

402833-1
将軍親政を意図する六代将軍家宣を新井白石と間部詮房が支える。〈生類憐み令〉が廃止され全国的
商品流通の発達で社会は活気を帯びていく。

� 満ちる社会と新井白石 ………………………………………………… 1200円

402834-8
〈米将軍〉と呼ばれた吉宗は、新田の開発等に力を入れて幕府の懐を潤し、質素倹約などを進めた〈享
保の改革〉で幕藩制国家を再建充実させた。

� 米将軍吉宗と江戸の町人 ……………………………………………… 1200円

402835-5
度重なる凶作・飢饉により年貢増徴が難しいと考えた田沼意次は、幕府専売制の推進といった経済政
策を次々と打ちだし、年貢の不足を補っていった。

� 田沼の政治と天明の飢饉 ……………………………………………… 1200円

402836-2
儒教的な倫理から解放された時代に、実証的・合理的精神で未知の世界を探り、しなやかな感受性で
創作活動に励む人々が、文化的交流を始める。

� 花ひらく江戸の町人文化 ……………………………………………… 1200円

402837-9
松平定信は士風の退廃を立て直すため内政改革を性急に断行する。一方、欧米列強との緊張が高まる
中、漂流民・光太夫が帰国して異国見聞を伝える。

� 寛政の改革、女帝からの使者 …………………………………………… 1200円

402838-6
教育の普及と大衆化によって町民の社会認識が深まる。馬琴・一九・写楽・歌麿・北斎・広重・南北と
いった、個性豊かな才能によって化政文化が花開く。

� 野暮が咲かせた化政文化 ……………………………………………… 1200円

402839-3
将軍家斉の時代は、工場制手工業がはじまり少しずつ近代化が進んでいたが、天保の大飢饉により各
地で一揆が発生し、ついに大塩の乱が起こる。

� 飢饉と兵乱と …………………………………………………………… 1200円

402840-9
大塩の乱やモリソン号の来航など、切迫する内政と海防への対処を迫られる水野忠邦―。一方、西南
雄藩は人材登用による藩政改革に着手する…。

� 内憂外患と天保の改革 ………………………………………………… 1200円

402841-6
次々と訪れる外国船の対応に悩まされる老中・阿部正弘。そんな中ついにアメリカ東インド艦隊司令
長官ペリー率いる“黒船”が来航し開国を迫る。

� 激動のアジア、日本の開国 ……………………………………………… 1200円

402842-3
西郷隆盛・高杉晋作・坂本竜馬といった〈草莽の志士〉たちが活躍する維新の時代に、最後の将軍・
徳川慶喜が大政奉還を果たし、新しい時代が始まる。

� 倒幕、世直し、御一新 …………………………………………………… 1200円

402843-0
廃藩置県、岩倉使節団訪米後、明治政府はさまざまな封建的規制を撤廃。近代化を目指す文明開化政
策を続々と打ち出した。

� ざんぎり頭で文明開化 ………………………………………………… 1200円

402844-7
木戸孝允、西郷隆盛、大久保利通が相次いでこの世を去った。維新の三傑時代の終焉は政治が組織
の時代へ向かうことを暗示していた。

� 民権か国権か …………………………………………………………… 1200円
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402845-4
北京原人と同じころ、日本列島に登場した人類は火を自由に操り、自然物を加工し石器を製作・使用し、
氷河時代を生き抜いた。

� 旧石器人の登場 ………………………………………………………… 1200円

402846-1
地球の温暖化により旧石器時代は新たな発展の時を迎える。人々は安定した食料採集に依存し、安住
生活をおくる新石器時代が始まる。

� 縄文時代の始り ………………………………………………………… 1200円

402847-8
縄文中期以降に東日本で人口が急増。火焔土器など、中期の造形物の力強い活力は、当時の豊かな食
生活や精神生活、そして社会の繁栄を表現している。

� 縄文社会の繁栄 ………………………………………………………… 1200円

402848-5
縄文晩期、渡来人によって九州北部に伝えられた水稲耕作は、短期間のうちに日本各地にひろがり、
食糧事情を一変するなど、大きな変化をもたらした。

� 縄文時代の終末 ………………………………………………………… 1200円
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403127-0
日清戦争後の列強による利益獲得競争が進められる中、大国ロシアのとる南下政策が、韓国への膨張
政策を展開する日本にとって大きな脅威となっていた。

1 明治国家の経営 ………………………………………………………… 1068円

403128-7
明治23年７月、東洋初の憲法の下で実施された最初の衆議院選挙の結果は、民権派が多数を占め、反
藩閥政府の民党が過半数以上の議席獲得となった。

2 大日本帝国の成立 ……………………………………………………… 1068円

403129-4
第一次世界大戦で日本の経済は大きく発展したが、好景気は物価の高騰を招き、大正七年には全国各
地で米騒動が勃発。内閣を倒壊させるまでに至った。

3 大戦とデモクラシー …………………………………………………… 1068円

403130-0
たび重なる昭和初頭の金融恐慌が、経済を混乱させ民衆生活の破綻を拡大する社会状況のなか、軍
部が台頭し政党は力を失い、日本は世界から孤立してゆく。

4 政党政治の没落 ………………………………………………………… 1068円

403131-7
大東亜共栄圏構想を展開する日本の武力行使が、英米との対立を激化させる中、日独伊三国同盟が結
ばれ、日本は太平洋戦争開戦へと突き進んでいった。

5 日中戦争・太平洋戦争 …………………………………………………… 1068円

403132-4
一九四五年八月、日本は連合国に対し無条件降伏。軍事占領下に置かれた日本において、非軍事化と
民主化を柱とした占領政策が次々に実施された。

6 占領から国際社会へ …………………………………………………… 1068円

403133-1
米ソ冷戦の結果、安保体制を代償として講和・独立を獲得した日本は、戦後二〇年にしてようやく国
家的自立への自信を持ち始め、国際的役割を模索する。

7 高度成長時代 …………………………………………………………… 1068円

マンガ日本の歴史　現代篇

●日清戦争から戦後まで、激動の一世紀を鮮烈に描
く「萬画」現代史！

全巻
完結

【全7巻】
〈著者〉
石ノ森章太郎
〈監修〉
児玉幸多

四六判
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マンガ日本の古典

●豪華執筆陣22氏による描き下ろし
●古典の世界をビジュアルに再現
●平成９年度文化庁メディア芸術祭マンガ部門大賞受賞

全巻
完結

【全32巻】

四六判

403279-6
石ノ森章太郎／著　　　イザナキ・イザナミの国生み、天の石屋戸、八俣の大蛇、因幡の素兎、海幸
彦と山幸彦――。昔話としてなじみの深い神話、寓話をビジュアルに再現する。

1 古事記 …………………………………………………………………… 1262円

403280-2
花村えい子／著　　　床の落ち窪んだ部屋に閉じ込められている心美しく薄幸な「落窪の君」――。
世界最古のひとつとされる継子いじめ物語が、みずみずしい感情描写で蘇る。

2 落窪物語 ………………………………………………………………… 1262円

403281-9
長谷川法世／著　　　さまざまな女性との恋愛を通して、類い稀なる美しさと才能を発揮してゆく光
源氏の青春時代――。正確な考証を礎に大胆な解釈を試みる平成版源氏絵巻。

3 源氏物語(上) ……………………………………………………………… 1262円

403282-6
長谷川法世／著　　　流離の地、須磨・明石からの帰京にはじまり、政界の中枢にのぼりつめる
三十九歳の春まで――。絵巻の伝統技法を取り入れて描く光源氏の栄耀栄華。

4 源氏物語(中) ……………………………………………………………… 1262円

403283-3
長谷川法世／著　　　年もわが世も尽きぬ――。柏木と女三の宮の密通、薫の誕生、はかなく息絶え
る紫の上。消え行くものと生れ出づるものが激しく交差する光源氏の最晩年。

5 源氏物語(下) ……………………………………………………………… 1262円

403284-0
いがらしゆみこ／著　　　恋多き女と噂された平安の歌人和泉式部。死別した恋人の弟宮、敦道親王
との愛と苦悩の日々を綴った日記文学の傑作を、四季の移ろいも鮮やかに描く。

6 和泉式部日記 …………………………………………………………… 1262円

403285-7
坂田靖子／著　　　平安びとの円熟したウイットとユーモアをうかがわせる日本最古の短篇物語集。

「虫めづる姫君」「はいずみ」他、シンプルなタッチで軽妙に描く十篇。

7 堤中納言物語 …………………………………………………………… 1262円

403286-4
水木しげる／著　　　呪術・幻術が渦巻き、霊鬼・異類が跳梁した平安時代の闇を語る日本最大の説
話集。妖怪マンガの第一人者が、あなたを不可思議の世界へといざなう。

8 今昔物語(上) ……………………………………………………………… 1262円

403287-1
水木しげる／著　　　「今ハ昔…」で始まる一千余話から二十三話を厳選。芥川の小説『薮の中』『鼻』
や映画、劇画にも多く取り上げられた、面白うてやがて恐ろしき物語。

9 今昔物語(下) ……………………………………………………………… 1262円

403288-8
横山光輝／著　　　平家一門の栄枯盛衰を描く軍記物語の最高傑作。三国志などの中国史ものを長く
手がけてきた著者が中世日本の幕開けを告げる内乱の時代を活写する。

� 平家物語(上) ……………………………………………………………… 1262円

403289-5
横山光輝／著　　　清盛が太政大臣の位をきわめて十三年後、ついに反平家の勢力が結集した――。
後白河院、清盛、頼朝の権力闘争を軸に揺籃の時代を描く一大叙事詩。

� 平家物語(中) ……………………………………………………………… 1262円

403290-1
横山光輝／著　　　木曾義仲が京に迫るなか、清盛を失った平家は都を捨て西へ落ちてゆく。滅びの
哀感に彩られた壇ノ浦の決戦を、中国史マンガの泰斗が詩情豊かに描く。

� 平家物語(下) ……………………………………………………………… 1262円
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403291-8
いがらしゆみこ／著　　　後深草院の後宮二条が、みずからの半生を綴った日記・紀行文学。鎌倉中
期の宮廷で数奇な体験を重ねつつ、自己を確立し成長していく女性の姿を描く。

� とはずがたり …………………………………………………………… 1262円

403292-5
竹宮惠子／著　　　日記体で記された鎌倉幕府の公用記録書を、稀代のストーリーテラーが物語化。
躍動感溢れるタッチで中世武家社会を描き、源頼朝の実像に迫る。

� 吾妻鏡（上） ……………………………………………………………… 1262円

403293-2
竹宮惠子／著　　　御家人の粛清、公文所、問注所の設置と鎌倉幕府開設への準備を着々と進める頼
朝にとって最後の障碍は、平氏追討に大功を立てた義経の存在だった…!?

� 吾妻鏡(中) ………………………………………………………………… 1262円

403294-9
竹宮惠子／著　　　頼朝の死。頼家、実朝の暗殺。政子が鎌倉の長となり、北条による執権政治が始
まる。御家人の動静をきめこまかに追いながら武家政権確立の時代を描く。

� 吾妻鏡(下) ………………………………………………………………… 1262円

403295-6
バロン吉元／著　　　自然観、人生観、恋愛観から有識故実にいたるまで知識人兼好が縦横無尽に綴
る随筆文学の傑作。中世の人々の心のありさま、理想をかいま見る。

� 徒然草 …………………………………………………………………… 1262円

403296-3
さいとう・たかを／著　　　鎌倉幕府滅亡から南北朝時代を経て足利義満が将軍に就くまで――。「劇
画」の第一人者が、合戦につぐ合戦に彩られた時代を迫真のタッチで描く。

� 太平記(上) ………………………………………………………………… 1262円

403297-0
さいとう・たかを／著　　　楠木正成や佐々木道誉、高師直など、伝統的な秩序を乗り越えて自己の
欲求実現を追求する「新しい」武将たちを、劇画界の巨匠がいきいきと描き出す。

� 太平記(中) ………………………………………………………………… 1262円

403298-7
さいとう・たかを／著　　　後醍醐帝崩御から十年後。夜空に雷光が走りぬけ、将軍塚が鳴動、清水
寺が焼亡するなど、京に不吉な現象が続く。磐石の尊氏政権に再び騒擾勃発か……。

� 太平記(下) ………………………………………………………………… 1262円

403299-4
やまだ紫／著　　　中世に書かれた童話色の濃い一群の短篇読み物から「長谷雄草子」「猫の草子」
など六篇を収める。明快に軽妙に描く、やまだ流“世にも不思議な物語”。

� 御伽草子 ………………………………………………………………… 1262円

403300-7
小島剛夕／著　　　天下統一を夢見て烈しく生きた織田信長。本能寺に斃れるまでの十五年間の言動
がありのままに記された『信長公記』を、現代の鬼才絵師が奔放に描く。

� 信長公記 ………………………………………………………………… 1262円

403301-4
安彦良和／著　　　江戸時代前期の旗本、大久保彦左衛門の自伝。一心太助をからませつつ、ユーモ
アと皮肉をたっぷり効かせて、徳川家代々の事績と旗本の意地を描く。

� 三河物語 ………………………………………………………………… 1262円

403302-1
牧美也子／著　　　自由恋愛が禁じられた封建制下、打算もなく一途な愛を貫いた五人の女たち
……。お夏と清十郎の密通など、事実に材をとった西鶴の代表作を華麗に描く。

� 好色五人女 ……………………………………………………………… 1262円

403303-8
矢口高雄／著　　　俳聖芭蕉が風雅の新境地を開いた「みちのく」の旅の記録。旅路での出会い、数々
の名句が生まれてゆく過程を、こまやかな情景描写とともに描きあげる。

� 奥の細道 ………………………………………………………………… 1262円

403304-5
黒鉄ヒロシ／著　　　武士道といふは……、武士道といふは……、武士道といふは……!?　屈指のギ
ャグ漫画家の前人未踏の試み!!　黒鉄ヒロシが真面目に遊ぶ「武士道」の精髄。

� 葉隠 ……………………………………………………………………… 1262円

403305-2
里中満智子／著　　　表題作ほか「女殺油地獄」「鑓の権三重帷子」「曾根崎心中」を収載。最高の戯
曲作家近松が書きあげた悲恋四篇を長篇ロマンの名手が情念豊かに描く。

� 心中天網島 ……………………………………………………………… 1262円

403306-9
木原敏江／著　　　情愛が昂じて怪奇を成す物語の数々―上田秋成の流麗な幻想美を繊細な筆致で
描き出す。「菊花の約」「浅茅が宿」「吉備津の釜」「蛇性の婬」の四篇。

� 雨月物語 ………………………………………………………………… 1262円
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403307-6
土田よしこ／著　　　酒屋の払いをふみたおし、お伊勢さんまで厄払い。花も嵐もふみたおす、男ふ
たりの珍道中。土田よしこが存分に活写する、江戸の笑いと息づかい。

� 東海道中膝栗毛 ………………………………………………………… 1262円

403308-3
古谷三敏／著　　　大真面目にして少し珍妙。ホッと浮世の人情髪結床――。『浮世風呂』に続く式亭
三馬の滑稽本。庶民の社交場を舞台に江戸下町の雰囲気を写し取る。

� 浮世床 …………………………………………………………………… 1262円

403309-0
酒井美羽／著　　　色男・丹次郎をめぐって許嫁とふたりの芸者が繰り広げる恋と笑いと人情の万華
鏡。当時の若い女性読者を夢中にさせた為永春水の人情本をコミック化。

� 春色梅児誉美 …………………………………………………………… 1262円

403310-6
つのだじろう／著　　　雪おんな、耳なし芳一など、小泉八雲が掘り起こし生き返らせた民間伝承
十五編を収録。恐怖漫画家つのだじろうの筆で贈る戦慄の怪異短篇集。

� 怪談 ……………………………………………………………………… 1262円
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マンガギリシア神話

●欧米文化の基礎知識たるギリシア神話の挿話を網
羅した大人のための全集！

全巻
完結

【全8巻】
〈著者〉
里中満智子

〈解説〉
西村賀子

四六判

490165-8
全ての物語はギリシアから始まる。国際化の時代を背景として、西欧文化の根本にあるギリシア神話を、
マンガ界の第一人者里中満智子がライフワークとして描く、完全版ギリシア神話！

1 神々と世界の誕生 ……………………………………………………… 1400円

490166-5
ディオニュソス誕生、アテナイ建設、メドゥーサ誕生秘話、クレタ王朝の起源の他、浮気を繰り返す
ゼウスと嫉妬するヘラを中心とした天上の神々の巻き起こす繁栄と禍いの数々を描く。

2 至高神ゼウス …………………………………………………………… 1400円

490167-2
冥界の王ハデスとペルセポネの悲恋、オルフェウスの悲劇、ディオニュソスの覚醒にまつわる秘話など、
冥界にまつわる興味深いエピソードを満載。

3 冥界の王ハデス ………………………………………………………… 1400円

490168-9
心理学用語、エディプスコンプレックスの語源でもある「オイディプスの悲劇」。実父を殺し実母と交
わる。実はその事件の裏側には様々な伏線があった。彼の悲惨な生涯を鮮烈に描く！

4 オイディプスの悲劇 …………………………………………………… 1400円

490169-6
ギリシア神話中、地上最大の英雄ヘラクレス。子を殺し、師を殺し、友を殺す。ヘラに憎まれ愛と狂
気の狭間で流浪し、繰り広げられる、さまざまな冒険と闘いを鮮やかに描ききる……。

5 英雄ヘラクレス伝説 …………………………………………………… 1400円

490170-2
その破滅は深き情けゆえ……。愛の炎は周囲を巻き込み、我が身までも焼き尽くす。魔女メデイアの
愛の行方は？  アルゴー号の冒険、テセウスら英雄たちの栄光と悲哀を鮮烈に描く！

6 王女メデイアの激情 …………………………………………………… 1400円

490171-9
「最も美しい女へ」と刻まれた黄金の林檎が、ギリシア神話史上最大の戦乱「トロイ戦争」を引き起こす。
パリスのヘレネ誘拐に始まる、英雄たちの激突と、女たちが巻き込まれる悲劇！

7 トロイの木馬 …………………………………………………………… 1400円

490172-6
トロイ戦争の終焉とともに、20年の漂泊を強いられることとなった知将オデュッセウスの冒険と忍耐の
日々がいま語られる──そして、その間、領地と貞操を守った妻ペネロペの運命は……。

8 オデュッセウスの冒険 ………………………………………………… 1400円
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マンガ名作オペラ

403466-0
華麗にして深奥なオペラの世界を描く全集の開幕にふさわしい、神話世界を描いた壮大な作品、ニー
ベルング。世界を滅ぼすとの呪いをかけられた黄金の指環。欲望渦巻く神々の世界を描く前編。

1 ニーベルングの指環　上 ……………………………………………… 1400円

403467-7
ジークムントの忘れ形見ジークフリートとブリュンヒルデの全てを焼き尽くすまでの愛。その行方は？  
そして、世界に破滅をもたらすというニーベルングの指環は誰の手に渡るのか？

2 ニーベルングの指環　下 ……………………………………………… 1400円

403468-4
イタリアを代表する、オペラ王ヴェルディの世界！  花の都パリを舞台に展開する、華麗で繊細な心
震わす若き男女の甘く切ない苦悩の愛！  他に「アイーダ」「リゴレット」「マクベス」を収録。

3 椿姫 ……………………………………………………………………… 1400円

403469-1
激情のフラメンコ！  放たれた真紅の花は、妖婦カルメンの狂乱の愛の調べ！  表題作の他「トリスタ
ンとイゾルデ」「サムソンとデリラ」を収録。究極の愛と死をドラマチックに描き切った三篇。

4 カルメン ………………………………………………………………… 1400円

403470-7
母国へ去った夫を待ち続ける蝶々さんの悲しき歌「蝶々夫人」。同じくプッチーニの描く、異国情緒に
満ちた「トゥーランドット」。ボヘミアンを詩情豊かに描く「ラ・ボエーム」を収録。

5 蝶々夫人 ………………………………………………………………… 1400円

403471-4
軽やかで人生の楽しみと皮肉に満ちたモーツァルトの歌劇の世界への招待。表題作他「魔笛」「ドン・
ジョバンニ」と、フィガロの結婚の前段にあたる、ロッシーニ作「セビリアの理髪師」を収録。

6 フィガロの結婚 ………………………………………………………… 1400円

403472-1
官能美を追求し議論を巻きおこしたＲ．シュトラウスの表題作他、ギリシア悲劇を劇中劇として表現
する意欲作「ナクソス島のアリアドネ」。オペレッタの佳作Ｊ．シュトラウス「こうもり」を収録。

