
岩波書店「現代人の教養」サブスクリプションパッケージ　タイトルリスト
NO. 種類 タイトル 著者
1 岩波文庫 オイディプス王 ソポクレス/藤沢令夫
2 岩波文庫 山椒大夫　高瀬舟　他四篇 森　鴎外
3 岩波文庫 吾輩は猫である 夏目　漱石
4 岩波文庫 坊っちゃん 夏目　漱石
5 岩波文庫 こころ 夏目　漱石
6 岩波文庫 破戒 島崎　藤村
7 岩波文庫 にごりえ　たけくらべ 樋口　一葉
8 岩波文庫 濹東綺譚 永井　荷風
9 岩波文庫 小僧の神様　他十篇 志賀　直哉
10 岩波文庫 銀の匙 中　勘助
11 岩波文庫 羅生門　鼻　芋粥　偸盗 芥川　竜之介
12 岩波文庫 宮沢賢治詩集 谷川　徹三　編
13 岩波文庫 伊豆の踊子・温泉宿　他4篇 川端　康成　作
14 岩波文庫 蟹工船　一九二八・三・一五 小林　多喜二
15 岩波文庫 人間失格　グッド・バイ　他一篇 太宰　治
16 岩波文庫 ランボオ詩集 中原　中也　訳
17 岩波文庫 山月記・李陵　他九篇 中島　敦
18 岩波文庫 江戸川乱歩短篇集 千葉　俊二　編
19 岩波文庫 堕落論・日本文化私観　他22篇 坂口　安吾
20 岩波文庫 夫婦善哉　正続　他十二篇 織田　作之助　作
21 岩波文庫 死者の書・口ぶえ 折口　信夫　作
22 岩波文庫 自選　谷川俊太郎詩集 谷川　俊太郎　作
23 岩波文庫 茨木のり子詩集 谷川　俊太郎　選
24 岩波文庫 阿Q正伝・狂人日記　他十二篇　吶喊 魯迅／竹内　好　訳
25 岩波文庫 ホメロス　オデュッセイア　上全二冊 松平　千秋　訳
26 岩波文庫 ホメロス　オデュッセイア　下全二冊 松平　千秋　訳
27 岩波文庫 イソップ寓話集 イソップ／中務　哲郎　訳
28 岩波文庫 ギリシア・ローマ名言集 柳沼　重剛　編
29 岩波文庫 ユートピア トマス・モア／平井　正穂

30 岩波文庫 ハムレット
シェイクスピア　作／野島
秀勝　訳

31 岩波文庫 ロビンソン・クルーソー　上 デフォー／平井　正穂　訳
32 岩波文庫 ロビンソン・クルーソー　下 デフォー／平井　正穂　訳

33 岩波文庫 嵐が丘　上　全二冊
エミリー・ブロンテ／河島　弘
美　訳

34 岩波文庫 嵐が丘　下　全二冊
エミリー・ブロンテ／河島　弘
美　訳

35 岩波文庫 闇の奥 コンラッド／中野　好夫　訳

36 岩波文庫 動物農場　おとぎばなし
ジョージ・オーウェル　作／
川端　康雄　訳

37 岩波文庫 黒猫・モルグ街の殺人事件　他五篇 ポオ／中野　好夫　訳
38 岩波文庫 森の生活　上（ウォールデン） ソロー／飯田　実　訳
39 岩波文庫 森の生活　下（ウォールデン） ソロー／飯田　実　訳
40 岩波文庫 若きウェルテルの悩み ゲーテ／竹山　道雄　訳

41 岩波文庫 変身・断食芸人
カフカ／山下　肇　訳／山下
萬里　訳

42 岩波文庫 八十日間世界一周
ジュール・ヴェルヌ　作／鈴
木　啓二　訳

43 岩波文庫 罪と罰　上　全三冊
ドストエフスキー／江川　卓
訳

44 岩波文庫 罪と罰　中　全三冊
ドストエフスキー／江川　卓
訳

45 岩波文庫 罪と罰　下　全三冊
ドストエフスキー／江川　卓
訳

46 岩波文庫 人生論 トルストイ／中村　融　訳
47 岩波文庫 かもめ チェーホフ　作／浦　雅春
48 岩波文庫 新編　中国名詩選（上） 川合　康三　編訳
49 岩波文庫 新編　中国名詩選（中） 川合　康三　編訳
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50 岩波文庫 新編　中国名詩選（下） 川合　康三　編訳

