
● 表示価格は税抜きです。 

丸善雄松堂株式会社学術情報ソリューション事業部 Maruzen eBook Library 担当 
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-mail:ebook-i@maruzen.co.jp 
営業時間：9：00 ～ 17：30（土・日・祝日、年末年始を除く） 

● 全タイトル ダウンロード不可です。 

文系Ａセット 50冊 
ジャンル No. 書名 発行年 著編者名 

文
系
Ａ
セ
ッ
ト
 
 

岩波新書 

1 日本の思想 1961 丸山 真男 

2 新唐詩選 1952 吉川 幸次郎／三好 達治 

3 論文の書き方 1959 清水 幾太郎 

4 日本人の英語 1988 マーク・ピーターセン 

5 日本語練習帳 1999 大野 晋 

6 社会的共通資本 2000 宇沢 弘文 

7 豊かさの条件 2003 暉峻 淑子 

8 世界共和国へ 資本＝ネーション＝国家を超えて 2006 柄谷 行人 

9 社会学入門 人間と社会の未来 2006 見田 宗介 

10 大学とは何か 2011 吉見 俊哉 

11 日本のデザイン 美意識がつくる未来 2011 原 研哉 

12 在日外国人 第三版 法の壁，心の溝 2013 田中 宏 

13 99歳一日一言 2013 むの たけじ 

14 仕事道楽 新版 スタジオジブリの現場 2014 鈴木 敏夫 

15 農山村は消滅しない 2014 小田切 徳美 

16 生きて帰ってきた男 ある日本兵の戦争と戦後 2015 小熊 英二 

17 鈴木さんにも分かるネットの未来 2015 川上 量生 

18 経済学のすすめ 人文知と批判精神の復権 2016 佐和 隆光 

19 キャスターという仕事 2017 国谷 裕子 

20 日本の近代とは何であったか 問題史的考察 2017 三谷 太一郎 

21 ミクロ経済学入門の入門 2017 坂井 豊貴 

岩波文庫 

22 こころ 1989 夏目 漱石 

23 銀の匙 1999 中 勘助 

24 蟹工船 一九二八・三・一五 2003 小林 多喜二 

25 人間失格 グッド・バイ 他一篇 1988 太宰 治 

26 山月記・李陵 他九篇 1994 中島 敦 

27 自選 谷川俊太郎詩集 2013 谷川 俊太郎 作 

28 茨木のり子詩集 2014 谷川 俊太郎 選 

29 阿Q正伝・狂人日記 他十二篇 吶喊 1955 魯迅／竹内 好 訳 

30 ギリシア・ローマ名言集 2003 柳沼 重剛 編 

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

32 若きウェルテルの悩み 1951 ゲーテ／竹山 道雄 訳 

33 八十日間世界一周 2001 ジュール・ヴェルヌ 作／鈴木 啓二 訳 

34 遠野物語・山の人生 1976 柳田 国男 

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

36 忘れられた日本人 1984 宮本 常一 

37 論語 1999 金谷 治 訳注 

38 ガンディー 獄中からの手紙 2010 森本 達雄 訳 

39 方法序説 1997 デカルト／谷川 多佳子 訳 

40 永遠平和のために 1985 カント／宇都宮 芳明 訳 

41 超国家主義の論理と心理 他八篇 2015 丸山 眞男／古矢 旬 編 

42 君主論 1998 マキアヴェッリ／河島 英昭 訳 

43 職業としての学問 1936 マックス・ウェーバー／尾高 邦雄 訳 

ジュニア 
新書 

44 砂糖の世界史 1996 川北 稔 

45 漢字のはなし 2003 阿辻 哲次 

46 パスタでたどるイタリア史 2011 池上 俊一 

47 平安女子の楽しい！生活 2014 川村 裕子 

48 姜尚中と読む 夏目漱石 2016 姜 尚中 

岩波現代 
文庫 

49 文学部唯野教授 2000 筒井 康隆 

50 獄中記 2009 佐藤 優 
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■ご確認ください■ 
 「文系」と「理系」でタイトルは重複しません。 
 「精選」には、「文系」「理系」のタイトルから一部
精選したものが含まれます。 

冊数の多いセットには、冊数の少ないセットの内
容がすべて含まれます。 
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