7 サロメ …………………………………………………………………… 1400円

403473-8
プッチーニが新大陸を舞台に罪多き女を描く表題作「マノン レスコー」。イタリア歌劇の粋、ローマ
が舞台の「トスカ」。中世ゲルマンの伝説を描くワーグナー「ローエングリーン」を収録。

8 マノンレスコー ………………………………………………………… 1400円

マンガ名作オペラ

●生と死。愛と闘い。神と人を巡る、命を揺さぶるド
ラマ。華麗にして深奥な、あらゆる西洋文化の集
大成がここに！　全巻描き下ろし

全巻
完結

【全8巻】
〈著者〉
里中満智子
〈解説〉
岡田暁生
〈コラム〉
松本矩典

四六判
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マンガ旧約聖書

マンガ旧約聖書

●いつの時代でも生きる指針となる『旧約聖書』を、
マンガ界の第一人者が流麗かつ精緻に描き下ろし
た決定版！

全巻
完結

【全3巻】
〈著者〉
里中満智子

〈解説〉
石井彦壽

四六判

403551-３
ユダヤ教、キリスト教、イスラム教…三大宗教の啓典“旧約”。その荒ぶる神と翻弄される人間を、数
度の現地取材で描く著者渾身の描き下ろし！

1 創世記 …………………………………………………………………… 1500円

403552-0
“最高の文学”といわれる『旧約聖書』を里中満智子が流麗かつ緻密に描くマンガ決定版第２弾！　「出
エジプト記」をはじめ、「レビ記」「民数記」「ヨシュア記」を描く。

2 出エジプト記　レビ記　民数記　申命記　ヨシュア記 …………… 1500円

403553-7
世界の古典ともいわれる「旧約聖書」を描く最終巻。ダビデやソロモンなど「主」の恩恵で栄華を極
めながらも罪を繰り返す人間たちが辿る悲運を流麗な筆致で描き下ろす！

3 士師記　サムエル記　列王記　ダニエル書　他 …………………… 1500円
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中公文庫ワイド版

○『白川静』シリーズ
漢字百話（白川静） 5200
初期万葉論（白川静） 4400
後期万葉論（白川静） 5700
詩経　中国の古代歌謡（白川静） 5000
孔子伝（白川静） 5300
中国の神話（白川静） 5200
中国の古代文学（一）神話から楚辞へ（白川静） 6200
中国の古代文学（二）史記から陶淵明へ（白川静） 6700

○『食』シリーズ
味覚三昧（辻嘉一） 5200 
檀流クッキング（檀一雄） 3900
料理歳時記（辰巳浜子） 3700
魚味礼讃（関谷文吉） 4000
洋食や（茂出木心護） 3700
百魚歳時記（岩満重孝） 4300
味覚法楽（魚谷常吉　平野雅章編） 3900

○『時代小説』シリーズ
時代小説英雄列伝　鞍馬天狗  
（大佛次郎　縄田一男編）	 4100
時代小説英雄列伝　若さま侍  
（城昌幸　縄田一男編） 3900 
時代小説英雄列伝　柳生十兵衛  
（五味康祐　縄田一男編） 3900 
時代小説英雄列伝　銭形平次  
（野村胡堂　縄田一男編） 3600 
御隠居忍法（高橋義夫） 4400
御隠居忍法　鬼切丸（高橋義夫） 4500
御隠居忍法　不老術（高橋義夫） 4100
総司はひとり（戸部新十郎） 5200 
総司残英抄（戸部新十郎） 4600 
忍者と忍術（戸部新十郎） 5200 
加賀風雲録（戸部新十郎） 5100 
松永弾正　上（戸部新十郎） 5400 
松永弾正　下（戸部新十郎） 5200 

○『宗教』シリーズ
はじめての仏教　その成立と発展（ひろさちや） 4600 
仏教人生読本（岡本かの子） 4500
密教　インドから日本への伝承（松長有慶） 4300
理趣経（松長有慶） 4600 
法華経　真理・生命・実践（田村芳朗） 3500 
鎌倉仏教　親鸞・道元・日蓮（戸頃重基） 3300

○『星』シリーズ
星　三百六十五夜　春（野尻抱影） 2500
星　三百六十五夜　夏（野尻抱影） 2500
星　三百六十五夜　秋（野尻抱影） 2500
星　三百六十五夜　冬（野尻抱影） 2500
日本の星（野尻抱影） 5200 
新星座巡礼（野尻抱影） 3200
星と伝説（野尻抱影） 4000 
続　星と伝説（野尻抱影） 3300
天文台日記（石田五郎） 4100

○『山』シリーズ
グランドジョラス北壁（小西政継） 3700 
マッターホルン北壁（小西政継） 3500 
わが山山（深田久彌） 3400
雲の上の道　わがヒマラヤ紀行（深田久彌） 4800
山と雪の日記（板倉勝宣） 3000
雪・岩・アルプス（藤木九三） 3900
渓（たに）（冠松次郎） 4600

○『時代小説』シリーズ　２
剣（綱淵謙錠） 4900
四十八人目の男（大佛次郎） 8500
鉄の首枷　小西行長伝（遠藤周作） 4600
逃げ水　上（子母澤寛） 6700
逃げ水　下（子母澤寛） 6700
手習重兵衛　闇討ち斬（鈴木英治） 4600
手習重兵衛　梵鐘（鈴木英治） 4600
手習重兵衛　暁闇（鈴木英治） 4600
手習重兵衛　刃舞（鈴木英治） 4700

中公文庫ワイド版
☆活字の大きさが従来の1.2倍強の「目に優しい」大活字版（A5判・ソフトカバー）です。
☆発売中のオンデマンド書籍に品切れはございません。何冊でもご注文頂けます。
☆一冊からあなたのために作ります。ご注文時より約１週間お待ち下さい。
☆新刊・発売作品名など、詳しくは「ON DEMAND万能書店（http://www.d-pub.
co.jp/）」をご覧下さい。

☆小社オンデマンド書籍はお近くの書店、または上記販売サイト、小社ホームページ
（http://www.chuko.co.jp/）の「通信販売コーナー」でもご注文頂けます。
☆行末の数字は2014年4月1日現在の本体価格です。ご購入の際は別途消費税がかかり
ます。
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手習重兵衛　道中霧（鈴木英治） 4600
手習重兵衛　天狗変（鈴木英治） 5000

〇『時代小説』シリーズ　３ 
ふところ手帖（子母澤寛） 3900
遺臣伝（子母澤寛） 5300
雨の音（子母澤寛） 6000
刺客請負人（森村誠一） 4900
死神の町　刺客請負人（森村誠一） 4200
闇の処刑人　刺客請負人（森村誠一） 4200
修理さま　雪は（中村彰彦） 4200
御隠居忍法　唐船番（高橋義夫） 4300

〇『時代小説』シリーズ　４
角右衛門の恋（鈴木英治） 4900
無言殺剣　大名討ち（鈴木英治） 4900
無言殺剣　火縄の寺（鈴木英治） 4600
無言殺剣　首代一万両（鈴木英治） 4600
無言殺剣　野盗薙ぎ（鈴木英治） 4700
無言殺剣　妖気の山路（鈴木英治） 4600
無言殺剣　獣散る刻（鈴木英治） 4400
花輪大八湯守り日記　湯けむり浄土（高橋義夫） 4100
花輪大八湯守り日記　若草姫（高橋義夫） 4200
蟻地獄　上（富樫倫太郎） 5700
蟻地獄　下（富樫倫太郎） 5700

〇『時代小説』シリーズ　５
御隠居忍法　亡者の鐘（高橋義夫） 4200
花輪大八湯守り日記　艶福地獄（高橋義夫） 4500
木枯し紋次郎　中山道を往く 一（笹沢左保） 4300
木枯し紋次郎　中山道を往く 二（笹沢左保） 4000
木枯し紋次郎　中山道を往く 三（笹沢左保） 4000
すみだ川物語一　宝善寺組悲譚（富樫倫太郎） 4900
すみだ川物語二　切れた絆（富樫倫太郎） 4700
すみだ川物語三　別れ道（富樫倫太郎） 4600
郷四郎無言殺剣　妖かしの蜘蛛（鈴木英治） 4600
郷四郎無言殺剣　百忍斬り（鈴木英治） 4800
郷四郎無言殺剣　正倉院の闇（鈴木英治） 4800
郷四郎無言殺剣　柳生一刀石（鈴木英治） 5200

〇『時代小説』シリーズ　６
御免状始末　闕所物奉行　裏帳合（一）（上田秀人） 5200
蛮社始末　闕所物奉行　裏帳合（二）（上田秀人） 5200
手習重兵衛　母恋い（鈴木英治） 4800
手習重兵衛　夕映え橋（鈴木英治） 4700
手習重兵衛　隠し子の宿（鈴木英治） 4900
手習重兵衛　道連れの文（鈴木英治） 4200
御隠居忍法　恨み半蔵（高橋義夫） 4500
北風の軍師たち（上）（中村彰彦） 4800
北風の軍師たち（下）（中村彰彦） 5500
虹の生涯（上）　新選組義勇伝（森村誠一） 6000
虹の生涯（下）　新選組義勇伝（森村誠一） 5800

〇『時代小説』シリーズ　７
手習重兵衛　黒い薬売り（鈴木英治） 4600
手習重兵衛　祝い酒（鈴木英治） 4800
落花は枝に還らずとも（上）（中村彰彦） 6200
落花は枝に還らずとも（下）（中村彰彦） 6300
天保暴れ奉行（上）（中村彰彦） 5000
天保暴れ奉行（下）（中村彰彦） 4700
武士くずれ　歴史短篇選（松本清張） 2500
折り紙大名（矢的竜） 4500
大江戸　女花火師伝（矢的竜） 4500

〇『時代小説』シリーズ　８
命の版木（植松三十里） 4300
達成の人（植松三十里） 4400
大脱走（鈴木英治） 5500
御隠居忍法　魔物（高橋義夫） 4500
御隠居忍法　振袖一揆（高橋義夫） 4000
逃亡侍戯作手控え　満月の夜（聖龍人） 4500
休眠用心棒（森村誠一） 4900
魂無き刺客（森村誠一） 4300
闇の陽炎衆　刺客請負人（森村誠一） 4900
江戸悪党改め役　刺客請負人（森村誠一） 4900
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ビデオ

秘録　高松宮日記の昭和史………………………………………………………3800円　590007-8
ＶＨＳ・64分
〈協力〉 ＮＨＫ
〈発行〉 ＮＨＫソフトウェア
超一級の昭和史資料である「高松宮日記」──昭和天皇の弟宮が遺された27年間の親王日記をもとに、
戦前戦後の貴重な映像を厳選して綴る、激動の時代の記録。日記の背景と時代を解説した、ＮＨＫスペ
シャルの新編集版。

ビデオ
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書名索引

ア行
愛と救いの観音経（瀬戸内寂聴 著） 53
村上春樹翻訳ライブラリー　愛について語るときに我々の語

ること（村上春樹 訳　㆑イモンド・カーヴァー 著） 34
愛の情景　出会いから別れまでを読み解く（小倉孝誠 著） 23
赤毛のなっちゅん　宝塚を愛し、舞台に生きた妹・大浦みずきに（内

藤啓子 著） 28
あかりの湖畔（青山七恵 著） 1
秋山真之戦術論集（戸高一成 編） 54
憧れのハワイ　日本人のハワイ観（矢口祐人 著） 56
朝顔男（唐十郎 著） 5
浅田次郎と歩く中山道　『一路』の舞台をたずねて（浅田次郎 

著・監修） 20
アジア史論（宮崎市定 著　礪波護 解説） 93
アジア政治とは何か　開発・民主化・民主主義再考（岩崎育夫 

著） 75
仇討ちの客　高瀬川女船歌（澤田ふじ子 著） 7
アッバース大王　現代イランの基礎を築いた苛烈なるシャー（デイ

ヴィッド・ブロー 著　角敦子 訳） 54
あなたにあえてよかった　テースト・オブ・苦虫８（町田康 著）

 14
あなたのためのスピリチュアル・カウンセリング（江原啓之 

著） 21
あなたの本（誉田哲也 著） 13
あなたはまだ何も知らない（ヴィルジニー・ムザ 著　高木き

せ 訳） 32
アフリカッ！（松村美香 著） 14
アムステルダムの笛吹き（藤野眞功 著） 12
蛙鳴（あめい）（莫言 著　吉田富夫 訳） 37
アメリカ　１９６８　混乱・変革・分裂（土田宏 著） 63
アメリカにとって同盟とはなにか（公益財団法人　日本国

際問題研究所 監修　久保文明 編） 61
あんじゅう　三島屋変調百物語事続（宮部みゆき 著） 16
安心毛布（川上未映子 著） 24
アンダスタンド・メイビー　上（島本理生 著） 8
アンダスタンド・メイビー　下（島本理生 著） 8
あんでらすの鐘　高瀬川女船歌（澤田ふじ子 著） 7
暗闘　スターリン、トルーマンと日本降伏（長谷川毅 著） 55
アントニオ・ロペス　創造の軌跡（木下亮 訳） 41
イヴ・サンローランへの手紙（ピエール・ベルジェ 著　川島

ルミ子 訳） 44
家康の子（植松三十里 著） 3
イギリス憲政論（バジョット 著　小松春雄 訳　水谷三公 解

説） 89
イギリス東インド会社　軍隊・官僚・総督（浜渦哲雄 著） 63
池田大作　行動と軌跡（前原政之 著） 56
池田大作 名言１００選（池田大作 著） 50
意志と表象としての世界Ⅰ（ショーペンハウアー 著　西尾幹

二 訳　鎌田康男 解説） 85
意志と表象としての世界Ⅱ（ショーペンハウアー 著　西尾

幹二 訳） 85
意志と表象としての世界Ⅲ（ショーペンハウアー 著　西尾

幹二 訳） 85
維新銃姫伝　会津の桜　京都の紅葉（藤本ひとみ 著） 12
イスラーム世界の論じ方（池内恵 著） 59
イソップ株式会社（井上ひさし 著　和田誠 絵） 3
村上春樹翻訳ライブラリー　偉大なるデスリフ（村上春樹 訳　

C・D・B・ブライアン 著） 35
イタリア・トマトのすべて　Tutto sul pomodoro（大隈裕子 

著） 67
イタリア・ルネサンスの文化Ⅰ（ブルクハルト 著　柴田治三

郎 訳　樺山紘一 解説） 90
イタリア・ルネサンスの文化Ⅱ（ブルクハルト 著　柴田治三

郎 訳） 90
IH 異端審問　大国スペインを蝕んだ恐怖支配（トビー・グリー

ン 著　小林朋則 訳） 54
一路（上）（浅田次郎 著） 1
一路（下）（浅田次郎 著） 1
一生懸命　木村拓也　決してあなたを忘れない（木村由美子 著）

 41
いつだってボナペティ！　料理家ジュリア・チャイルド自伝（ジュ

リア・チャイルド／ア㆑ックス・プルドーム 著　野口深雪 訳）
 32

イデオロギーとユートピア（マンハイム 著　高橋徹／徳永恂 
訳　徳永恂 解説） 92

犬（クラフト・エヴィング商會 プ㆑ゼンツ　阿部知二／網野菊
／伊藤整／川端康成／幸田文／志賀直哉／徳川夢聲／長
谷川如是閑／林芙美子 著） 25

犬の心へまっしぐら　犬に学び、共感し、人間との完璧な関係を
築くために（アンジェロ・ヴァイラ 著　泉典子 訳） 38

村上春樹翻訳ライブラリー　犬の人生（村上春樹 訳　マーク・ス
トランド 著） 36

井上ひさしの読書眼鏡（井上ひさし 著） 21
食べる―生きる力を支える②　いのちと食　歯科医師会からの提

言（大久保満男／大島伸一 編） 66
陰翳礼讃　東京をおもう（谷崎潤一郎 著　千葉俊二 解説）

 87

書名索引

（全集は除きます）
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印象派から２０世紀　名画に隠れた謎を解く！　フィラ
デルフィア美術館の至宝から（吉岡正人 画・文） 72

ウィトゲンシュタイン家の人びと　―闘う家族（ア㆑グザン
ダー・ウォー 著　塩原通緒 訳） 49

ヴォイド・シェイパ　The Void Shaper（森博嗣 著） 17
宇宙飛行士になる勉強法（山崎直子 著） 31
美しいお経（瀬戸内寂聴 著） 53
うつけの采配（中路啓太 著） 10
海の細道（長谷川櫂 著） 29
村上春樹翻訳ライブラリー　ウルトラマリン（村上春樹 訳　㆑イ

モンド・カーヴァー 著） 34
永久保存版　肉も野菜も魚もこれで安心　放射能を落

とす下ごしらえ（椎名玲／吉中由紀 著） 68
英国二重スパイ・システム　ノルマンディー上陸を支えた欺瞞作

戦（ベン・マッキンタイアー 著　小林朋則 訳） 45
英国メディア史（小林恭子 著） 79
村上春樹翻訳ライブラリー　英雄を謳うまい（村上春樹 訳　㆑

イモンド・カーヴァー 著） 34
英連邦　王冠への忠誠と自由な連合（小川浩之 著） 76
Ex-formation 皺（原研哉ゼミ 著） 55
ＳＯＳの猿（伊坂幸太郎 著） 2
Ｓの継承（堂場瞬一 著） 10
エセーⅠ　―人間とはなにか（モンテーニュ 著　荒木昭太郎 

訳　荒木昭太郎 解説） 93
エセーⅡ　―思考と表現（モンテーニュ 著　荒木昭太郎 訳）

 93
エセーⅢ　―社会と世界（モンテーニュ 著　荒木昭太郎 訳　

本村凌二 解説） 93
エチュード（今野敏 著） 6
エッセイ脳　８００字から始まる文章読本（岸本葉子 著） 24
エティカ（スピノザ 著　工藤喜作／斎藤博 訳　工藤喜作 解

説） 86
中央公論特別編集　江藤淳１９６０（中央公論編集部 編） 27
江戸看板図聚（三谷一馬 著） 56
江戸狂者伝（中野三敏 著） 28
江戸吉原図聚（三谷一馬 著） 74
IH エニグマ・コード　史上最大の暗号戦（ヒュー・Ｓ=モンテ

ィフィオーリ 著　小林朋則 訳） 55
エネアデス（抄）Ⅰ（プロティノス著　田中美知太郎／水地宗

明／田之頭安彦 訳） 91
エネアデス（抄）Ⅱ（プロティノス著　田中美知太郎／水地宗

明／田之頭安彦 訳） 91
江原啓之のスピリチュアル人生相談室（江原啓之 著） 21
エリザベス　華麗なる孤独（石井美樹子 著） 50
えろたま（荻野アンナ 著） 22
炎情　熟年離婚と性（工藤美代子 著） 41
炎症は万病の元　生活習慣病の真実、医療の現実（金子義保 

著） 40
縁は器なもの（今田美奈子 著） 39
河野裕子エッセイ・コ㆑クション＊＊　桜花の記憶（河野裕子 著）

 24
大平光代の〝子育てに効く＂論語（大平光代 著） 22
大村智　２億人を病魔から守った化学者（馬場錬成 著） 43
岡倉天心　美と裏切り（清水多吉 著） 76
オジいサン（京極夏彦 著） 5

オシムの戦術（千田善 著） 43
おそれずにたちむかえ　テースト・オブ・苦虫５（町田康 著） 14
おっさんは世界の奴隷か　テースト・オブ・苦虫６（町田康 著）

 14
男というもの（渡辺淳一 著） 31
男はつらいよ大全（全２巻）（山田洋次 他著） 74
おとなの関係　性と心とからだと愛（亀山早苗／山路徹 著） 24
運のいい人になるための　お悩み解決風水（李家幽竹 著） 70
お腹召しませ（浅田次郎 著） 1
オフィス ケン太１（唐沢なをき 著） 98
オプションを活かそう　選択が人生を決める（江崎玲於奈 著

　滝田恭子 編集協力） 39
御役目は影働き　忍び医者了潤参る（浮穴みみ 著） 3
親は知らない　ネットの闇に吸い込まれる子どもたち（読売新聞社

会部 著） 47
折りたく柴の記（新井白石 著　桑原武夫 訳　藤田覚 解説）

 80
檻の中の鼓動（末浦広海 著） 8
恩返し　不死鳥ひとり語り（桂歌丸 著　長井好弘 編） 23
女の美貌　造顔マッサージからバスタイム美容まで（田中宥久子 

著） 68
おんもにでよう。（駒崎優 著） 25

カ行
母べえ（野上照代 著） 11
絵画の着想　描くとはなにか（薮野健 著） 72
海軍戦略家　マハン（谷光太郎 著） 76
海水浴と日本人（畔柳昭雄 著） 52
海洋国家日本の構想（高坂正堯 著　中西寛 解説） 84
革新幻想の戦後史（竹内洋 著） 62
カクメイ（新野剛志 著） 8
学問の下流化（竹内洋 著） 62
学問のすすめ　ほか（福沢諭吉 著　坂本多加雄 解説） 90
カジノの文化誌（大川潤／佐伯英隆 著） 78