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

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

53 岩波文庫 密林の語り部
バルガス＝リョサ　作／西村
英一郎　訳

54 岩波文庫 五輪書
宮本　武蔵／渡辺　一郎
校注

55 岩波文庫 学問のすゝめ 福沢　諭吉
56 岩波文庫 茶の本 岡倉　覚三／村岡　博　訳

57 岩波文庫 武士道
新渡戸　稲造／矢内原　忠
雄　訳

58 岩波文庫 代表的日本人 内村　鑑三／鈴木　範久
59 岩波文庫 善の研究 西田　幾多郎
60 岩波文庫 貧乏物語 河上　肇／大内　兵衛　解
61 岩波文庫 遠野物語・山の人生 柳田　国男
62 岩波文庫 古寺巡礼 和辻　哲郎
63 岩波文庫 風土　人間学的考察 和辻　哲郎
64 岩波文庫 「いき」の構造　他二篇 九鬼　周造

65 岩波文庫
新版　きけ　わだつみのこえ　日本戦没学生
の手記

日本戦没学生記念会　編

66 岩波文庫 忘れられた日本人 宮本　常一
67 岩波文庫 手仕事の日本 柳　宗悦
68 岩波文庫 意識と本質　精神的東洋を索めて 井筒　俊彦
69 岩波文庫 論語 金谷　治　訳注
70 岩波文庫 老子 蜂屋　邦夫　訳注
71 岩波文庫 新訂　孫子 金谷　治　訳注
72 岩波文庫 ガンディー　獄中からの手紙 森本　達雄　訳
73 岩波文庫 ブッダのことば　スッタニパータ 中村　元　訳

74 岩波文庫 般若心経・金剛般若経
中村　元　訳註／紀野　一
義　訳註

75 岩波文庫 ガリア戦記 カエサル／近山　金次　訳

76 岩波文庫 古代への情熱　シュリーマン自伝
シュリーマン／村田　数之亮
訳

77 岩波文庫 ソクラテスの弁明　クリトン プラトン／久保　勉　訳
78 岩波文庫 マルクス・アウレーリウス　自省録 神谷　美恵子　訳
79 岩波文庫 友情について キケロー／中務　哲郎　訳
80 岩波文庫 方法序説 デカルト／谷川　多佳子　訳
81 岩波文庫 スピノザ　エチカ　上（倫理学）全二冊 畠中　尚志　訳
82 岩波文庫 スピノザ　エチカ　下（倫理学）全二冊 畠中　尚志　訳
83 岩波文庫 永遠平和のために カント／宇都宮　芳明　訳

84 岩波文庫 読書について　他二篇
ショウペンハウエル／斎藤
忍随　訳

85 岩波文庫 死に至る病
キェルケゴール／斎藤　信
治　訳

86 岩波文庫 善悪の彼岸 ニーチェ／木場　深定　訳
87 岩波文庫 笑い ベルクソン／林　達夫　訳
88 岩波文庫 アラン　幸福論 神谷　幹夫　訳

89 岩波文庫 論理哲学論考
ウィトゲンシュタイン／野矢
茂樹　訳

90 岩波文庫 ロウソクの科学 ファラデー／竹内　敬人　訳

91 岩波文庫 アインシュタイン　相対性理論
アインシュタイン／内山　龍
雄　訳・解説

92 岩波文庫 君主論
マキアヴェッリ／河島　英昭
訳

93 岩波文庫 完訳　統治二論 ジョン・ロック／加藤　節　訳
94 岩波文庫 危機の二十年　理想と現実 E．H．カー／原　彬久　訳
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95 岩波文庫
プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精
神

マックス・ヴェーバー／大塚
久雄　訳

96 岩波文庫 職業としての学問
マックス・ウェーバー／尾高
邦雄　訳

97 岩波文庫 雪 中谷　宇吉郎

98 岩波文庫 フランクリン自伝
松本　慎一　訳／西川　正
身　訳

99 岩波文庫 生物から見た世界
ユクスキュル／クリサート／
日高　敏隆　訳／羽田　節

100 岩波文庫 中原　中也詩集 大岡　昇平　編
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