「過情報」の整理学　見極める力を鍛える（上野佳恵 著） 78
カストロ家の真実　ＣＩＡに協力した妹が語るフィデルとラウール
（フアーナ・カストロ 著　伊高浩昭 訳　マリーア＝アントニ
エタ・コリンズ インタビュー・構成） 44

風が笑えば（俵万智 著　奥宮誠次 写真） 9
風に吹かれて（鈴木敏夫 著） 42
数えずの井戸（京極夏彦 著） 5

「課題先進国」日本　キャッチアップからフロントランナーへ（小宮
山宏 著） 61

かたちだけの愛（平野啓一郎 著） 12
渇望　性、更年期、そして孤独感（亀山早苗 著） 40
2013年度版　勝てるエントリーシート　負けない面接テク

ニック　すべらない就活（原田康久 著） 69
2014年度版　勝てるエントリーシート　負けない面接テク

ニック　すべらない就活（原田康久 著） 69
悲しき熱帯Ⅰ（㆑ヴィ＝ストロース 著　川田順造 訳　川田順

造 解説） 94
悲しき熱帯Ⅱ（㆑ヴィ＝ストロース 著　川田順造 訳） 94
金貸しから物書きまで（広小路尚祈 著） 12
歌舞伎町セブン（誉田哲也 著） 13
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貨幣改革論　若き日の信条（ケインズ 著　宮崎義一／中内
恒夫 訳　高橋伸彰 解説） 83

釜石ラグビー　栄光の日々　松尾雄治とくろがねのラガーたち
（上岡伸雄 著） 40

神やぶれたまはず　昭和二十年八月十五日正午（長谷川三千子 
著） 29

枯山水（重森三玲 著） 52
彼らは来た　ノルマンディー上陸作戦（パウル・カ㆑ル 著　松谷

健二 訳） 55
川の光（松浦寿輝 著） 14
川の光 外伝（松浦寿輝 著） 14
川端康成伝　双面の人（小谷野敦 著） 26
がん　対策マニュアル　がんにならない、がんでは絶対に死なな

い（大川智彦 著） 66
がんと人生　国立がんセンター元総長、半生を語る（垣添忠生 著）

 23
「がんばらない」を生きる（鎌田實 著） 40
奇貨居くべし　火雲篇（宮城谷昌光 著） 15
奇貨居くべし　黄河篇（宮城谷昌光 著） 15
奇貨居くべし　春風篇（宮城谷昌光 著） 15
奇貨居くべし　天命篇（宮城谷昌光 著） 15
奇貨居くべし　飛翔篇（宮城谷昌光 著） 15
菊と葵のものがたり（高松宮妃喜久子 著） 27
キサキの大仏（奥山景布子 著） 4
記者は何を見たのか　３．１１東日本大震災（読売新聞社 著）

 47
北朝鮮　飢餓の政治経済学（ステファン・ハガード／マーカ

ス・ノーランド 著　杉原ひろみ／丸本美加 訳） 62
北の街物語（内田康夫 著） 3
義民が駆ける　新装改版（藤沢周平 著） 12
旧約聖書（中沢洽樹 訳　関根清三 解説） 88
狂雲集（一休宗純 著　柳田聖山 訳　柳田聖山 解説） 81
こころを見つめる　行儀の悪い人生（マークス寿子 著） 30
京劇　「政治の国」の俳優群像（加藤徹 著） 76
共産主義の興亡（アーチー・ブラウン 著　下斗米伸夫 監訳）

 49
教室の亡霊（内田康夫 著） 3
共鳴（堂場瞬一 著） 10
今日を生きる　（大平光代 著） 22
極北（マーセル・セロー 著　村上春樹 訳） 33
銀婚式物語（新井素子 著） 2
銀座の秘密――なぜこのクラブのママたちは、超一流

であり続けるのか　すご腕女性10人の金言（白坂亜紀 著）
 26

銀しゃり抄（稲垣瑞雄 著） 2
近世畸人伝（伴蒿蹊 著　中野三敏 校注　中野三敏 解説）

 90
おもしろ図像で楽しむ　近代日本の小学教科書（樹下龍児 著）

 41
空海の風景　上巻　新装改版（司馬遼太郎 著） 7
空海の風景　下巻　新装改版（司馬遼太郎 著） 7
楠田実日記　佐藤栄作総理首席秘書官の二〇〇〇日（楠田実 著

　和田純／五百旗頭真 編） 52
国が亡びるということ　本当のことを語っているのは誰か（竹中

平蔵／佐藤優 著） 62

村上春樹翻訳ライブラリー　熊を放つ　（上）（村上春樹 訳　ジ
ョン・アーヴィング 著） 36

村上春樹翻訳ライブラリー　熊を放つ　（下）（村上春樹 訳　ジ
ョン・アーヴィング 著） 36

久米正雄伝　微苦笑の人（小谷野敦 著） 25
クラシック漂流記　ブルー・アイランド氏は大忙し！（青島広志 

著） 20
くらべない生き方　人生で本当に大切にするべき１０のこと（鎌田

實／大平光代 著） 23
車いす きばいやんせ日記（野崎耕二 著） 29
ク㆑ィドゥ・ザ・スカイ　Cradle the Sky（森博嗣 著） 17
愛蔵版　グ㆑ート・ギャツビー（スコット・フィッツジェラルド 

著　村上春樹 訳） 32
村上春樹翻訳ライブラリー　グ㆑ート・ギャツビー（村上春樹 

訳　スコット・フィッツジェラルド 著） 35
室井滋のオシゴト探検　玄人ですもの（室井滋 著） 30
グローバル・ガバナンスと日本　歴史のなかの日本政治４（細

谷雄一 編） 64
君主論（マキアヴェリ 著　池田廉 訳　池田廉 解説） 92
景気循環論（ハロッド 著　宮崎義一 訳　中村隆之 解説） 89
経済論（高橋是清 著　上塚司 編） 86
刑事さん、さようなら（樋口有介 著） 11
保存版・幸運ガイドブック　傾斜宮占い入門（中津川りえ 著） 69
芸術論集　文学のプロポ（アラン 著　桑原武夫／杉本秀

太郎 訳　杉本秀太郎 解説） 80
刑務所で死ぬということ　無期懲役囚の独白（美達大和 著）

 46
劇場型デモクラシーの超克（藤井裕久／早野透／筒井清忠 

著） 63
激震経済（読売新聞経済部 著） 64
中公愛蔵版　ゲゲゲの鬼太郎　１（水木しげる 著） 95
中公愛蔵版　ゲゲゲの鬼太郎　２（水木しげる 著） 95
中公愛蔵版　ゲゲゲの鬼太郎　３（水木しげる 著） 96
中公愛蔵版　ゲゲゲの鬼太郎　４（水木しげる 著） 96
中公愛蔵版　ゲゲゲの鬼太郎　５（水木しげる 著） 96
結婚ゴーラウンド　Marry‐go‐round（大田垣晴子 著） 22
月曜日は最悪だとみんなは言うけれど（村上春樹 編訳）

 33
村上春樹翻訳ライブラリー　月曜日は最悪だとみんなは言う

けれど（村上春樹 著訳） 35
快楽Ⅱ　熟年性愛の対価（工藤美代子 著） 41
幻覚（渡辺淳一 著） 19
健康寿命の延ばし方　大きな変化を生み出す小さな習慣（大渕

修一 著） 67
幻視時代（西澤保彦 著） 11
謙信の軍配者（富樫倫太郎 著） 10
幻想即興曲　響季姉妹探偵 ショパン篇（西澤保彦 著） 11
唐木順三ライブラリーⅠ　現代史への試み　喪失の時代（唐

木順三 著　粕谷一希 解説） 78
現代の修験道（正木晃 著） 45
原点　勝ち続ける組織作り（原辰徳 著） 44
憲法改正　読売試案２００４年（読売新聞社 編） 65
乾隆帝の幻玉　老北京骨董異聞（劉一達 著　多田麻美 訳）

 37
恋衣　とはずがたり（奥山景布子 著） 4
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恋しくて　TEN SELECTED LOVE STORIES（村上春樹 編
訳） 33

項羽（佐竹靖彦 著） 52
工学院大学学園百二十五年史　工手学校から受け継ぐ実学

教育の伝統（工学院大学学園百二十五年史編纂委員会 編）
 73

皇室制度を考える（園部逸夫 著） 42
皇室ダイアリー（井上茂男 著） 39
厚生労働省戦記　日本政治改革原論（舛添要一 著） 64
皇帝フリードリヒ二世（エルンスト・Ｈ・カントーロヴィチ 著

　小林公 訳） 51
高等教育の時代　（上）　戦間期日本の大学（天野郁夫 著）

 75
高等教育の時代　（下）　大衆化大学の原像（天野郁夫 著）

 75
講孟余話ほか（吉田松陰 著　松本三之介／田中彰／松永昌

三 訳　松本三之介 解説） 94
声に出して読む英語絵本　初めてのリードアラウド（大

島英美 著） 67
コーランⅠ（藤本勝次／伴康哉／池田修 訳　池田修 解説）

 90
コーランⅡ（藤本勝次／伴康哉／池田修 訳） 90
国際環境の変容と政軍関係　歴史のなかの日本政治２（北岡

伸一 編） 61
国債暴落　日本は生き残れるのか（高田創 著） 62
IH 黒死病　ペストの中世史（ジョン・ケリー 著　野中邦子 訳）

 53
極上の流転　堀文子への旅（村松友視 著） 30
国体論及び純正社会主義（抄）　（北一輝 著　近藤秀樹 

編　保阪正康 解説） 83
国鉄改革の真実　「宮廷革命」と「啓蒙運動」（葛西敬之 著） 60
国鉄を企業にした男　片岡謌郎伝（髙坂盛彦 著） 41
告白（町田康 著） 13
国富論Ⅰ（アダム・スミス 著　大河内一男 監訳　玉野井芳郎

／田添京二／大河内暁男 訳　堂目卓生 解説） 80
国富論Ⅱ（アダム・スミス 著　大河内一男 監訳　玉野井芳郎

／田添京二／大河内暁男 訳） 80
国富論Ⅲ（アダム・スミス 著　大河内一男 監訳　玉野井芳郎

／田添京二／大河内暁男 訳） 80
国富論Ⅳ（アダム・スミス 著　大河内一男 監訳　玉野井芳郎

／田添京二／大河内暁男 訳） 80
笹川良一と東京裁判　別巻　国防と航空　国粋大衆党時代（伊

藤隆 編） 50
刻命（末浦広海 著） 8
心が楽になる介護のヒント（読売新聞生活部 編） 48
こころの風景２０１１　［よみうり風景写真コンテストより］（田沼

武能／三好和義 選） 71
こころの風景２０１２　［よみうり風景写真コンテストより］（田沼

武能／三好和義 選） 71
こころの風景２０１３　［よみうり風景写真コンテストより］（田沼

武能／三好和義 選） 71
古今東西　陶磁器の修理　うけおいます（甲斐美都里 著

　金子しずか 絵） 23
コザック　ハジ・ムラート（辻原登／山城むつみ 編　トルス

トイ 著　中村白葉 訳） 33

古代研究Ⅰ　―祭りの発生（折口信夫 著　岡野弘彦 解説） 82
古代研究Ⅱ　―祝詞の発生（折口信夫 著　岡野弘彦 解説）

 82
古代研究Ⅲ　―国文学の発生（折口信夫 著　岡野弘彦 解説）

 82
古代研究Ⅳ　―女房文学から隠者文学へ（折口信夫 著　岡野

弘彦 解説） 82
五代目小さん芸語録（柳家小里ん／石井徹也 著） 46
告解者（大門剛明 著） 8
国家漂流　そしてリーダーは消えた（伊藤惇夫 著） 59
国境事変（誉田哲也 著） 13

「こつこつ」と生きています（岸本葉子 著） 24
ゴッホの宇宙　きらめく色彩の軌跡（小林英樹 著） 71
古典外交の成熟と崩壊Ⅰ（高坂正堯 著　中西寛 解説） 84
古典外交の成熟と崩壊Ⅱ（高坂正堯 著） 84
古典の扉　第１集（青木和夫／池田修／牛島信明／養老孟

司／木田元／辻井喬 著） 80
古典の扉　第２集（杉本秀太郎／亀井俊介／朱建栄／白石

隆／三谷太一郎／中西進 著） 86
孤闘　立花宗茂（上田秀人 著） 3
ＫＯＤＯＭＯ新聞ニュースのことば　2012年版（読売新

聞社会部 編著） 70
子どもの難問　哲学者の先生、教えてください！（野矢茂樹 編著）

 55
子どものニュースウイークリー　〈２０１１年版〉（読売新

聞社会部 編著） 70
この最後の者にも　ごまとゆり（ジョン・ラスキン 著　飯塚

一郎／木村正身 訳　富士川義之 解説） 85
この都市のまほろば　６　消えるもの､残すもの､そして創ること

［東京編］（尾島俊雄 著） 67
この都市のまほろば　７　消えるもの､残すもの､そして創ること
（尾島俊雄 著） 67

木洩れ日に泳ぐ魚（恩田陸 著） 5
これ一冊で裁判員制度がわかる（読売新聞社会部裁判員

制度取材班 著） 65
これでよろしくて？（川上弘美 著） 5
五郎治殿御始末（浅田次郎 著） 1
コロー　名画に隠れた謎を解く！（高橋明也 著） 71
転んでもただでは起きるな！　定本・安藤百福（安藤百福発

明記念館 編） 59
こんな人と組織が生き残る　仕事　楽しくしてますか？（大久

保寛司 著） 60

サ行
村上春樹翻訳ライブラリー　ザ・スコット・フィッツジェラルド・

ブック（村上春樹 著訳） 35
西行弾奏（沓掛良彦 著） 25
才輝礼讃　38のyumiyoriな話（松任谷由実 著） 45
重光葵　最高戦争指導会議記録・手記（重光葵 著　伊藤

隆／武田知己 編） 52
最後の岸田國士論（大笹吉雄 著） 75
宰相　吉田茂（高坂正堯 著　中西寛 解説） 84
一番新しく、どこよりも辛口！　最辛大学ガイド　2013（石渡嶺

司／山内太地 著） 66
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斎藤隆夫日記（上）（伊藤隆 編） 51
斎藤隆夫日記（下）（伊藤隆 編） 51
サウスポイント（よしもとばなな 著） 19
サトウ サンペイの「操体法」入門（サトウサンペイ／佐藤武 

著） 68
里見弴伝　「馬鹿正直」の人生（小谷野敦 著） 25
砂漠のキツネ（パウル・カ㆑ル 著　松谷健二 訳） 55
サハリン島（チェーホフ 著　原卓也 訳） 33
サムエルソン『経済学』の時代（根井雅弘 著） 79
さようなら、うにこおる（小島水青 著） 6
猿の悲しみ（樋口有介 著） 12
サルファ剤、忘れられた奇跡　世界を変えたナチスの薬と医師

ゲルハルト・ドーマクの物語（トーマス・へイガー 著　小林力 訳）
 43

参議院とは何か　1947～2010（竹中治堅 著） 76
産業社会の病理（村上泰亮 著　清川雪彦 解説） 93
三教指帰ほか（空海 著　福永光司 訳　松長有慶 解説） 83
３．１１以後（茂木健一郎／竹内薫 著） 79
食べる―生きる力を支える③　3.11の記録　震災が問いかけ

るコミュニティの医療　歯科医師会からの提言（大久保満男
／大島伸一 編） 66

三民主義（抄）ほか（孫文 著　島田虔次／近藤秀樹／堀川
哲男 訳　並木頼寿 解説） 86

棟居刑事の　代行人（ジ・エージェント）（森村誠一 著） 17
幸せの条件（誉田哲也 著） 13
幸せを引き寄せる整顔術（清水ろっかん 著） 68
御隠居忍法　刺客百鬼（高橋義夫 著） 9
四月、不浄の塔の下で二人は（平山瑞穂 著） 12
時間と学費をムダにしない大学選び　２０１４　最辛大学

ガイド（石渡嶺司／山内太地 著） 66
時間と出来事（渡辺由文 著） 58
史記列伝Ⅰ（司馬遷 著　貝塚茂樹／川勝義雄 訳　藤田勝久 

解説） 84
史記列伝Ⅱ（司馬遷 著　貝塚茂樹／川勝義雄 訳） 84
死刑（読売新聞社会部 著） 65
重光葵手記（重光葵 著　伊藤隆／渡邊行男 編） 52
仕事人　バット短く、息長く（大道典嘉 著） 40
静かな爆弾（吉田修一 著） 18
静子の日常（井上荒野 著） 2
下町新景　天空へ続くツリーが出現したまち（読売新聞東京本社 

編） 72
失踪者たちの画家（ポール・ラファージ 著　柴田元幸 訳）

 33
士道残照　幕末京都守護職始末（藤本ひとみ 著） 13
自動車設計革命　ＴＰＰに勝つもの作りの原点（長谷川洋三 著）

 63
唐木順三ライブラリーⅡ　詩とデカダンス　無用者の系譜（唐

木順三 著　粕谷一希 解説） 78
死にいたる病　現代の批判（キルケゴール 著　桝田啓三郎 

訳　柏原啓一 解説） 83
御隠居忍法　しのぶ恋（高橋義夫 著） 9
司馬遼太郎全舞台（司馬遼太郎 著） 7
自分の頭で考える（外山滋比古 著） 28
自分を憐れむ歌　テースト・オブ・苦虫７（町田康 著） 14
自分を生きてみる　一期一会の心得（千宗室 著） 26

自閉症遺伝子　見つからない遺伝子をめぐって（ベルトラン・ジョ
ルダン 著　林昌宏 訳　坪子理美 解説） 45

時平の桜、菅公の梅（奥山景布子 著） 4
社会的分化論　社会学的・心理学的研究（ジンメル著　石川晃

弘／鈴木春男訳　大鐘武 解説） 85
じゃがいもびいき　美食の国のふだんの味、三つ星の味（戸塚

真弓 著） 27
ジャカルタ路地裏フィールドノート（倉沢愛子 著） 61
寂聴　般若心経　生きるとは（瀬戸内寂聴 著） 26
シャンパーニュの帝国　ヴーヴ・クリコという女の物語（ティラー・

J・マッツエオ 著　北代美和子 訳） 43
終電へ三〇歩（赤川次郎 著） 1
周平独言　新装改版（藤沢周平 著） 12
特装版　樹影譚（丸谷才一 著） 73
シュ㆑ーバー症例論（フロイト 著　金関猛 訳　金関猛 解

説） 91
荀子（荀子 著　沢田多喜男／小野四平 訳　町田三郎 解説）

 84
書　筆蝕の宇宙を読み解く（石川九楊 著） 50
しょうがない人（平安寿子 著） 9
捷号作戦はなぜ失敗したのか　㆑イテ沖海戦の教訓（左近允

尚敏 著） 42
摂受心院　ほとけの心を生きる（「摂受心院」刊行会 編） 52
愛蔵版　摂受心院　ほとけの心を生きる（「摂受心院」刊行会 

編） 52
小説読本（三島由紀夫 著） 14
新装版　少年時代（上）（藤子不二雄Ⓐ 著） 99
新装版　少年時代（下）（藤子不二雄Ⓐ 著） 99
勝鬘経義疏　維摩経義疏（抄）（聖徳太子 著　中村元／早

島鏡正 訳　田村晃祐 解説） 85
常用漢字コアイメージ辞典（加納喜光 著） 51
昭和、家族の見識　日本人が覚えておきたい10のこと（新井えり 

著） 38
昭和時代　三十年代（読売新聞昭和時代プロジェクト 著）

 57
昭和時代　戦後転換期（読売新聞昭和時代プロジェクト 

著） 57
昭和時代をいま読み直す　2011昭和史検定 中・上級　公式テ

キスト＆練習問題集（昭和史検定委員会 編） 68
昭和のくらしを探検する　2011昭和史検定 初級　公式テキスト

＆練習問題集（昭和史検定委員会 編） 68
昭和の精神史（竹山道雄 著　芳賀徹 解説） 87
昭和旅行誌　雑誌『旅』を読む（森正人 著） 56
職業としての大学教授（潮木守一 著） 75
贖罪（読売新聞社会部 著） 47
馳星周の　喰人魂（馳星周 著） 29
Something Jazzy　女子JAZZスタイルブック　（島田奈央子 

著） 42
女子刑務所　知られざる世界（外山ひとみ 著） 43
叙情と闘争　辻井喬＋堤清二回顧録（辻井喬 著） 27
ジョディ、傷つけられた子　里親キャシー・グラスの手記（キャ

シー・グラス 著　塩川亜咲子 訳） 32
ジョン・フローリオ　シェイクスピア時代のイングランドにおける一

イタリア人の生涯（フランシス・Ａ・イェイツ 著　正岡和恵／二
宮隆洋 訳） 55



225

書名索引

白井晟一、建築を語る　対談と座談（白井晟一 他著） 42
シリコンバ㆑ーから将棋を観る　羽生善治と現代（梅田望夫 

著） 21
自律への教育（テオドール・Ｗ・アドルノ 著　原千史／小田

智敏／柿木伸之 訳） 49
白（原研哉 著） 29
新・帝国主義の時代　右巻　日本の針路篇（佐藤優 著） 62
新・帝国主義の時代　左巻　情勢分析篇（佐藤優 著） 61
コミック　新旭日の艦隊①（荒巻義雄 原作　飯島祐輔 作画）

 96
コミック　新旭日の艦隊②　紅海潜航三〇〇〇キロ（荒巻義雄 

原作　飯島祐輔 作画） 96
コミック　新旭日の艦隊③　スエズ運河封鎖作戦（荒巻義雄 原

作　飯島祐輔 作画） 96
コミック　新旭日の艦隊④　鬼神咆吼紅海海戦（荒巻義雄 原

作　飯島祐輔 作画） 96
コミック　新旭日の艦隊⑤　超秘密兵器搭載（荒巻義雄 原作

　飯島祐輔 作画） 96
コミック　新旭日の艦隊⑥　イースター島攻略戦（荒巻義雄 原

作　飯島祐輔 作画） 96
コミック　新旭日の艦隊⑦　アフリカ奪回作戦（荒巻義雄 原作

　飯島祐輔 作画） 96
コミック　新旭日の艦隊⑧　気象兵器破壊指令（荒巻義雄 原

作　飯島祐輔 作画） 97
コミック　新旭日の艦隊⑨　灼熱のカリブ（荒巻義雄 原作　飯

島祐輔 作画） 97
コミック　新旭日の艦隊⑩　超戦艦黒海突入（荒巻義雄 原作

　飯島祐輔 作画） 97
コミック　新旭日の艦隊⑪　ケネディ暗殺計画（荒巻義雄 原作

　飯島祐輔 作画） 97
コミック　新旭日の艦隊⑫　鉄の防衛線（荒巻義雄 原作　飯

島祐輔 作画） 97
コミック　新旭日の艦隊⑬　モスクワ消滅作戦（荒巻義雄 原作

　飯島祐輔 作画） 97
コミック　新旭日の艦隊⑭　沸騰！　北極海（荒巻義雄 原作

　飯島祐輔 作画） 97
コミック　新旭日の艦隊⑮　ジブラルタル奪回（荒巻義雄 原作

　飯島祐輔 作画） 97
コミック　新旭日の艦隊⑯　大西洋の嵐（荒巻義雄 原作　飯

島祐輔 作画） 97
コミック　新旭日の艦隊⑰　第三帝国包囲網完成（荒巻義雄 原

作　飯島祐輔 作画） 97
コミック　新旭日の艦隊⑱　黒き巨兵の森（荒巻義雄 原作　

飯島祐輔 作画） 98
コミック　新旭日の艦隊⑲　囮艦隊出撃せよ（荒巻義雄 原作

　飯島祐輔 作画） 98
コミック　新旭日の艦隊⑳　連合軍欧州上陸（荒巻義雄 原作

　飯島祐輔 作画） 98
コミック　新旭日の艦隊㉑　最終兵器発動（荒巻義雄 原作　

飯島祐輔 作画） 98
コミック　新旭日の艦隊㉒　星に願いを（荒巻義雄 原作　飯

島祐輔 作画） 98
コミック　新旭日の艦隊　須佐之男死闘篇　上（荒巻義雄 原作

　飯島祐輔 作画） 98
コミック　新旭日の艦隊　須佐之男死闘篇　下（荒巻義雄 原作

　飯島祐輔 作画） 98
真景累ヶ渊（三遊亭円朝 著　小池章太郎／藤井宗哲 校注

　森まゆみ 解説） 84
信玄の軍配者（富樫倫太郎 著） 10
震災歌集（長谷川櫂 著） 11
震災句集（長谷川櫂 著） 11
深重の橋（上）（澤田ふじ子 著） 6
深重の橋（下）（澤田ふじ子 著） 6
人種は存在しない　人種問題と遺伝学（ベルトラン・ジョルダ

ン 著　山本敏充 監修　林昌宏 訳） 45
真乗　心に仏を刻む（「真乗」刊行会 編著） 53
信ずる宗教、感ずる宗教（山折哲雄 著） 57
人生教習所（垣根涼介 著） 5
人生は素晴らしい（池田大作 著） 20
人生はわからないからおもしろい（中山太郎 著） 43
人性論（ヒューム 著　土岐邦夫／小西嘉四郎 訳　一ノ瀬正

樹 解説） 90
新選組血風録　〈新装改版〉（司馬遼太郎 著） 7
役小角絵巻　神変（山本兼一 著） 18
平野恵理子の　身辺雑貨（平野恵理子 著） 29
平野恵理子の　身辺雑貨２（平野恵理子 著） 29
心理学的類型（ユング 著　吉村博次 訳　河合俊雄 解説）

 94
随想録（高橋是清 著　井上寿一 解説） 86
スカー㆑ット・ウィザード　プラス①（忍青龍 著　茅田砂

胡 原案） 98
スカー㆑ット・ウィザード　プラス②（鈴木理華 著　茅田

砂胡 原案） 99
スカイ・イクリプス　Sky Eclipse（森博嗣 著） 17
スカイ・クロラ　The Sky Crawlers（森博嗣 著） 17
素顔の一瞬（高円宮憲仁親王 著） 27
スカル・ブ㆑ーカ　The Skull Breaker（森博嗣 著） 17
鈴木貫太郎自伝（鈴木貫太郎 著　小堀桂一郎 校訂） 86
鈴木理華画集　女王と海賊と天使たち（鈴木理華 著） 71
ステーキ！　世界一の牛肉を探す旅（マーク・シャツカー 著　

野口深雪 訳） 45
ステップ（重松清 著） 7
スパイス、爆薬、医薬品　世界史を変えた17の化学物質（ペ

ニー・ルクーター／ジェイ・バー㆑サン 著　小林力 訳） 45
すべての災厄をはねのける　スピリチュアル・パワーブック（江

原啓之 著） 22
スペイン王権史（川成洋／坂東省次／桑原真夫 著） 78
食べる―生きる力を支える①　生活の医療　歯科医師会からの提

言（大久保満男／大島伸一 編） 66
正弦曲線（堀江敏幸 著） 30
政権交代と政党政治　歴史のなかの日本政治６（飯尾潤 編）

 59
省察　情念論（デカルト 著　井上庄七／森啓／野田又夫 訳

　神野慧一郎 解説） 87
政治学（アリストテ㆑ス 著　田中美知太郎／北嶋美雪／尼ヶ

崎徳一／松居正俊／津村寛二 訳　今道友信 解説） 81
政治を生きる――歴史と現代の透視図（飯尾潤／苅部直

／牧原出 編著） 75
精神分析学入門Ⅰ（フロイト 著　懸田克躬 訳　新宮一成 

解説） 91
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精神分析学入門Ⅱ（フロイト 著　懸田克躬 訳） 91
「青年日本の歌」をうたう者　五・一五事件、三上卓海軍中尉

の生涯（江面弘也 著） 39
生物多様性を考える（池田清彦 著） 78
生物の世界ほか（今西錦司 著　松原正毅 解説） 81
性暴力（読売新聞大阪本社社会部 著） 47
西洋史学の先駆者たち（土肥恒之 著） 76
清冽　詩人茨木のり子の肖像（後藤正治 著） 41
世界恐慌の足音が聞こえる（榊原英資 著） 61
世界文明史の試み　神話と舞踊（山崎正和 著） 57
セクメト（太田忠司 著） 4
セックス㆑ス　そのとき女は（亀山早苗 著） 40
瀬戸内寂聴に聞く寂聴文学史（尾崎真理子 著） 23
セ㆑ンディピティと近代医学　独創、偶然、発見の１００年（モ

ートン・マイヤーズ 著　小林力 訳） 46
０歳からの口腔育成（日本口腔育成学会 編　朝田芳信／槇

宏太郎 監修） 69
全員成果を出して定時で帰る会社の毎日楽しく働く秘訣
（株式会社ワーク・ライフバランス 著　小室淑恵 監修） 65

尖閣喪失（大石英司 著） 3
戦後日米交渉を担った男　外交官・東郷文彦の生涯（伊奈久喜 

著） 39
戦史（トゥキュディデス 著　久保正彰 訳） 87
戦時下の経済学者（牧野邦昭 著） 76
検証　太平洋戦争とその戦略　２　戦争と外交・同盟戦略（三

宅正樹／庄司潤一郎／石津朋之／山本文史 編著） 64
千の沈黙の声　わたしは施設という名の地獄で育った（エンマ・ラ・

スピーナ 著　泉典子 訳） 39
笹川良一と東京裁判②　「戦犯者」を救え（伊藤隆 編） 50
専門医が伝える　40代からの幸せ♥セックス　あなたの

「本当の快感」を探す旅へ（北村邦夫 著） 67
戦略の形成（上）　支配者、国家、戦争（ウィリアムソン・マー㆑

ー／マク㆑ガー・ノックス／アルヴィン・バーンスタイン 編著
　石津朋之／永末聡 監訳　歴史と戦争研究会 訳） 60

戦略の形成（下）　支配者、国家、戦争（ウィリアムソン・マー㆑
ー／マク㆑ガー・ノックス／アルヴィン・バーンスタイン 編著
　石津朋之／永末聡 監訳　歴史と戦争研究会 訳） 60

村上春樹翻訳ライブラリー　象（村上春樹 訳　㆑イモンド・カー
ヴァー 著） 34

早雲の軍配者（富樫倫太郎 著） 10
象が踏んでも　回送電車Ⅳ（堀江敏幸 著） 30
草原の風　上巻（宮城谷昌光 著） 15
草原の風　中巻（宮城谷昌光 著） 16
草原の風　下巻（宮城谷昌光 著） 16
荘子Ⅰ（荘子 著　森三樹三郎 訳　池田知久 解説） 86
荘子Ⅱ（荘子 著　森三樹三郎 訳） 86
装飾とデザイン（山崎正和 著） 57
検証　太平洋戦争とその戦略　１　総力戦の時代（三宅正樹／

庄司潤一郎／石津朋之／山本文史 編著） 64
続　重光葵手記（重光葵 著　伊藤隆／渡邊行男 編） 52
笹川良一と東京裁判①　続・巣鴨日記（伊藤隆 編） 50
続近世畸人伝（三熊花顛 著　伴蒿蹊 補　中野三敏 校注　

中野三敏 解説） 93
ソクラテスの弁明ほか（プラトン 著　田中美知太郎／藤澤

令夫 訳　藤澤令夫 解説） 90

「そこそこ」でいきましょう（岸本葉子 著） 24
整形外科の画期的治療　その痛みはきっと取れる！（住田憲

是 著） 68
空より高く（重松清 著） 7
それを愛とまちがえるから（井上荒野 著） 2
存在と時間Ⅰ（ハイデガー 著　原佑／渡邊二郎 訳　渡邊二

郎 解説） 89
存在と時間Ⅱ（ハイデガー 著　原佑／渡邊二郎 訳） 89
存在と時間Ⅲ（ハイデガー 著　原佑／渡邊二郎 訳） 89
孫子（町田三郎 訳　湯浅邦弘 解説） 92

タ行
第一次世界大戦　（上）（ベイジル・リデルハート 著　上村

達雄 訳） 57
第一次世界大戦　（下）（ベイジル・リデルハート 著　上村

達雄 訳） 58
大学の実力２０１２（読売新聞教育取材班 著） 70
大河ドラマの50年　放送文化の中の歴史ドラマ（鈴木嘉一 著）

 42
大恐慌を駆け抜けた男　高橋是清（松元崇 著） 64
大衆の反逆（オルテガ 著　寺田和夫 訳　佐々木孝 解説） 82
村上春樹翻訳ライブラリー　大聖堂（村上春樹 訳　㆑イモンド・

カーヴァー 著） 34
大停滞の時代を超えて（山崎正和 著） 77
第二次世界大戦　（上）（ベイジル・リデルハート 著　上村

達雄 訳） 57
第二次世界大戦　（下）（ベイジル・リデルハート 著　上村

達雄 訳） 57
IH 第四の十字軍　コンスタンティノポリス略奪の真実（ジョナサ

ン・フィリップス 著　野中邦子／中島由華 訳） 53
大連振興の軌跡（夏徳仁 著） 60
ダウン・ツ・ヘヴン　Down to Heaven（森博嗣 著） 16
高円宮憲仁親王（高円宮殿下伝記刊行委員会 編） 42
瀧澤路女日記　上巻（柴田光彦／大久保恵子 編） 26
瀧澤路女日記　下巻（柴田光彦／大久保恵子 編） 26
村上春樹翻訳ライブラリー　滝への新しい小径（村上春樹 訳

　㆑イモンド・カーヴァー 著） 34
たたかうソムリエ　世界最優秀ソムリエコンクール（角野史比古 

著） 40
立花隆の書棚（立花隆 著　薈田純一 写真） 53
達人 山を下る（室積光 著） 16
たったこれだけの家族　河野裕子エッセイ・コ㆑クション＊（河野

裕子 著） 24
たったひとつの花だから（新堂冬樹 著） 8
谷崎潤一郎伝　堂 た々る人生（小谷野敦 著） 25
増補改訂版　谷崎先生の書簡　ある出版社社長への手紙を読む
（水上勉／千葉俊二 編著） 30

他人の何気ない一言に助けられました。　「発言小町」300万
人が泣いた魔法の言葉（大手小町編集部 編） 40

村上春樹翻訳ライブラリー　頼むから静かにしてくれⅠ（村上春
樹 訳　㆑イモンド・カーヴァー 著） 33

村上春樹翻訳ライブラリー　頼むから静かにしてくれⅡ（村上
春樹 訳　㆑イモンド・カーヴァー 著） 33

旅だちの記（片倉もとこ 著） 23
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タビロック　夫婦で世界一周しよっ♪♪（ひー、ぐーーすか 著）
 44

たまには、時事ネタ（斎藤美奈子 著） 26
誕生！中国文明　伝説から歴史へ（鶴間和幸 監修） 54
歎異抄　教行信証Ⅰ（親鸞 著　石田瑞麿 訳　山折哲雄 解

説） 85
歎異抄　教行信証Ⅱ（親鸞 著　石田瑞麿 訳） 85
探訪　名ノンフィクション（後藤正治 著） 25
地域再生と大学（濱田康行 編著） 63
地域再生の新戦略（諸富徹 著） 76
チェ・ゲバラと歩んだ人生（イルダ・ガデア 著　松枝愛 訳）

 39
痴愚神礼讃（エラスムス 著　渡辺一夫／二宮敬 訳　宮下志

朗 解説） 82
父の戒名をつけてみました（朝山実 著） 20
チャイナ・インパクト（柴田聡 著） 62
チャコズガーデン（明野照葉 著） 1
中国古典からの発想　漢文・京劇・中国人（加藤徹 著） 51
中国正史　倭人・倭国伝全釈（鳥越憲三郎 著） 54
中国政治論集　王安石から毛沢東まで（宮崎市定 著　礪波護 

解説） 93
中国行きのスロウ・ボート（村上春樹 著） 16
中世の秋Ⅰ（ホイジンガ 著　堀越孝一 訳　堀越孝一 解説）

 92
中世の秋Ⅱ（ホイジンガ 著　堀越孝一 訳） 92
唐木順三ライブラリーⅢ　中世の文学　無常（唐木順三 著　

粕谷一希 解説） 78
偸盗の夜　高瀬川女船歌（澤田ふじ子 著） 7
長寿の道しるべ（日野原重明 著） 29
超ブルジョアがこの世を救う（セルジョ・リコッサ 著　泉典

子 訳） 53
チョコ㆑ートの奇跡（楠田枝里子 著） 67
鎮魂の旅　大東亜戦争秘録（早坂隆 著） 44
沈黙の檻（堂場瞬一 著） 10
沈黙の㆑シピエント（渥美饒児 著） 2
ツァラトゥストラⅠ（ニーチェ 著　手塚富雄 訳　三島憲一 

解説） 88
ツァラトゥストラⅡ（ニーチェ 著　手塚富雄 訳） 88
終の棲み家に翔べない理由（俵萠子 著） 43
通貨の品格　円高・円安を超えて（小林正宏 著） 61
月と雷（角田光代 著） 5
ＴＵＧＵＭＩ　つぐみ（吉本ばなな 著） 18
創られたスサノオ神話（山口博 著） 77
辻口スタイル（辻口博啓 著） 69
ティーンズ・ボディーブック　新装改訂版（北村邦夫 著　伊

藤理佐 絵） 67
帝都復興の時代　関東大震災以後（筒井清忠 著） 79
テースト・オブ・苦虫１（町田康 著） 13
テースト・オブ・苦虫２（町田康 著） 13
テースト・オブ・苦虫３（町田康 著） 14
テースト・オブ・苦虫４（町田康 著） 14
できれば機嫌よく生きたい（岸本葉子 著） 24
哲学（ヤスパース 著　小倉志祥／林田新二／渡邊二郎 訳　

中山剛史 解説） 93
哲学書簡　哲学辞典（ヴォルテール 著　中川信／高橋安光 

訳　増田真 解説） 81
哲学的直観ほか（ベルクソン 著　坂田徳男／三輪正／池辺

義教／飯田照明／池長澄 訳　檜垣立哉 解説） 92
鉄道と戦争の世界史（クリスティアン・ウォルマー 著　平岡

緑 訳） 61
デルフィニア戦記画集（茅田砂胡／沖麻実也 著） 71
天狗の剣　幕末京都守護職始末（藤本ひとみ 著） 13
電撃戦　（上）　グデーリアン回想録（ハインツ・グデーリアン 

著　本郷健 訳） 55
電撃戦　（下）　グデーリアン回想録（ハインツ・グデーリアン 

著　本郷健 訳） 55
電撃戦という幻　（上）（カール=ハインツ・フリーザー 著　

大木毅／安藤公一 訳） 51
電撃戦という幻　（下）（カール=ハインツ・フリーザー 著　

大木毅／安藤公一 訳） 51
伝習録（王陽明 著　溝口雄三 訳　溝口雄三 解説） 82
転生夢現（上）（莫言 著　吉田富夫 訳） 36
転生夢現（下）（莫言 著　吉田富夫 訳） 37
点線のスリル（軒上泊 著） 6
天堂狂想歌（莫言 著　吉田富夫 訳） 37
天皇陵（矢澤高太郎 著） 79
天保バガボンド（柳蒼二郎 著） 17
展覧会いまだ準備中（山本幸久 著） 18
１２オクロック・ハイ　警視庁捜査一課特殊班（安東能明 著）

 2
東京２時間ウォーキング　銀座・日本橋（薮野健 絵　井

上明久／佐藤洋一／山崎敏夫 著） 69
東京アクアリウム（小池真理子 著） 6
東京飄然（町田康 著） 30
どうして羽生さんだけが、そんなに強いんですか？　現

代将棋と進化の物語（梅田望夫 著） 21
唐人さんがやって来る（植松三十里 著） 3
東大医学部　医者はこうして作られる（安川佳美 著） 31
統治論（ジョン・ロック 著　宮川透 訳　一ノ瀬正樹 解説） 85
東電OL事件　DNAが暴いた闇（読売新聞社会部 著） 48
道徳と宗教の二つの源泉Ⅰ（ベルクソン 著　森口美都男 訳

　杉山直樹 解説） 92
道徳と宗教の二つの源泉Ⅱ（ベルクソン 著　森口美都男 

訳） 92
糖尿病と私（水野肇 著） 46
動物の命は人間より軽いのか　世界最先端の動物保護思想
（マーク・ベコフ 著　藤原英司／辺見栄 訳） 45

東北おやつ紀行（市川慎子 著） 20
東洋美術史（會津八一 著　大橋一章 解説） 80
東洋文化史（内藤湖南 著　礪波護 責任編集　礪波護 解

説） 87
読書について（小林秀雄 著） 25
独ソ戦争はこうして始まった（守屋純 著） 46
時計まわりで迂回すること　回送電車Ⅴ（堀江敏幸 著） 30
特攻への㆑クイエム（工藤雪枝 著） 41
ドビュッシーとの散歩（青柳いづみこ 著） 49
取調べの「全面可視化」をめざして　リクルート事件元被告・

弁護団の提言（江副浩正／多田武／石田省三郎／小野正典／
伊豆田悦義 著） 60



228

書名索引

ナ行
ナ・バ・テア　None But Air（森博嗣 著） 16
クラッシュ・ブ㆑イズ　コミック・バージョン　嘆きのサイ㆑ン１（鈴

木理華 著　茅田砂胡 原作） 99
クラッシュ・ブ㆑イズ　コミック・バージョン　嘆きのサイ㆑ン２（鈴

木理華 著　茅田砂胡 原作） 99
クラッシュ・ブ㆑イズ　コミック・バージョン　嘆きのサイ㆑ン３（鈴

木理華 著　茅田砂胡 原作） 99
謎のトマ（モーリス・ブランショ 著　篠沢秀夫 訳） 37
菜種晴れ（山本一力 著） 18
ナチを欺いた死体　英国の奇策・ミンスミート作戦の真実（ベン・

マッキンタイアー 著　小林朋則 訳） 45
78歳いまだまんが道を…（藤子不二雄Ⓐ 著） 29
ナポ㆑オンの戦役（ローラン・ジョフラン 著　渡辺格 訳） 48
奈落の顔　高瀬川女船歌（澤田ふじ子 著） 7
汝、怪異を語るなかれ（宮沢龍生 著） 16
現代語訳　南方録（熊倉功夫 著） 73
錦（宮尾登美子 著） 15
西の果てまで、シベリア鉄道で　ユーラシア大陸横断旅行記
（大崎善生 著） 22

西の善き魔女１　旅立ちの巻（荻原規子 著） 4
西の善き魔女２　戦いの巻（荻原規子 著） 4
西の善き魔女３　世界の扉の巻（荻原規子 著） 4
西の善き魔女４　星の詩の巻（荻原規子 著） 4
二十一世紀　残る経営、消える経営（大久保寛司 著） 60
偽金鑑識官（ガリ㆑オ 著　山田慶兒／谷泰 訳　高橋憲一 

解説） 83
日銀はだれのものか（中原伸之 著　藤井良広 聞き手・構成）

 63
日米同盟とは何か（公益財団法人　世界平和研究所 編　北

岡伸一／渡邉昭夫 監修） 62
ニッポンが変わる、女が変える（上野千鶴子 著） 60
二宮翁夜話（二宮尊徳 著　児玉幸多 訳　小林惟司 解説）

 88
202人の子どもたち　こどもの詩2004-2009（長田弘 選） 23
日本近代医学の黎明　横浜医療事始め（荒井保男 著） 20
日本経済 復活まで　大震災からの実感と提言（竹森俊平 著）

 62
日本経済成長論（下村治 著　宮﨑勇 解説） 84
にほん語観察ノート（井上ひさし 著） 21
にほんご万華鏡　人生を豊かにする閑字（小野寺牧子 著） 23
日本再逆転への希望　未来を確信するために（宮沢洋一／山

本一太 著） 64
日本雑記（ブルーノ・タウト 著　篠田英雄 訳　斉藤理 解説）

 90
日本書紀Ⅰ（井上光貞 監訳　川副武胤／佐伯有清 訳　井上

光貞 解説） 81
日本書紀Ⅱ（井上光貞 監訳　佐伯有清／笹山晴生 訳） 81
日本書紀Ⅲ（井上光貞 監訳　笹山晴生 訳） 81
日本書紀 成立の真実　書き換えの主導者は誰か（森博達 著）

 56
日本人の世界観（大嶋仁 著） 76
日本政治の崩壊　第三の敗戦をどう乗り越えるか（北岡伸一 著）

 60

日本創生　希望と信頼の国への改革マップ（桜井正光 監修　経
済同友会 著） 61

日本的霊性（鈴木大拙 著　橋本峰雄 校注　桐田清秀 解
説） 86

事例研究　日本と日本軍の失敗のメカニズム　間違いはな
ぜ繰り返されるのか（猪瀬直樹／菊澤研宗／小谷賢／戸髙一
成／戸部良一／長谷川毅／原剛／別宮暖朗／水島吉隆／
村井友秀 著） 39

検証　太平洋戦争とその戦略　３　日本と連合国の戦略比較
（三宅正樹／庄司潤一郎／石津朋之／山本文史 編著） 64

日本文化私観（坂口安吾 著　川本三郎 解説） 84
日本列島再生論（読売新聞「列島再生」取材班 著） 48
日本を、信じる（瀬戸内寂聴／ドナルド・キーン 著） 8
庭は手入れをするもんだ　養老孟司の幸福論（養老孟司 著）

 47
人間にとって科学とはなにか（湯川秀樹／梅棹忠夫 著　佐

倉統 解説） 82
人間不平等起原論　社会契約論（ルソー 著　小林善彦／

井上幸治 訳　小林善彦 解説） 94
猫（クラフト・エヴィング商會 プ㆑ゼンツ　有馬頼義／猪熊弦

一郎／井伏鱒二／大佛次郎／尾高京子／瀧井孝作／谷崎
潤一郎／壷井榮／寺田寅彦／柳田國男 著） 25

猫の散歩道（保坂和志 著） 29
ノンフィクションはこれを読め！　ＨＯＮＺが選んだ１５０冊
（成毛眞 編著） 28

ノンフィクションはこれを読め！　２０１３　ＨＯＮＺが選
んだ１１０冊（成毛眞 編著） 28

ハ行
バースデイ・ストーリーズ（村上春樹 編訳） 33
村上春樹翻訳ライブラリー　バースデイ・ストーリーズ（村上春

樹 訳） 35
ハイエク　「保守」との訣別（楠茂樹／楠美佐子 著） 79
ハイエナたちの25時（安達元一 著） 2
バイオリニストに花束を（鶴我裕子 著） 27
背信政権（読売新聞「民主イズム」取材班 著） 48
葉隠I（奈良本辰也／駒敏郎 訳　菅野覚明 解説） 88
葉隠II（奈良本辰也／駒敏郎 訳） 88
萩原朔太郎（野村喜和夫 著） 79
朴槿恵〈パク・クネ〉の挑戦　ムクゲの花が咲くとき（李相哲 著）

 65
莫言神髄（吉田富夫 著） 37
拍手のルール　秘伝クラシック鑑賞術（茂木大輔 著） 31
幕末維新に学ぶ現在（山内昌之 著） 56
幕末維新に学ぶ現在２（山内昌之 著） 56
幕末維新に学ぶ現在３（山内昌之 著） 57
幕末銃姫伝　京の風 会津の花（藤本ひとみ 著） 12
幕末の朝廷　若き孝明帝と鷹司関白（家近良樹 著） 75
箱根駅伝　世界へ駆ける夢（読売新聞運動部 著） 47
はじめての茶道　本人の目線で点前を学ぶ（田中仙融 著） 54
橋下劇場（読売新聞大阪本社社会部 著） 47
走れ、優輝！　最後まであきらめないで（川内美加 著） 41
中公愛蔵版　はだしのゲン１（中沢啓治 著） 95
中公愛蔵版　はだしのゲン２（中沢啓治 著） 95
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中公愛蔵版　はだしのゲン３（中沢啓治 著） 95
「はだしのゲン」創作の真実（大村克巳 著） 40
ハチ公の最後の恋人（吉本ばなな 著） 19
発光地帯（川上未映子 著） 24
鳩山一郎・薫日記　（上巻）　鳩山一郎篇（伊藤隆／季武嘉

也 編） 50
鳩山一郎・薫日記　（下巻）　鳩山薫篇（伊藤隆／季武嘉也 

編） 50
花に問え（瀬戸内寂聴 著） 8
花見ぬひまの（諸田玲子 著） 17
花桃実桃（中島京子 著） 10
ハネムーン（吉本ばなな 著） 19
母と息子の老いじたく（ねじめ正一 著） 28
宇宙飛行士が撮った　母なる地球（野口聡一／宇宙航空研究

開発機構（ＪＡＸＡ） 著） 28
母の遺産　新聞小説（水村美苗 著） 15
村上春樹翻訳ライブラリー　バビロンに帰る　ザ・スコット・フィッ

ツジェラルド・ブック２（村上春樹 訳　スコット・フィッツジェラ
ルド 著） 35

パリとヒトラーと私　ナチスの彫刻家の回想（アルノ・ブ㆑ーカ
ー 著　髙橋洋一 訳） 38

パリのお馬鹿な大喰らい（フランソワ・シモン 著　伊藤文 
訳） 44

はるかかけら（髙崎卓馬 著） 9
春を恨んだりはしない　震災をめぐって考えたこと（池澤夏樹 

著　鷲尾和彦 写真） 20
パンセⅠ（パスカル 著　前田陽一／由木康 訳　塩川徹也 解

説） 89
パンセⅡ（パスカル 著　前田陽一／由木康 訳） 89
ピアニストは指先で考える（青柳いづみこ 著） 49
ピアフのためにシャンソンを　作曲家グランツベルクの生涯（ア

ストリート・フライアイゼン 著　藤川芳朗 訳） 38
ビーライフ！　白亜館物語（濱野成秋 著） 11
東日本大震災からの日本再生（伊藤滋／尾島俊雄 監修）

 59
東山時代に於ける一縉紳の生活（原勝郎 著　今谷明 解

説） 89
氷川清話　夢酔独言（勝海舟／勝小吉 著　川崎宏 編　松

本健一 解説） 83
村上春樹翻訳ライブラリー　ビギナーズ（村上春樹 訳　㆑イモン

ド・カーヴァー 著） 34
悲劇の誕生（ニーチェ 著　西尾幹二 訳　西尾幹二 解説） 88
被災後を生きる　吉里吉里・大槌・釜石奮闘記（竹沢尚一郎 著）

 42
東日本大震災　被災地との絵手紙（小池邦夫 著） 67
ビザンティンの聖堂美術（益田朋幸 著） 73
美巡ブラシエステ　巡らせて、温まる＆流れる美ＢＯＤＹになる！
（余慶尚子 著） 70

美女いくさ（諸田玲子 著） 17
美少女教授・桐島統子の事件研究録（喜多喜久 著） 5
ヒステリー研究〈初版〉（ブロイアー／フロイト 著　金関猛 

訳） 91
ひたすら面白い小説が読みたくて　文庫解説コ㆑クション（児

玉清 著） 25
陽だまりの時間（大平光代 著） 22

村上春樹翻訳ライブラリー　必要になったら電話をかけて（村
上春樹 訳　㆑イモンド・カーヴァー 著） 34

人質の朗読会（小川洋子 著） 4
ひとびとの跫音（司馬遼太郎 著） 8
ヒトラー 権力掌握の二〇ヵ月（グイド・クノップ 著　高木玲 

訳） 51
美妙　書斎は戦場なり（嵐山光三郎 著） 20
100歳まで長寿美人　ボケない、倒れない、太らないルール（白

澤卓二 著） 68
白檀の刑　（上）（莫言 著　吉田富夫 訳） 36
白檀の刑　（下）（莫言 著　吉田富夫 訳） 36
百万回の永訣　がん再発日記（柳原和子 著） 46
病院選びの前に知るべきこと　医療崩壊から再生に向けて（田

島知郎 著） 53
評伝 笹川良一（伊藤隆 著） 59
村上春樹翻訳ライブラリー　ファイアズ（炎）（村上春樹 訳　㆑

イモンド・カーヴァー 著） 34
不安があってもくじけない　心を落ち着けて前に進むための20

の㆑ッスン（マーク・ライネッキー 著　平緒きみ 訳） 45
服を作る　モードを超えて（山本耀司 著　宮智泉 聞き手） 47
ふたたび、時事ネタ（斎藤美奈子 著） 26
ブッダに学ぶゴルフの道　地の巻（三田村昌鳳 著） 69
船を待つ日　小坂屋お嬢の江戸見廻り始末（村木嵐 著） 16
不滅の書（萩耿介 著） 11
武門源氏の血脈　為義から義経まで（野口実 著） 55
冬の夢（スコット・フィッツジェラルド 著　村上春樹 訳） 32
村上春樹翻訳ライブラリー　冬の夢（村上春樹 訳　スコット・フ

ィッツジェラルド 著） 35
無頼の剣（柳蒼二郎 著） 18
ブラジルへの郷愁（㆑ヴィ＝ストロース 著　川田順造 訳） 48
ブラック企業は国賊だ　雇用再生への処方箋（薗浦健太郎 

著） 42
フラッタ・リンツ・ライフ　Flutter into Life（森博嗣 著） 16
ブラッド・スクーパ　The Blood Scooper（森博嗣 著） 17
フランクリン自伝（フランクリン 著　渡邊利雄 訳　渡邊利

雄 解説） 90
フランス17世紀演劇事典（オディール・デュスッド／伊藤洋 

監修　エイコス：17世紀フランス演劇研究会 編） 32
フランス革命についての省察ほかⅠ（バーク 著　水田洋／

水田珠枝 訳　水田洋 解説） 88
フランス革命についての省察ほかⅡ（バーク 著　水田洋／

水田珠枝 訳） 89
フランス高級㆑ストランの世界（イザベル・テランス 著　佐

原秋生／大岩昌子 訳） 38
フランス料理と批評の歴史　㆑ストランの誕生から現在まで（八

木尚子 著） 56
ブランドネーム誕生物語（横井惠子 著） 47
御隠居忍法　振袖一揆（高橋義夫 著） 9
ブリューゲル全作品（森洋子 著） 74
プロ㆑ゴーメナ 人倫の形而上学の基礎づけ（カント 著　

土岐邦夫／観山雪陽／野田又夫 訳　坂部恵 解説） 83
不破哲三 時代の証言（不破哲三 著） 44
文学と非文学の倫理（吉本隆明／江藤淳 著） 31
文化の定義のための覚書（T・S・エリオット 著　照屋佳男

／池田雅之 監訳） 87
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文明と戦争　（上）（アザー・ガット 著　石津朋之／永末聡
／山本文史 監訳　歴史と戦争研究会 訳） 59

文明と戦争　（下）（アザー・ガット 著　石津朋之／永末聡
／山本文史 監訳　歴史と戦争研究会 訳） 59

文明の生態史観はいま（梅棹忠夫 編） 75
文明の生態史観ほか（梅棹忠夫 著　白石隆 解説） 81
閉経記（伊藤比呂美 著） 21

「閉経後乳がん」を生きる（佐藤万作子 著　尾浦正二 監修）
 68

平和の代償（永井陽之助 著　櫻田淳 解説） 87
ペットはあなたのスピリチュアル・パートナー（江原啓之 

著） 21
ペトロ（今野敏 著） 6
ベル・エポックの国際政治　エドワード七世と古典外交の時代
（君塚直隆 著） 61

中公愛蔵版　ベルサイユのばら１（池田理代子 著） 95
中公愛蔵版　ベルサイユのばら２（池田理代子 著） 95
中公愛蔵版　ベルサイユのばら外伝（池田理代子 著） 95
ヘルたん（愛川晶 著） 1
偏差値29からの東大合格（杉山奈津子 著） 68
ヘンテコ ピープル ＵＳＡ　彼らが信じる奇妙な世界（ルイ・セ

ロー 著　村井理子 訳） 37
防衛の務め　自衛隊の精神的拠点（槇智雄 著） 64
北条早雲　青雲飛翔篇（富樫倫太郎 著） 10
法然と親鸞（山折哲雄 著） 57
法の哲学Ⅰ（ヘーゲル 著　藤野渉／赤沢正敏 訳　長谷川宏 

解説） 91
法の哲学Ⅱ（ヘーゲル 著　藤野渉／赤沢正敏 訳） 91
方法序説ほか（デカルト 著　野田又夫／井上庄七／水野和

久／神野慧一郎 訳　神野慧一郎 解説） 87
ポースケ（津村記久子 著） 9
新撰　墨場必携（小尾郊一 監修） 51
北米インディアンの神話文化（フランツ・ボアズ 著　前野

佳彦 編・監訳　磯村尚弘／加野泉／坂本麻裕子／菅原裕
子／根本峻瑠 訳） 56

新訳　星の王子さま（サンテグジュペリ 著　小島俊明 訳） 32
法華義疏（抄）十七条憲法　（聖徳太子 著　瀧藤尊教／田

村晃祐／早島鏡正 訳　田村晃祐 解説） 85
100％自分原因説で毎日生まれ変わる！　本当に幸せになる手帳 

2014（秋山まりあ 著） 66
IH ポンペイ　今も息づく古代都市（ア㆑ックス・バタワース／㆑

イ・ロー㆑ンス 著　大山晶 訳） 50

マ行
マーサ・ヌスバウム　人間性涵養の哲学（神島裕子 著） 78
村上春樹翻訳ライブラリー　マイ・ロスト・シティー（村上春樹 

訳　スコット・フィッツジェラルド 著） 35
こころを見つめる　ＭＵＳＴの人生（加藤恭子 著） 23
松岡正剛の書棚　松丸本舗の挑戦（松岡正剛 著） 30
祭りのゆくえ　都市祝祭新論（松平誠 著） 56
まねき通り十二景（山本一力 著） 18
マハン海軍戦略（アルフ㆑ッド・Ｔ・マハン 著　井伊順彦 訳

　戸高一成 監修） 49
魔法飛行（川上未映子 著） 24

御隠居忍法　魔物（高橋義夫 著） 9
マルセイユの海鞘（奥本大三郎 著） 22
マルティーニ　建築論　㆑オナルド・ダ・ヴィンチ所蔵書入れ　ラ

ウ㆑ンツィアーナ手稿（ピエトロ・Ｃ・マラーニ 校訂　日高健一
郎 訳） 73

ミーナの行進（小川洋子 著） 4
中央公論特別編集　三島由紀夫と戦後（中央公論編集部 編）

 27
ミス・ダイヤモンドとセーラー服　エリザベス・リーその人と時代
（古川照美／千葉浩美 編） 44

村上春樹翻訳ライブラリー　水と水とが出会うところ（村上春
樹 訳　㆑イモンド・カーヴァー 著） 34

道端に光線（武田花 著） 71
道ひとすじ　不破哲三とともに生きる（上田七加子 著） 21
三日間の相棒（永瀬隼介 著） 11
密閉国家に生きる　私たちが愛して憎んだ北朝鮮（バーバラ・デ

ミック 著　園部哲 訳） 43
壬生烈風　幕末京都守護職始末（藤本ひとみ 著） 13

「宮沢賢治」の誕生　そのとき銀河鉄道の汽笛が鳴った（大角修 
著） 22

未来への羅針盤　世界に貢献できる自律的な日本人をつくる２０の
法則（畑恵 著） 43

ミリオンセラーガール（里見蘭 著） 6
向かい風で飛べ！（乾ルカ 著） 2
むかし原発 いま炭鉱　炭都［三池］から日本を掘る（熊谷博子 

著） 41
無常と偶然　日欧比較文化叙説（野内良三 著） 79
無神論　二千年の混沌と相克を超えて（竹下節子 著） 53
村上ソングズ（村上春樹／和田誠 著訳） 30
村上春樹翻訳ライブラリー　村上ソングズ（村上春樹 著訳　和

田誠 絵） 36
名作うしろ読み（斎藤美奈子 著） 26
明治大正史　世相篇（柳田国男 著　加藤秀俊 解説） 93
名将と参謀　時代を作った男たち（山内昌之／中村彰彦 著） 46
名将と名臣の条件（中村彰彦 著） 28
メディアと知識人　清水幾太郎の覇権と忘却（竹内洋 著） 62
メディアの発生　聖と俗をむすぶもの（加藤秀俊 著） 60
孟子（貝塚茂樹 訳　湯浅邦弘 解説） 83
もう一つの日米交流史　日米協会資料で読む20世紀（社団法

人　日米協会 編　五百旗頭真／久保文明／佐々木卓也／
簑原俊洋 監修） 63

モーツァルトのむくみ　歴史人物12人を検死する（フィリップ・
マコウィアク 著　小林力 訳） 44

望月青果店（小手鞠るい 著） 6
もっと塩味を！　Plus de sel, s'il vous plaît!　（林真理子 著）

 11
戻る男（山本甲士 著） 18
モナ・リザの背中（吉田篤弘 著） 18
モナドロジー　形而上学叙説（ライプニッツ 著　清水富雄

／竹田篤司／飯塚勝久 訳　下村寅太郎 解説） 94
モンスター　暗躍する次のアルカイダ（山田敏弘 著） 46
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ヤ行
野球とニューヨーク　黒い球運を生んだ移民都市（佐山和夫 

著） 42
野球にときめいて　王貞治、半生を語る（王貞治 著） 40
優しいおとな（桐野夏生 著） 5
山田章博画集　軽装版（山田章博 著） 72
日本は世界のまほろば　消えるもの､残すもの､そして創ること（尾

島俊雄 著） 67
大和悠河のオペラとお菓子の旅　愛のヒロインを生きて（大和

悠河 著） 72
ヤミーさんのお気に入り！　あの人に教えてもらった㆑

シピ帖（ヤミー 著） 70
闇医者おゑん秘録帖（あさのあつこ 著） 2
ユートピアだより（ウィリアム・モリス 著　五島茂／飯塚一郎 

訳　多田稔 解説） 81
ユニバーサルファッション宣言　PartⅡ（ユニバーサルフ

ァッション協会 著） 70
夢行脚　俳人・諸九の恋（浮穴みみ 著） 3
夢解釈　〈初版〉上（フロイト 著　金関猛 訳） 91
夢解釈　〈初版〉下（フロイト 著　金関猛 訳） 91
夢も定かに（澤田瞳子 著） 6
八日目の蝉（角田光代 著） 5
笹川良一と東京裁判③　容疑・逮捕・訊問（伊藤隆 編） 50
養生訓ほか（貝原益軒 著　松田道雄 訳　深澤一幸 解説）

 83
ヨーロッパの装飾芸術　第１巻　ルネサンスとマニエリスム（ア

ラン・グルベール 総編集　木島俊介 監訳） 73
ヨーロッパの装飾芸術　第２巻　古典主義とバロック（アラ

ン・グルベール 総編集　鈴木杜幾子 監訳） 73
ヨーロッパの装飾芸術　第３巻　新古典主義からアール・デコ
（アラン・グルベール 総編集　鈴木博之 監訳） 73

吉田茂書翰　追補（吉田茂 著　財団法人　吉田茂国際基
金 編） 64

中央公論特別編集　吉本隆明の世界（中央公論編集部 編）
 27

世のなか安穏なれ　現代社会と仏教（大谷光真 著） 51
読売新聞 用字用語の手引き　第３版（読売新聞社 編著）

 70
よみがえれ、日本の医療（日野原重明／高木邦格 著） 63
読むとだれかに語りたくなる　わたしの乱読手帖（大竹昭子 

著） 22
夜の終焉　（上）（堂場瞬一 著） 9
夜の終焉　（下）（堂場瞬一 著） 9
夜の橋　新装改版（藤沢周平 著） 12
四十一炮（上）（莫言 著　吉田富夫 訳） 36
四十一炮（下）（莫言 著　吉田富夫 訳） 36

ラ行
ライジング・ジャパン（ポール室山 著） 63
楽園のハ㆑プ㆑　ハワイ教会500堂巡礼（武実逢人 著） 27
何度でも使える！　ラジウム入り美顔シリコンフェイスマスク
（中央公論新社事業開発部 編） 69

ラスト・コード（堂場瞬一 著） 10

ラミ流　How to succeed and be positive（ア㆑ックス・ラミ㆑ス 
著） 38

蘭学事始ほか（杉田玄白 著　芳賀徹／緒方富雄／楢林忠
男 訳　芳賀徹 解説） 86

ランプコントロール（大崎善生 著） 3
ランボーの言葉　地獄を見た男からのメッセージ（野内良三 編

訳） 33
リヴァイアサンⅠ（ホッブズ 著　永井道雄／上田邦義 訳　川

出良枝 解説） 92
リヴァイアサンⅡ（ホッブズ 著　永井道雄／上田邦義 訳） 92
リクルート事件・江副浩正の真実（江副浩正 著） 39
リスクと向きあう　福島原発事故以後（中西準子 著　河野博

子 聞き手） 63
立正安国論ほか（日蓮 著　紀野一義 訳　紀野一義 解説）

 88
立命館アジア太平洋大学誕生物語　世界協学の大学づくり
（ＡＰＵ誕生物語編集委員会 著） 38

リデルハートとリベラルな戦争観（石津朋之 著） 38
リハビリ・ダンディ　野坂昭如と私 介護の二千日（野坂暘子 著）

 28
リヒャルト・ハイゼ物語　白虎隊の丘に眠る或るドイツ人の半生
（瀬野文教 著） 26

RE＊PAIR（リペア）（吉永南央 著） 18
劉邦（佐竹靖彦 著） 52
良寛道人遺稿（良寛 著　柳田聖山 解説） 94
料理革命（エルヴェ・ティス／ピエール・ガニェール 著　伊藤

文 訳） 39
リンカン　（上）　南北戦争勃発（ドリス・カーンズ・グッドウィ

ン 著　平岡緑 訳） 54
リンカン　（下）　奴隷解放宣言（ドリス・カーンズ・グッドウィ

ン 著　平岡緑 訳） 54
臨済録（柳田聖山 訳　柳田聖山 解説） 94
ルーヴルはやまわり　2時間で満喫できるルーヴルの名画（有地

京子 著） 66
流転の子　最後の皇女・愛新覚羅嫮生（本岡典子 著） 46
ルネサンスの聖史劇（杉山博昭 著） 53
IH ルビコン　共和政ローマ崩壊への物語（トム・ホランド 著　

小林朋則 訳　本村凌二 監修） 54
冷戦の起源　戦後アジアの国際環境Ⅰ（永井陽之助 著） 87
冷戦の起源　戦後アジアの国際環境Ⅱ（永井陽之助 著） 87
㆑イモンド・カーヴァー　作家としての人生（キャロル・スク㆑

ナカ 著　星野真理 訳　村上春樹 解説） 32
歴史の暮方　共産主義的人間（林達夫 著　中川久定 解

説） 89
㆑マルク　最も読まれ、最も攻撃された作家（足立邦夫 著） 49
恋愛呼吸（服部みれい／加藤俊朗 著） 69
恋愛書簡術　古今東西の文豪に学ぶテクニック講座（中条省平 

著） 54
牢獄の超人（美達大和 著） 15
老子（小川環樹 訳　高木智見 解説） 82
ローマ盛衰原因論（モンテスキュー 著　井上幸治訳　本村

凌二 解説） 93
「ローマの休日」を仕掛けた男　不屈の映画人ダルトン・トランボ

（ピーター・ハンソン 著　松枝愛 訳） 44
ロカルノ条約　シュト㆑ーゼマンとヨーロッパの再建（牧野雅彦 



232

書名索引

著） 76
論語Ⅰ（貝塚茂樹 訳　𢎭和順 解説） 82
論語Ⅱ（貝塚茂樹 訳） 83
論理哲学論（ウィトゲンシュタイン 著　山元一郎 訳　野家

啓一 解説） 81

ワ行
村上春樹翻訳ライブラリー　ワールズ・エンド（世界の果て）（村

上春樹 訳　ポール・セロー 著） 36
わが外交人生（丹波實 著） 43
若き日のブッダ　ゴータマ・シッダールタ（里中満智子 著） 98
若く見られる人はほんとに若い！　老化を防ぐ食事法（廣田

孝子 著） 69
こころを見つめる　わが人生の三原則（山折哲雄 著） 31
我が偏愛のピアニスト（青柳いづみこ 著） 49
別れの何が悲しいのですかと、三國連太郎は言った（宇

都宮直子 著） 21
村上春樹翻訳ライブラリー　私たちが㆑イモンド・カーヴァー

について語ること（村上春樹 訳　サム・ハルパート 編） 35
村上春樹翻訳ライブラリー　私たちの隣人、㆑イモンド・カー

ヴァー（村上春樹 編訳） 35
私と20世紀のクロニクル（ドナルド・キーン 著　角地幸男 

訳） 28
私の個人主義ほか（夏目漱石 著　加藤典洋 解説） 88
私の大事な場所（ドナルド・キーン 著） 27
私は負けない　「郵便不正事件」はこうして作られた（村木厚子 著

　江川紹子 聞き手・構成） 46
渡邉恒雄回顧録（渡邉恒雄 著　伊藤隆／御厨貴／飯尾潤 

編） 48
笑うハー㆑キン（道尾秀介 著） 15
われ敗れたり　コンピュータ棋戦のすべてを語る（米長邦雄 著）

 47
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英 字

ＡＰＵ誕生物語編集委員会（ＡＰＵたんじょうも
のがたりへんしゅういいんかい） 38

C・D・B・ブライアン 35
Ｊ・ホイジンガ 92
Ｓ = モンティフィオーリ→ヒュー・――

ア 行

アーヴィング→ジョン・――
アーチー・ブラウン 49
愛 川 晶（あいかわ あきら） 1
會 津 八 一（あいづ やいち） 80
青 木 和 夫（あおき かずお） 80
青 島 広 志（あおしま ひろし） 20
青柳いづみこ（あおやぎ いづみこ） 49
青 山 七 恵（あおやま ななえ） 1
赤 川 次 郎（あかがわ じろう） 1
赤 沢 正 敏（あかざわ まさとし） 91
秋山まりあ（あきやま まりあ） 66
明 野 照 葉（あけの てるは） 1
アザー・ガット 59
浅 田 次 郎（あさだ じろう） 1, 20
朝 田 芳 信（あさだ よしのぶ） 69
あさのあつこ（あさの あつこ） 2
朝 山 実（あさやま じつ） 20
アストリート・フライアイゼン 38
足 立 邦 夫（あだち くにお） 49
安 達 元 一（あだち もといち） 2
アダム・スミス 80
渥 美 饒 児（あつみ じょうじ） 2
アドルノ→テオドール・Ｗ・――
阿 部 知 二（あべ ともじ） 25
尼ヶ崎徳一（あまがさき とくいち） 81

天 野 郁 夫（あまの いくお） 75
網 野 菊（あみの きく） 25
新 井 え り（あらい えり） 38
新 井 白 石（あらい はくせき） 80
新 井 素 子（あらい もとこ） 2
荒 井 保 男（あらい やすお） 20
荒木昭太郎（あらき しょうたろう） 93
嵐山光三郎（あらしやま こうざぶろう） 20
荒 巻 義 雄（あらまき よしお） 96～98
ア ラ ン 80
アラン・グルベール 73
アリストテレス 81
有 地 京 子（ありち きょうこ） 66
有 馬 頼 義（ありま よりちか） 25
アルヴィン・バーンスタイン 60
アルノ・ブレーカー 38
アルフレッド・Ｔ・マハン 49
アレグザンダー・ウォー 49
アレックス・ラミレス 38
アレックス・バタワース 50
アレックス・プルドーム 32
アンジェロ・ヴァイラ 38
安 藤 公 一（あんどう こういち） 51
安 東 能 明（あんどう よしあき） 2
安藤百福発明記念館（あんどうももふくはつめいき

ねんかん） 59
井 伊 順 彦（いい のぶひこ） 49
飯 尾 潤（いいお じゅん） 48, 59, 75
飯 島 祐 輔（いいじま ゆうすけ） 96～98
飯 田 照 明（いいだ てるあき） 92
飯 塚 一 郎（いいづか いちろう） 81, 85
飯 塚 勝 久（いいづか かつひさ） 94
イェイツ→フランシス・Ａ・――
家 近 良 樹（いえちか よしき） 75
五百旗頭真（いおきべ まこと） 52, 63
池 内 恵（いけうち さとし） 59

著訳編者名索引

（全集は除きます）
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池 澤 夏 樹（いけざわ なつき） 20
池 田 修（いけだ おさむ） 80, 90
池 田 廉（いけだ きよし） 92
池 田 清 彦（いけだ きよひこ） 78
池 田 大 作（いけだ だいさく） 20, 50
池 田 知 久（いけだ ともひさ） 86
池 田 雅 之（いけだ まさゆき） 87
池田理代子（いけだ りよこ） 95
池 長 澄（いけなが きよし） 92
池 辺 義 教（いけべ よしのり） 92
伊坂幸太郎（いさか こうたろう） 2
イザベル・テランス 38
石 井 徹 也（いしい てつや） 46
石井美樹子（いしい みきこ） 50
石 川 晃 弘（いしかわ あきひろ） 85
石 川 九 楊（いしかわ きゅうよう） 50
石田省三郎（いしだ しょうざぶろう） 60
石 田 瑞 麿（いしだ みずまろ） 85
石 津 朋 之（いしづ ともゆき） 38, 59, 60, 64
石 渡 嶺 司（いしわたり れいじ） 66
伊豆田悦義（いずた えつよし） 60
泉 典 子（いずみ のりこ） 38, 39, 53
磯 村 尚 弘（いそむら なおひろ） 56
伊 高 浩 昭（いだか ひろあき） 44
市 川 慎 子（いちかわ のりこ） 20
一ノ瀬正樹（いちのせ まさき） 85, 90
一 休 宗 純（いっきゅうそうじゅん） 81
伊 藤 惇 夫（いとう あつお） 59
伊 藤 文（いとう あや） 39, 44
伊 藤 滋（いとう しげる） 59
伊 藤 整（いとう せい） 25
伊 藤 隆（いとう たかし） 48, 50～52, 59
伊 藤 洋（いとう ひろし） 32
伊藤比呂美（いとう ひろみ） 21
伊 藤 理 佐（いとう りさ） 67
伊 奈 久 喜（いな ひさよし） 39
稲 垣 瑞 雄（いながき みずお） 2
乾 ル カ（いぬい るか） 2
井 上 明 久（いのうえ あきひさ） 69
井 上 荒 野（いのうえ あれの） 2
井 上 幸 治（いのうえ こうじ） 93, 94
井 上 茂 男（いのうえ しげお） 39
井 上 庄 七（いのうえ しょうしち） 87
井 上 寿 一（いのうえ としかず） 86
井上ひさし（いのうえ ひさし） 3, 21

井 上 光 貞（いのうえ みつさだ） 81
猪熊弦一郎（いのくま げんいちろう） 25
猪 瀬 直 樹（いのせ なおき） 39
井 伏 鱒 二（いぶせ ますじ） 25
今田美奈子（いまだ みなこ） 39
今 谷 明（いまたに あきら） 89
今 西 錦 司（いまにし きんじ） 81
今 道 友 信（いまみち とものぶ） 81
イルダ・ガデア 39
岩 崎 育 夫（いわさき いくお） 75
ヴァイラ→アンジェロ・――
ウィトゲンシュタイン 81
ウィリアム・モリス 81
ウィリアムソン・マーレー 60
ヴィルジニー・ムザ 32
上 田 邦 義（うえだ くによし） 92
上田七加子（うえだ なかこ） 21
上 田 秀 人（うえだ ひでと） 3
上 塚 司（うえつか つかさ） 86
上野千鶴子（うえの ちづこ） 60
上 野 佳 恵（うえの よしえ） 78
植松三十里（うえまつ みどり） 3
ウォー→アレグザンダー・――
ヴォルテール 81
ウォルマー→クリスティアン・――
浮 穴 み み（うきあな みみ） 3
潮 木 守 一（うしおぎ もりかず） 75
牛 島 信 明（うしじま のぶあき） 80
内 田 康 夫（うちだ やすお） 3
宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）（うちゅうこ

うくうけんきゅうかいはつきこう） 28
宇都宮直子（うつのみや なおこ） 21
梅 棹 忠 夫（うめさお ただお） 75, 81, 82
梅 田 望 夫（うめだ もちお） 21
エイコス：17世紀フランス演劇研究会（えいこ

す：１７せいきふらんすえんげきけんきゅうかい） 32
江 川 紹 子（えがわ しょうこ） 46
江崎玲於奈（えさき れおな） 39
江 面 弘 也（えずら こうや） 39
江 副 浩 正（えぞえ ひろまさ） 39, 60
江 藤 淳（えとう じゅん） 31
江 原 啓 之（えはら ひろゆき） 21, 22
エラスムス 82
エリオット→T・S・――
エルヴェ・ティス 39
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エルンスト・Ｈ・カントーロヴィチ 51
エンマ・ラ・スピーナ 39
王 貞 治（おう さだはる） 40
王 陽 明（おう ようめい） 82
尾 浦 正 二（おうら しょうじ） 68
大 石 英 司（おおいし えいじ） 3
大 岩 昌 子（おおいわ しょうこ） 38
大 角 修（おおかど おさむ） 22
大 鐘 武（おおがね たけし） 85
大 川 潤（おおかわ じゅん） 78
大 川 智 彦（おおかわともひこ） 66
大 木 毅（おおき たけし） 51
大久保寛司（おおくぼ かんじ） 60
大久保恵子（おおくぼ けいこ） 26
大久保満男（おおくぼ みつお） 66
大 隈 裕 子（おおくま ゆうこ） 67
大河内暁男（おおこうち あきお） 80
大河内一男（おおこうち かずお） 80
大 崎 善 生（おおさき よしお） 3, 22
大 笹 吉 雄（おおざさ よしお） 75
大 島 英 美（おおしま えみ） 67
大 島 伸 一（おおしま しんいち） 66
大 嶋 仁（おおしま ひとし） 76
太 田 忠 司（おおた ただし） 4
大田垣晴子（おおたがき せいこ） 22
大 竹 昭 子（おおたけ あきこ） 22
大 谷 光 真（おおたに こうしん） 51
大手小町編集部（おおてこまちへんしゅうぶ） 40
大 橋 一 章（おおはし かつあき） 80
大 平 光 代（おおひら みつよ） 22, 23
大 渕 修 一（おおぶち しゅういち） 67
大 道 典 嘉（おおみち のりよし） 40
大 村 克 巳（おおむら かつみ） 40
大 山 晶（おおやま あきら） 50
緒 方 富 雄（おがた とみお） 86
岡 野 弘 彦（おかの ひろひこ） 82
小 川 環 樹（おがわ たまき） 82
小 川 浩 之（おがわ ひろゆき） 76
小 川 洋 子（おがわ ようこ） 4
沖 麻 実 也（おき まみや） 71
荻野アンナ（おぎの） 22
荻 原 規 子（おぎわら のりこ） 4
奥 宮 誠 次（おくみや せいじ） 9
奥本大三郎（おくもと だいさぶろう） 22
奥山景布子（おくやま きょうこ） 4

小 倉 孝 誠（おぐら こうせい） 23
小 倉 志 祥（おぐら ゆきよし） 93
尾崎真理子（おざき まりこ） 23
長 田 弘（おさだ ひろし） 23
大 佛 次 郎（おさらぎ じろう） 25
尾 島 俊 雄（おじま としお） 59, 67
小 田 智 敏（おだ ともはる） 49
尾 高 京 子（おだか きょうこ） 25
オディール・デュスッド 32
小 野 四 平（おの しへい） 84
小 野 正 典（おの まさのり） 60
小野寺牧子（おのでら まきこ） 23
小 尾 郊 一（おび こういち） 51
折 口 信 夫（おりくち しのぶ） 82
オ ル テ ガ 82
恩 田 陸（おんだ りく） 5

カ 行

夏 徳 仁（か とくじん） 60
カーヴァー→レイモンド・――
カール=ハインツ・フリーザー 51
甲斐美都里（かい みどり） 23
貝 塚 茂 樹（かいづか しげき） 82～84
貝 原 益 軒（かいばら えきけん） 83
柿 木 伸 之（かきぎ のぶゆき） 49
垣 添 忠 生（かきぞえ ただお） 23
垣 根 涼 介（かきね りょうすけ） 5
角 田 光 代（かくた みつよ） 5
角 地 幸 男（かくち ゆきお） 28
角野史比古（かくの ふみひこ） 40
懸 田 克 躬（かけた かつみ） 91
葛 西 敬 之（かさい よしゆき） 60
柏 原 啓 一（かしわばら けいいち） 83
カストロ→フアーナ・――
粕 谷 一 希（かすや かずき） 78
片倉もとこ（かたくら もとこ） 23
勝 海 舟（かつ かいしゅう） 83
勝 小 吉（かつ こよし） 83
ガット→アザー・――
桂 歌 丸（かつら うたまる） 23
ガデア→イルダ・――
加 藤 恭 子（かとう きょうこ） 23
加 藤 徹（かとう とおる） 51, 76
加 藤 俊 朗（かとう としろう） 69
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加 藤 典 洋（かとう のりひろ） 88
加 藤 秀 俊（かとう ひでとし） 60, 93
金 関 猛（かなせき たけし） 91
ガニェール→ピエール・――
金子しずか（かねこ しずか） 23
金 子 義 保（かねこ よしやす） 40
加 野 泉（かの いずみ） 56
加 納 喜 光（かのう よしみつ） 51
樺 山 紘 一（かばやま こういち） 90
株式会社ワーク・ライフバランス 65
鎌 田 實（かまた みのる） 23, 40
鎌 田 康 男（かまた やすお） 85
上 岡 伸 雄（かみおか のぶお） 40
神 島 裕 子（かみしま ゆうこ） 78
神野慧一郎（かみの けいいちろう） 87
上 村 達 雄（かみむら たつお） 57, 58
亀 井 俊 介（かめい しゅんすけ） 86
亀 山 早 苗（かめやま さなえ） 24, 40
茅 田 砂 胡（かやた すなこ） 71, 98, 99
唐 十 郎（から じゅうろう） 5
唐 木 順 三（からき じゅんぞう） 78
唐沢なをき（からさわ なをき） 98
ガ リ レ オ 83
苅 部 直（かるべ ただし） 75
カレル→パウル・――
河 合 俊 雄（かわい としお） 94
川 内 美 加（かわうち みか） 41
川 勝 義 雄（かわかつ よしお） 84
川 上 弘 美（かわかみ ひろみ） 5
川上未映子（かわかみ みえこ） 24
川 崎 宏（かわさき ひろし） 83
川島ルミ子（かわしま るみこ） 44
川 副 武 胤（かわそえ たけたね） 81
川 田 順 造（かわだ じゅんぞう） 48, 94
川 出 良 枝（かわで よしえ） 92
川 成 洋（かわなり よう） 78
河 野 裕 子（かわの ゆうこ） 24
川 端 康 成（かわばた やすなり） 25
川 本 三 郎（かわもと さぶろう） 84
カ ン ト 83
カントーロヴィチ→エルンスト・Ｈ・――
菅 野 覚 明（かんの かくみょう） 88
キーン→ドナルド・――
菊 澤 研 宗（きくざわ けんそう） 39
木 島 俊 介（きじま しゅんすけ） 73

岸 本 葉 子（きしもと ようこ） 24
北 一 輝（きた いっき） 83
木 田 元（きだ げん） 80
喜 多 喜 久（きた よしひさ） 5
北 岡 伸 一（きたおか しんいち） 60～62
北 嶋 美 雪（きたじま みゆき） 81
北代美和子（きただい みわこ） 43
北 村 邦 夫（きたむら くにお） 67
紀 野 一 義（きの かずよし） 88
木 下 亮（きのした あきら） 41
樹 下 龍 児（きのした りゅうじ） 41
君 塚 直 隆（きみづか なおたか） 61
木 村 正 身（きむら まさみ） 85
木村由美子（きむら ゆみこ） 41
キャシー・グラス 32
キャロル・スクレナカ 32
京 極 夏 彦（きょうごく なつひこ） 5
清 川 雪 彦（きよかわ ゆきひこ） 93
桐 田 清 秀（きりた きよひで） 86
桐 野 夏 生（きりの なつお） 5
キルケゴール 83
グイド・クノップ 51
空 海（くうかい） 83
楠田枝里子（くすた えりこ） 67
楠 田 実（くすだ みのる） 52
楠 茂 樹（くすのき しげき） 79
楠 美 佐 子（くすのき みさこ） 79
沓 掛 良 彦（くつかけ よしひこ） 25
グッドウィン→ドリス・カーンズ・――
グデーリアン→ハインツ・――
工 藤 喜 作（くどう きさく） 86
工藤美代子（くどう みよこ） 41
工 藤 雪 枝（くどう ゆきえ） 41
クノップ→グイド・――
久 保 文 明（くぼ ふみあき） 61, 63
久 保 正 彰（くぼまさあき） 87
熊 谷 博 子（くまがい ひろこ） 41
熊 倉 功 夫（くまくら いさお） 73
倉 沢 愛 子（くらさわ あいこ） 61
グラス→キャシー・――
クラフト・エヴィング商會 25
グリーン→トビー・――
クリスティアン・ウォルマー 61
グルベール→アラン・――
畔 柳 昭 雄（くろやなぎ あきお） 52
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桑 原 武 夫（くわばら たけお） 80
桑 原 真 夫（くわばら まさお） 78
経済同友会（けいざいどうゆうかい） 61
ケ イ ン ズ 83
ケリー→ジョン・――
軒 上 泊（けんじょう はく） 6
小 池 邦 夫（こいけ くにお） 67
小池章太郎（こいけ しょうたろう） 84
小池真理子（こいけ まりこ） 6
公益財団法人　世界平和研究所（こうえきざいだ

んほうじんせかいへいわけんきゅうしょ） 62
公益財団法人　日本国際問題研究所（こうえき

ざいだんほうじんにほんこくさいもんだいけんきゅうし

ょ） 61
工学院大学学園百二十五年史編纂委員会（こ

うがくいんだいがくがくえん１２５ねんしへんさんいい

んかい） 73
高 坂 正 堯（こうさか まさたか） 84
髙 坂 盛 彦（こうさか もりひこ） 41
幸 田 文（こうだ あや） 25
河 野 博 子（こうの ひろこ） 63
小 島 俊 明（こじま としはる） 32
小 島 水 青（こじま みずお） 6
小 谷 賢（こたに けん） 39
児 玉 清（こだま きよし） 25
児 玉 幸 多（こだま こうた） 88
小手鞠るい（こでまり るい） 6
五 島 茂（ごとう しげる） 81
後 藤 正 治（ごとう まさはる） 25, 41
小西嘉四郎（こにし かしろう） 90
小 林 公（こばやし いさお） 51
小 林 恭 子（こばやし ぎんこ） 79
小 林 惟 司（こばやし ただし） 88
小 林 力（こばやし つとむ） 43～46
小 林 朋 則（こばやし とものり） 45, 54, 55
小 林 秀 雄（こばやし ひでお） 25
小 林 英 樹（こばやし ひでき） 71
小 林 正 宏（こばやし まさひろ） 61
小 林 善 彦（こばやし よしひこ） 94
小堀桂一郎（こぼり けいいちろう） 86
駒 敏 郎（こま としお） 88
駒 崎 優（こまざき ゆう） 25
小 松 春 雄（こまつ はるお） 89
小 宮 山 宏（こみやま ひろし） 61
小 室 淑 恵（こむろ としえ） 65

小 谷 野 敦（こやの あつし） 25, 26
コリンズ→マリーア＝アントニエタ・――
近 藤 秀 樹（こんどう ひでき） 83, 86
今 野 敏（こんの びん） 6

サ 行

財団法人　吉田茂国際基金（ざいだんほうじんよ
しだしげるこくさいききん） 64

斉 藤 理（さいとう ただし） 90
斎 藤 博（さいとう ひろし） 86
斎藤美奈子（さいとう みなこ） 26
佐 伯 有 清（さえき ありきよ） 81
佐 伯 英 隆（さえき ひでたか） 78
榊 原 英 資（さかきばら えいすけ） 61
坂 口 安 吾（さかぐち あんご） 84
坂 田 徳 男（さかた とくお） 92
坂 部 恵（さかべ めぐみ） 83
坂本多加雄（さかもと たかお） 90
坂本麻裕子（さかもと まゆこ） 56
佐 倉 統（さくら おさむ） 82
桜 井 正 光（さくらい まさみつ） 61
櫻 田 淳（さくらだ じゅん） 87
左近允尚敏（さこんじょう なおとし） 42
佐 々 木 孝（ささき たかし） 82
佐々木卓也（ささき たくや） 63
笹 山 晴 生（ささやま はるお） 81
佐 竹 靖 彦（さたけ やすひこ） 52
サトウサンペイ 68
佐 藤 武（さとう たけし） 68
佐藤万作子（さとう まさこ） 68
佐 藤 優（さとう まさる） 61, 62
佐 藤 洋 一（さとう よういち） 69
里中満智子（さとなか まちこ） 98
里 見 蘭（さとみ らん） 6
サム・ハルパート 35
佐 山 和 夫（さやま かずお） 42
沢田多喜男（さわだ たきお） 84
澤 田 瞳 子（さわだ とうこ） 6
澤田ふじ子（さわだ ふじこ） 6, 7
佐 原 秋 生（さわら しゅうせい） 38
サンテグジュペリ 32
三遊亭円朝（さんゆうてい えんちょう） 84
椎 名 玲（しいな れい） 68
ジェイ・バーレサン 45
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塩川亜咲子（しおかわ あさこ） 32
塩 川 徹 也（しおかわ てつや） 89
塩 原 通 緒（しおばら みちお） 49
志 賀 直 哉（しが なおや） 25
重 松 清（しげまつ きよし） 7
重 光 葵（しげみつ まもる） 52
重 森 三 玲（しげもり みれい） 52
篠 沢 秀 夫（しのざわ ひでお） 37
篠 田 英 雄（しのだ ひでお） 90
忍 青 龍（しのぶ しょうりゅう） 98
司馬遼太郎（しば りょうたろう） 7, 8
司 馬 遷（しばせん） 84
柴 田 聡（しばた さとる） 62
柴田治三郎（しばた じさぶろう） 90
柴 田 光 彦（しばた みつひこ） 26
柴 田 元 幸（しばた もとゆき） 33
島 田 虔 次（しまだ けんじ） 86
島田奈央子（しまだ なおこ） 42
島 本 理 生（しまもと りお） 8
清 水 多 吉（しみず たきち） 76
清 水 富 雄（しみず とみお） 94
清水ろっかん（しみず ろっかん） 68
下斗米伸夫（しもとまい のぶお） 49
下 村 治（しもむら おさむ） 84
下村寅太郎（しもむら とらたろう） 94
シモン→フランソワ・――
社団法人　日米協会（しゃだんほうじんにちべいき

ょうかい） 63
シャツカー→マーク・――
朱 建 栄（しゅ けんえい） 86
ジュリア・チャイルド 32
荀 子（じゅんし） 84
庄司潤一郎（しょうじ じゅんいちろう） 64

「摂受心院」刊行会（しょうじゅしんいんかんこうかい）

 52
聖 徳 太 子（しょうとくたいし） 85
昭和史検定委員会（しょうわしけんていいいんかい）

 68
ショーペンハウアー 85
ジョナサン・フィリップス 53
ジョフラン→ローラン・――
ジョルダン→ベルトラン・――
ジョン・アーヴィング 36
ジョン・ケリー 53
ジョン・ラスキン 85

ジョン・ロック 85
白 井 晟 一（しらい せいいち） 42
白 石 隆（しらいし たかし） 81, 86
白 坂 亜 紀（しらさか あき） 26
白 澤 卓 二（しらさわ たくじ） 68
新 宮 一 成（しんぐう かずしげ） 91

「真乗」刊行会（しんじょうかんこうかい） 53
新 堂 冬 樹（しんどう ふゆき） 8
新 野 剛 志（しんの たけし） 8
ジ ン メ ル 85
親 鸞（しんらん） 85
末 浦 広 海（すえうら ひろみ） 8
季 武 嘉 也（すえたけ よしや） 50
菅 原 裕 子（すがはら ゆうこ） 56
杉 田 玄 白（すぎた げんぱく） 86
杉原ひろみ（すぎはら ひろみ） 62
杉本秀太郎（すぎもと ひでたろう） 80, 86
杉 山 直 樹（すぎやま なおき） 92
杉山奈津子（すぎやま なつこ） 68
杉 山 博 昭（すぎやま ひろあき） 53
スクレナカ→キャロル・――
スコット・フィッツジェラルド 32, 35
鈴木貫太郎（すずき かんたろう） 86
鈴 木 大 拙（すずき だいせつ） 86
鈴木杜幾子（すずき ときこ） 73
鈴 木 敏 夫（すずき としお） 42
鈴 木 春 男（すずき はるお） 85
鈴 木 博 之（すずき ひろゆき） 73
鈴 木 嘉 一（すずき よしかず） 42
鈴 木 理 華（すずき りか） 71, 99
ステファン・ハガード 62
ストランド→マーク・――
スピーナ→エンマ・ラ・――
ス ピ ノ ザ 86
角 敦 子（すみ あつこ） 54
スミス→アダム・――
住 田 憲 是（すみた かずよし） 68
関 根 清 三（せきね せいぞう） 88
瀬戸内寂聴（せとうち じゃくちょう） 8, 26, 53
瀬 野 文 教（せの ふみのり） 26
セルジョ・リコッサ 53
セロー→ポール・――
セロー→マーセル・――
セロー→ルイ・――
千 宗 室（せん そうしつ） 26
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荘 子（そうじ） 86
薗浦健太郎（そのうら けんたろう） 42
園 部 逸 夫（そのべ いつお） 42
園 部 哲（そのべ さとし） 43
孫 文（そんぶん） 86

タ 行

大 門 剛 明（だいもん たけあき） 8
平 安 寿 子（たいら あすこ） 9
タウト→ブルーノ・――
高 木 き せ（たかぎ きせ） 32
高 木 邦 格（たかぎ くにのり） 63
高 木 智 見（たかぎ さとみ） 82
高 木 玲（たかぎ りょう） 51
髙 崎 卓 馬（たかさき たくま） 9
高 田 創（たかだ はじめ） 62
高 橋 明 也（たかはし あきや） 71
高 橋 徹（たかはし あきら） 92
高 橋 憲 一（たかはし けんいち） 83
高 橋 是 清（たかはし これきよ） 86
高 橋 伸 彰（たかはし のぶあき） 83
高 橋 安 光（たかはし やすみつ） 81
髙 橋 洋 一（たかはし よういち） 38
高 橋 義 夫（たかはし よしお） 9
高松宮妃喜久子（たかまつのみやひきくこ） 27
高円宮憲仁親王（たかまどのみや のりひとしんのう）

 27
高円宮殿下伝記刊行委員会（たかまどのみやでん

かでんきかんこういいんかい） 42
瀧 井 孝 作（たきい こうさく） 25
滝 田 恭 子（たきた きょうこ） 39
瀧 藤 尊 教（たきとう そんきょう） 85
竹 内 薫（たけうち かおる） 79
竹 内 洋（たけうち よう） 62
竹沢尚一郎（たけざわ しょういちろう） 42
竹 下 節 子（たけした せつこ） 53
竹 田 篤 司（たけだ あつし） 94
武 田 知 己（たけだ ともき） 52
武 田 花（たけだ はな） 71
竹 中 治 堅（たけなか はるかた） 76
竹 中 平 蔵（たけなか へいぞう） 62
武 実 逢 人（たけみ あうと） 27
竹 森 俊 平（たけもり しゅんぺい） 62
竹 山 道 雄（たけやま みちお） 87

田 島 知 郎（たじま ともお） 53
田 添 京 二（たぞえ きょうじ） 80
多 田 麻 美（ただ あさみ） 37
多 田 武（ただ たけし） 60
多 田 稔（ただ みのる） 81
立 花 隆（たちばな たかし） 53
田 中 彰（たなか あきら） 94
田 中 仙 融（たなか せんゆう） 54
田中美知太郎（たなか みちたろう） 81, 90, 91
田中宥久子（たなか ゆくこ） 68
谷 泰（たに ゆたか） 83
谷崎潤一郎（たにざき じゅんいちろう） 25, 87
谷 光 太 郎（たにみつ たろう） 76
田 沼 武 能（たぬま たけよし） 71
田之頭安彦（たのがしら やすひこ） 91
玉野井芳郎（たまのい よしろう） 80
田 村 晃 祐（たむら こうゆう） 85
俵 万 智（たわら まち） 9
俵 萠 子（たわら もえこ） 43
丹 波 實（たんば みのる） 43
チェーホフ 33
千 田 善（ちだ ぜん） 43
千 葉 俊 二（ちば しゅんじ） 30, 87
千 葉 浩 美（ちば ひろみ） 44
チャイルド→ジュリア・――
中央公論新社事業開発部（ちゅうおうこうろんしん

しゃじぎょうかいはつぶ） 69
中央公論編集部（ちゅうおうこうろんへんしゅうぶ）

 27
中 条 省 平（ちゅうじょう しょうへい） 54
辻 井 喬（つじい たかし） 27, 80
辻 口 博 啓（つじぐち ひろのぶ） 69
辻 原 登（つじはら のぼる） 33
土 田 宏（つちだ ひろし） 63
筒 井 清 忠（つつい きよただ） 63, 79
壷 井 榮（つぼい さかえ） 25
坪 子 理 美（つぼこ まさみ） 45
津 村 寛 二（つむら かんじ） 81
津村記久子（つむら きくこ） 9
鶴 我 裕 子（つるが ひろこ） 27
鶴 間 和 幸（つるま かずゆき） 54
T・S・エリオット 87
デイヴィッド・ブロー 54
ティス→エルヴェ・――
ティラー・J・マッツエオ 43
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テオドール・Ｗ・アドルノ 49
デ カ ル ト 87
手 塚 富 雄（てづか とみお） 88
デミック→バーバラ・――
デュスッド→オディール・――
寺 田 和 夫（てらだ かずお） 82
寺 田 寅 彦（てらだ とらひこ） 25
テランス→イザベル・――
照 屋 佳 男（てるや よしお） 87
トゥキュディデス 87
堂 場 瞬 一（どうば しゅんいち） 9, 10
堂 目 卓 生（どうめ たくお） 80
トーマス・へイガー 43
富樫倫太郎（とがし りんたろう） 10
土 岐 邦 夫（とき くにお） 83, 90
徳 川 夢 聲（とくがわ むせい） 25
徳 永 恂（とくなが まこと） 92
戸 髙 一 成（とだか かずしげ） 39, 49, 54
戸 塚 真 弓（とづか まゆみ） 27
礪 波 護（となみ まもる） 87, 93
ドナルド・キーン 8, 27, 28
土 肥 恒 之（どひ つねゆき） 76
トビー・グリーン 54
戸 部 良 一（とべ りょういち） 39
トム・ホランド 54
外山滋比古（とやま しげひこ） 28
外山ひとみ（とやま ひとみ） 43
鳥越憲三郎（とりごえ けんざぶろう） 54
ドリス・カーンズ・グッドウィン 54
トルストイ 33

ナ 行

内 藤 啓 子（ないとう けいこ） 28
内 藤 湖 南（ないとう こなん） 87
永 井 道 雄（ながい みちお） 92
永井陽之助（ながい ようのすけ） 87
長 井 好 弘（ながい よしひろ） 23
中 内 恒 夫（なかうち つねお） 83
中 川 久 定（なかがわ ひさやす） 89
中 川 信（なかがわ まこと） 81
中 沢 啓 治（なかざわ けいじ） 95
中 沢 洽 樹（なかざわ こうき） 88
中 路 啓 太（なかじ けいた） 10
中 島 京 子（なかじま きょうこ） 10

中 島 由 華（なかじま ゆか） 53
永 末 聡（ながすえ さとし） 59, 60
永 瀬 隼 介（ながせ しゅんすけ） 11
中津川りえ（なかつがわ） 69
中 西 準 子（なかにし じゅんこ） 63
中 西 進（なかにし すすむ） 86
中 西 寛（なかにし ひろし） 84
中 野 三 敏（なかの みつとし） 28, 90, 93
中 原 伸 之（なかはら のぶゆき） 63
中 村 彰 彦（なかむら あきひこ） 28, 46
中 村 元（なかむら げん） 85
中 村 隆 之（なかむら たかゆき） 89
中 村 白 葉（なかむら はくよう） 33
中 山 剛 史（なかやま たけし） 93
中 山 太 郎（なかやま たろう） 43
夏 目 漱 石（なつめ そうせき） 88
並 木 頼 寿（なみき よりひさ） 86
楢 林 忠 男（ならばやし ただお） 86
奈良本辰也（ならもと たつや） 88
成 毛 眞（なるけ まこと） 28
ニ ー チ ェ 88
西 尾 幹 二（にしお かんじ） 85, 88
西 澤 保 彦（にしざわ やすひこ） 11
日 蓮（にちれん） 88
二 宮 尊 徳（にのみや そんとく） 88
二 宮 敬（にのみや たかし） 82
二 宮 隆 洋（にのみや たかひろ） 55
日本口腔育成学会（にほんこうくういくせいがっかい）

 69
根 井 雅 弘（ねい まさひろ） 79
ねじめ正一（ねじめ しょういち） 28
根 本 峻 瑠（ねもと たける） 56
野 内 良 三（のうち りょうぞう） 33, 79
野 家 啓 一（のえ けいいち） 81
ノーランド→マーカス・――
野 上 照 代（のがみ てるよ） 11
野 口 聡 一（のぐち そういち） 28
野 口 実（のぐち みのる） 55
野 口 深 雪（のぐち みゆき） 32, 45
野 坂 暘 子（のさか ようこ） 28
野 崎 耕 二（のざき こうじ） 29
野 田 又 夫（のだ またお） 83, 87
ノックス→マクレガー・――
野 中 邦 子（のなか くにこ） 53
野村喜和夫（のむら きわお） 79
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著訳編者名索引

野 矢 茂 樹（のや しげき） 55

ハ 行

バ ー ク 88, 89
バーバラ・デミック 43
バーレサン→ジェイ・――
バーンスタイン→アルヴィン・――
ハイデガー 89
ハインツ・グデーリアン 55
パウル・カレル 55
芳 賀 徹（はが とおる） 86, 87
ハガード→ステファン・――
萩 耿 介（はぎ こうすけ） 11
橋 本 峰 雄（はしもと みねお） 86
バジョット 89
パ ス カ ル 89
馳 星 周（はせ せいしゅう） 29
長 谷 川 櫂（はせがわ かい） 11, 29
長 谷 川 毅（はせがわ つよし） 39, 55
長谷川如是閑（はせがわ にょぜかん） 25
長 谷 川 宏（はせがわ ひろし） 91
長谷川三千子（はせがわ みちこ） 29
長谷川洋三（はせがわ ようぞう） 63
畑 恵（はた けい） 43
バタワース→アレックス・――
服部みれい（はっとり みれい） 69
馬 場 錬 成（ばば れんせい） 43
浜 渦 哲 雄（はまうず てつお） 63
濱 田 康 行（はまだ やすゆき） 63
濱 野 成 秋（はまの せいしゅう） 11
早 坂 隆（はやさか たかし） 44
林 達 夫（はやし たつお） 89
林 芙 美 子（はやし ふみこ） 25
林 昌 宏（はやし まさひろ） 45
林 真 理 子（はやし まりこ） 11
林 田 新 二（はやしだ しんじ） 93
早 島 鏡 正（はやしま きょうしょう） 85
早 野 透（はやの とおる） 63
原 勝 郎（はら かつろう） 89
原 研 哉（はら けんや） 29
原 卓 也（はら たくや） 33
原 剛（はら たけし） 39
原 佑（はら たすく） 89
原 辰 徳（はら たつのり） 44

原 千 史（はら ちふみ） 49
原研哉ゼミ（はらけんやぜみ） 55
原 田 康 久（はらだ やすひさ） 69
ハルパート→サム・――
ハ ロ ッ ド 89
伴 蒿 蹊（ばん こうけい） 90, 93
伴 康 哉（ばん こうさい） 90
ハンソン→ピーター・――
坂 東 省 次（ばんどう しょうじ） 78
ひー、ぐーーすか 44
ピーター・ハンソン 44
ピエール・ガニェール 39
ピエール・ベルジェ 44
ピエトロ・Ｃ・マラーニ 73
檜 垣 立 哉（ひがき たつや） 92
樋 口 有 介（ひぐち ゆうすけ） 11, 12
日高健一郎（ひだか けんいちろう） 73
日野原重明（ひのはら しげあき） 29, 63
ヒュー・Ｓ=モンティフィオーリ 55
ヒ ュ ー ム 90
平 緒 き み（ひらお きみ） 45
平 岡 緑（ひらおか みどり） 54, 61
平野恵理子（ひらの えりこ） 29
平野啓一郎（ひらの けいいちろう） 12
平 山 瑞 穂（ひらやま みずほ） 12
広小路尚祈（ひろこうじ なおき） 12
廣 田 孝 子（ひろた たかこ） 69
フアーナ・カストロ 44
フィッツジェラルド→スコット・――
フィリップ・マコウィアク 44
フィリップス→ジョナサン・――
深 澤 一 幸（ふかざわ かずゆき） 83
福 沢 諭 吉（ふくざわ ゆきち） 90
福 永 光 司（ふくなが みつじ） 83
藤 井 宗 哲（ふじい そうてつ） 84
藤 井 裕 久（ふじい ひろひさ） 63
藤 井 良 広（ふじい よしひろ） 63
富士川義之（ふじかわ よしゆき） 85
藤 川 芳 朗（ふじかわ よしろう） 38
藤子不二雄Ⓐ（ふじこ ふじおえー） 29, 99
藤 沢 周 平（ふじさわ しゅうへい） 12
藤 澤 令 夫（ふじさわ のりお） 90
藤 田 勝 久（ふじた かつひさ） 84
藤 田 覚（ふじた さとる） 80
藤 野 眞 功（ふじの みさお） 12
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藤 野 渉（ふじの わたり） 91
藤 本 勝 次（ふじもと かつじ） 90
藤本ひとみ（ふじもと ひとみ） 12, 13
藤 原 英 司（ふじわら えいじ） 45
フライアイゼン→アストリート・――
ブライアン→C・D・B・――
ブラウン→アーチー・――
プ ラ ト ン 90
フランクリン 90
フランシス・Ａ・イェイツ 55
ブランショ→モーリス・――
フランソワ・シモン 44
フランツ・ボアズ 56
フリーザー→カール=ハインツ・――
ブルーノ・タウト 90
古 川 照 美（ふるかわ てるみ） 44
ブルクハルト 90
プルドーム→アレックス・――
ブレーカー→アルノ・――
ブロイアー 91
フ ロ イ ト 91
ブロー→デイヴィッド・――
プロティノス 91
不 破 哲 三（ふわ てつぞう） 44
へイガー→トーマス・――
ベイジル・リデルハート 57, 58
ヘ ー ゲ ル 91
ベコフ→マーク・――
別 宮 暖 朗（べつみや だんろう） 39
ペニー・ルクーター 45
ベルクソン 92
ベルジェ→ピエール・――
ベルトラン・ジョルダン 45
ベン・マッキンタイアー 45
辺 見 栄（へんみ さかえ） 45
ボアズ→フランツ・――
ホイジンガ→Ｊ・――
ポール・セロー 36
ポール・ラファージ 33
ポール室山（ぽーるむろやま） 63
保 坂 和 志（ほさか かずし） 29
保 阪 正 康（ほさか まさやす） 83
星 野 真 理（ほしの まり） 32
細 谷 雄 一（ほそや ゆういち） 64
ホ ッ ブ ズ 92

ホランド→トム・――
堀 江 敏 幸（ほり え としゆき） 30
堀 川 哲 男（ほりかわ てつお） 86
堀 越 孝 一（ほりこし こういち） 92
本 郷 健（ほんごう たけし） 55
誉 田 哲 也（ほんだ てつや） 13

マ 行

マーカス・ノーランド 62
マーク・ストランド 36
マーク・シャツカー 45
マーク・ベコフ 45
マーク・ライネッキー 45
マークス寿子（まーくす としこ） 30
マーセル・セロー 33
マーレー→ウィリアムソン・――
マイヤーズ→モートン・――
前 田 陽 一（まえだ よういち） 89
前 野 佳 彦（まえの よしひこ） 56
前 原 政 之（まえはら まさゆき） 56
槇 宏 太 郎（まき こうたろう） 69
槇 智 雄（まき ともお） 64
マキアヴェリ 92
牧 野 邦 昭（まきの くにあき） 76
牧 野 雅 彦（まきの まさひこ） 76
牧 原 出（まきはら いづる） 75
マクレガー・ノックス 60
マコウィアク→フィリップ・――
正 岡 和 恵（まさおか かずえ） 55
正 木 晃（まさき あきら） 45
舛 添 要 一（ますぞえ よういち） 64
桝田啓三郎（ますだ けいざぶろう） 83
益 田 朋 幸（ますだ ともゆき） 73
増 田 真（ますだ まこと） 81
町 田 康（まちだ こう） 13, 14, 30
町 田 三 郎（まちだ さぶろう） 84, 92
松 居 正 俊（まつい まさとし） 81
松 浦 寿 輝（まつうら ひさき） 14
松 枝 愛（まつえだ めぐみ） 39, 44
松 岡 正 剛（まつおか せいごう） 30
マッキンタイアー→ベン・――
松 田 道 雄（まつだ みちお） 83
松 平 誠（まつだいら まこと） 56
松 谷 健 二（まつたに けんじ） 55
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マッツエオ→ティラー・J・――
松任谷由実（まつとうや ゆみ） 45
松 永 昌 三（まつなが しょうぞう） 94
松 長 有 慶（まつなが ゆうけい） 83
松 原 正 毅（まつばら まさたけ） 81
松 村 美 香（まつむら みか） 14
松 本 健 一（まつもと けんいち） 83
松本三之介（まつもと さんのすけ） 94
松 元 崇（まつもと たかし） 64
マハン→アルフレッド・Ｔ・――
マラーニ→ピエトロ・Ｃ・――
マリーア＝アントニエタ・コリンズ 44
丸 本 美 加（まるもと みか） 62
丸 谷 才 一（まるや さいいち） 73
マンハイム 92
三 熊 花 顛（みくま かてん） 93
御 厨 貴（みくりや たかし） 48
三 島 憲 一（みしま けんいち） 88
三島由紀夫（みしま ゆきお） 14
水 上 勉（みずかみ つとむ） 30
水木しげる（みずき しげる） 95, 96
水 島 吉 隆（みずしま よしたか） 39
水 田 珠 枝（みずた たまえ） 88, 89
水 田 洋（みずた ひろし） 88, 89
水 谷 三 公（みずたに みつひろ） 89
水 地 宗 明（みずち むねあき） 91
水 野 和 久（みずの かずひさ） 87
水 野 肇（みずの はじめ） 46
水 村 美 苗（みずむら みなえ） 15
溝 口 雄 三（みぞぐち ゆうぞう） 82
美 達 大 和（みたつ やまと） 15, 46
三 谷 一 馬（みたに かずま） 56, 74
三谷太一郎（みたに たいちろう） 86
三田村昌鳳（みたむら しょうほう） 69
道 尾 秀 介（みちお しゅうすけ） 15
簑 原 俊 洋（みのはら としひろ） 63
宮尾登美子（みやお とみこ） 15
宮 川 透（みやかわ とおる） 85
宮城谷昌光（みやぎたに まさみつ） 15, 16
三 宅 正 樹（みやけ まさき） 64
宮 﨑 勇（みやざき いさむ） 84
宮 崎 市 定（みやざき いちさだ） 93
宮 崎 義 一（みやざき よしかず） 83, 89
宮 沢 龍 生（みやざわ たつき） 16
宮 沢 洋 一（みやざわ よういち） 64

宮 下 志 朗（みやした しろう） 82
宮 智 泉（みやち いずみ） 47
宮部みゆき（みやべ みゆき） 16
観 山 雪 陽（みやま せつよう） 83
三 好 和 義（みよし かずよし） 71
三 輪 正（みわ まさし） 92
ムザ→ヴィルジニー・――
村 井 友 秀（むらい ともひで） 39
村 井 理 子（むらい りこ） 37
村 上 春 樹（むらかみ はるき） 16, 30, 32～36
村 上 泰 亮（むらかみ やすすけ） 93
村 木 厚 子（むらき あつこ） 46
村 木 嵐（むらき らん） 16
村 松 友 視（むらまつ ともみ） 30
室 井 滋（むろい しげる） 30
室 積 光（むろづみ ひかる） 16
莫 言（もお いぇん） 36, 37
モートン・マイヤーズ 46
モーリス・ブランショ 37
茂木健一郎（もぎ けんいちろう） 79
茂 木 大 輔（もぎ だいすけ） 31
本 岡 典 子（もとおか のりこ） 46
本 村 凌 二（もとむら りょうじ） 54, 93
森 啓（もり あきら） 87
森 博 嗣（もり ひろし） 16, 17
森 博 達（もり ひろみち） 56
森 正 人（もり まさと） 56
森 ま ゆ み（もり まゆみ） 84
森三樹三郎（もり みきさぶろう） 86
森 洋 子（もり ようこ） 74
森口美都男（もりぐち みつお） 92
モリス→ウィリアム・――
森 村 誠 一（もりむら せいいち） 17
守 屋 純（もりや じゅん） 46
諸 田 玲 子（もろた れいこ） 17
諸 富 徹（もろとみ とおる） 76
モンテーニュ 93
モンテスキュー 93

ヤ 行

八 木 尚 子（やぎ なおこ） 56
矢 口 祐 人（やぐち ゆうじん） 56
矢澤高太郎（やざわ こうたろう） 79
安 川 佳 美（やすかわ よしみ） 31
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ヤスパース 93
柳 蒼 二 郎（やなぎ そうじろう） 17, 18
柳 田 国 男（やなぎた くにお） 93
柳 田 國 男（やなぎた くにお） 25
柳 田 聖 山（やなぎだ せいざん） 81, 94
柳 原 和 子（やなぎはら かずこ） 46
柳家小里ん（やなぎや こりん） 46
薮 野 健（やぶの けん） 69, 72
山 内 太 地（やまうち たいじ） 66
山 内 昌 之（やまうち まさゆき） 46, 56, 57
山 折 哲 雄（やまおり てつお） 31, 57, 85
山 口 博（やまぐち ひろし） 77
山 崎 敏 夫（やまざき としお） 69
山 崎 直 子（やまざき なおこ） 31
山 崎 正 和（やまざき まさかず） 57, 77
山 路 徹（やまじ とおる） 24
山城むつみ（やましろ むつみ） 33
山 田 章 博（やまだ あきひろ） 72
山 田 慶 兒（やまだ けいじ） 83
山 田 敏 弘（やまだ としひろ） 46
山 田 洋 次（やまだ ようじ） 74
大 和 悠 河（やまと ゆうが） 72
山 本 一 太（やまもと いちた） 64
山 本 一 力（やまもと いちりき） 18
山 元 一 郎（やまもと いちろう） 81
山 本 兼 一（やまもと けんいち） 18
山 本 甲 士（やまもと こうし） 18
山 本 敏 充（やまもと としみち） 45
山 本 文 史（やまもと ふみひと） 59, 64
山 本 幸 久（やまもと ゆきひさ） 18
山 本 耀 司（やまもと ようじ） 47
ヤ ミ ー 70
湯 浅 邦 弘（ゆあさ くにひろ） 83, 92
由 木 康（ゆうき こう） 89
湯 川 秀 樹（ゆかわ ひでき） 82
ユニバーサルファッション協会（ゆにばーさるふ

ぁっしょんきょうかい） 70
𢎭 和 順（ゆはず かずより） 82
ユ ン グ 94
養 老 孟 司（ようろう たけし） 47, 80
余 慶 尚 子（よけい なおこ） 70
横 井 惠 子（よこい けいこ） 47
吉 田 篤 弘（よし だ あつひろ） 18
吉 岡 正 人（よしおか まさと） 72
吉 田 茂（よしだ しげる） 64

吉 田 修 一（よしだ しゅういち） 18
吉 田 松 陰（よしだ しょういん） 94
吉 田 富 夫（よしだ とみお） 36, 37
吉 永 南 央（よしなが なお） 18
吉 中 由 紀（よしなか ゆき） 68
吉 村 博 次（よしむら ひろつぐ） 94
吉 本 隆 明（よしもと たかあき） 31
よしもとばなな（よしもと ばなな） 19
吉本ばなな（よしもと ばなな） 18
米 長 邦 雄（よねなが くにお） 47
読売新聞運動部（よみうりしんぶんうんどうぶ） 47
読売新聞大阪本社社会部（よみうりしんぶんおおさ

かほんしゃしゃかいぶ） 47
読売新聞教育取材班（よみうりしんぶんきょういく

しゅざいはん） 70
読売新聞経済部（よみうりしんぶんけいざいぶ） 64
読売新聞社（よみうりしんぶんしゃ） 47, 65, 70
読売新聞社会部（よみうりしんぶんしゃかいぶ） 47, 

48, 65, 70
読売新聞社会部裁判員制度取材班（よみうりし

んぶんしゃかいぶさいばんいんせいどしゅざいはん） 65
読売新聞昭和時代プロジェクト（よみうりしんぶ

んしょうわじだいぷろじぇくと） 57
読売新聞生活部（よみうりしんぶんせいかつぶ） 48
読売新聞東京本社（よみうりしんぶんとうきょうほん

しゃ） 72
読売新聞「民主イズム」取材班（よみうりしんぶ

ん「みんしゅいずむ」しゅざいはん） 48
読売新聞「列島再生」取材班（よみうりしんぶん「れ

っとうさいせい」しゅざいはん） 48

ラ 行

ライネッキー→マーク・――
ライプニッツ 94
ラスキン→ジョン・――
ラファージ→ポール・――
ラミレス→アレックス・――
李 相 哲（り そうてつ） 65
劉 一 達（りう いーだー） 37
リコッサ→セルジョ・――
リデルハート→ベイジル・――
李 家 幽 竹（りのいえ ゆうちく） 70
良 寛（りょうかん） 94
ルイ・セロー 37
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ルクーター→ペニー・――
ル ソ ー 94
レイ・ローレンス 50
レイモンド・カーヴァー 33, 34
レヴィ＝ストロース 48, 94
歴史と戦争研究会（れきしとせんそうけんきゅうかい）

 59, 60
ローラン・ジョフラン 48
ローレンス→レイ・――
ロック→ジョン・――

ワ 行

薈 田 純 一（わいだ じゅんいち） 53
鷲 尾 和 彦（わしお かずひこ） 20
和 田 純（わだ じゅん） 52
和 田 誠（わだ まこと） 3, 30, 36
渡 邉 昭 夫（わたなべ あきお） 62
渡 辺 一 夫（わたなべ かずお） 82
渡 辺 淳 一（わたなべ じゅんいち） 19, 31
渡 邊 二 郎（わたなべ じろう） 89, 93
渡 辺 格（わたなべ ただし） 48
渡 邉 恒 雄（わたなべ つねお） 48
渡 邊 利 雄（わたなべ としお） 90
渡 邊 行 男（わたなべ ゆきお） 52
渡 辺 由 文（わたなべ よしふみ） 58
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ア ～ カ 行

會津八一全集〔全12巻〕★ 143, 144
上田秋成全集〔全14巻別巻1巻刊行中〕 181, 182
梅棹忠夫著作集〔全22巻別巻1巻〕 164, 165
江戸東京歴史探検〔全6巻〕 129
新装　江馬務著作集　日本の風俗文化〔全12巻別巻1

巻〕 166, 167
新編集決定版　折口信夫全集〔全37巻別巻4巻刊行中〕 

 145～148
川喜田二郎著作集〔全13巻別巻1巻〕 168
曲亭馬琴日記〔全4巻別巻1巻〕 183

サ ～ タ 行

洒落本大成〔全29巻補巻1巻〕★ 178～180
新装　昭和史の天皇　日本の「現在」を決めたその時〔全

8巻〕 128
新装　書道藝術〔全20巻別巻4巻〕 202, 203
新日本現代演劇史〔全4巻別巻1巻〕 130
杉本苑子全集〔全22巻〕 149
聖書を旅する〔全10巻〕 139
カンヴァス　世界の大画家〔全20巻〕 197, 198
新装　世界の文学セレクション36〔全36巻〕 

 109～111
新装カンヴァス版　世界の名画〔全24巻〕 195, 196
中公バックス　世界の名著〔全81巻〕 116～121
世界の歴史〔全30巻〕 131～133
双調平家物語〔全15巻〕 173, 174
大乗仏典　中国・日本篇〔全30巻〕 134, 135
高松宮日記〔全8巻〕 140
武田百合子全作品〔全7巻〕 150
愛読愛蔵版　谷崎潤一郎全集〔全30巻〕★ 141, 142
中国本草図録〔全10巻別巻１巻〕 204
陳舜臣 中国歴史短篇集〔全5巻〕 151

定本 良寛全集〔全3巻〕 138
哲学の歴史〔全12巻別巻1巻〕 101～103

ナ 行

永井路子歴史小説全集〔全17巻〕 152
中川一政全文集〔全10巻〕 153
日本絵巻大成〔全26巻別巻1巻〕 184
続日本絵巻大成〔全20巻〕 185
続々日本絵巻大成　伝記・縁起篇〔全8巻〕 186
日本の絵巻〔全20巻〕 187
続日本の絵巻〔全27巻〕 188
日本の近世〔全18巻〕 124, 125
日本の近代〔全16巻〕 126, 127
新装　日本の詩歌〔全30巻別巻1巻〕 104～106
新装　日本の漆芸〔全6巻〕 201
日本の中世〔全12巻〕 122, 123
新装普及版　日本の陶磁〔全14巻〕 200
新装普及版　日本の陶磁　古代・中世篇〔全6巻〕 

 199
カンヴァス　日本の名画〔全26巻〕 193, 194
中公バックス　日本の名著〔全50巻〕 112～115
日本文学の歴史〔全18巻〕 107, 108

ハ ～ ラ 行

仏教を生きる〔全12巻〕 136, 137
平家物語絵巻〔全12巻〕 189, 190
普及版　平家物語絵巻〔全12巻〕 191, 192
松本清張 小説セレクション〔全36巻〕 154, 155
マンガ旧約聖書〔全3巻〕 215
マンガギリシア神話〔全8巻〕 213
マンガ日本の古典〔全32巻〕 210～212
マンガ日本の歴史〔全48巻〕 205～208
マンガ日本の歴史　現代篇〔全7巻〕 209
マンガ名作オペラ〔全8巻〕 214

全集索引

※★印の全集は電子版でもご購入いただけます。
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新装　萬葉集注釋〔全20巻別巻2巻〕 175, 176
水上勉全集〔全26巻〕 156, 157
新編　水上勉全集〔全16巻〕 158
村上泰亮著作集〔全8巻〕 169
新装愛蔵版　森銑三著作集〔全12巻別巻1巻〕 

 159, 160
森銑三著作集　続編〔全16巻別巻1巻〕 161, 162
山崎正和著作集〔全12巻〕 170, 171
新装　解註　謡曲全集〔全6巻〕★ 177
窯変源氏物語〔全14巻〕 172
レイモンド・カーヴァー全集〔全8巻〕 163


