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..........................006066
女と男

.....................005554

女の宴

.....................005501

女の怒り方
女の議會

開国と明治文化

.............000288

開国〜日露戦争

.............001302

海舟座談

...................001301

海上の道

...................001069

回想と反省 : 文学とコミンテルンの間
で .......................002554
回想の芥川・直木賞
回想の日本外交

.................005934

.........005266

.............003887

回想の明治維新 : 一ロシア人革命家の
手記 .....................001326

...................006255
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回想のヨーロッパ中世

革命の肖像画 : カール・ラデック評論
集一九一八〜一九三四 .....003606

.......001815

回想録リトアニア : 厳しい試練の年月
..........................002327

革命の中央アジア : あるジャディード
の肖像 ...................001721

解体する中国 : ポスト鄧小平のゆくえ
..........................003521
怪談

革命の哲学

革命の悲劇 : パリ・コンミュン史
..........................002202

.......................005342

諧調は偽りなり

.............005758

革命ロシアと日本 : 第1回日ソ歴史学
シンポジウム記録 .........000587

海東諸国紀 : 朝鮮人の見た中世の日本
と琉球 ...................002677
海辺の光景

革命論集

.................005868

解放された世界

.............006090

解放思想史の人々 : 國際ファシズムの
もとでの追想 1935-40年
..........................003184
解放の意味を問う時代

...................002943

革命家たち

.................003008

革命的群衆

.................002220

革命的サンディカリズム : パリ・コミ
ューン以後の行動的少数派
..........................003062

.......001591

革命的自然発生 : ゲランのローザ論
..........................002992

解放の囚人 : 中国革命にまきこまれた
アメリカ人夫婦 ...........006094
解放の世紀

.................003789

革命的社会主義への道 : 片山潜遺稿
..........................003046

.................001581

解放の光と影 : 1930年代-40年代
..........................000850

かくも長き手紙

解放の女神 : 女流詩人カマラーの告白
..........................006032

影を燃やせ

隠れ菊

.............006192

.....................005706
.................005516

解放史上の三女性 : マルクス夫人、ロ
ーザ・ルクセンブルク、レーニン夫人
..........................002385

影が見ていた

改訳ギリシア・ローマ神話
..........................000481

影の告発

...................005822

影絵の町

...................005367

改良主義論

影まつり

...................005343

影の鎖

.................003393

カウツキー研究 : 民族と分権
..........................002928
カウツキー夫妻への手紙
花影

.....004139

...............005898

.............005974

科学革命の構造

.............004895

...............005521

過去を運ぶ足

...............005404

過去のない女

帰らない日へ : 十七歳のモニュメント
..........................005899
還らぬ息子泉へ

翳りある微笑

過去の克服 : ヒトラー後のドイツ
..........................002049

.......................005678

帰らない日へ

...............005743

.....................005647

飾り火

...............006201

.....................005682

家産制と封建制
カシスの舞い
風の家

科学とイデオロギー : マルクスとウェ
ーバーをめぐって .........002982

.............004420

...............005434

.....................005555

風の組曲

...................005344

柿右衛門展 : ヨーロッパに開花した色
絵磁器 ...................005068

風の扉

.....................005634

風物語

.............005374, 005556

華僑・華人史研究の現在

風はいつも吹いている : 他五篇
..........................005808

.....004354

拡大するヨーロッパ : 中欧の模索
..........................002840
革命が生んだ今日の獨逸

化生する歴史学 : 自明性の解体のなか
で .......................001088

.....002115

家族・私有財産・国家の起源 : ルイス
・H・モーガンの研究に関連して
..........................004467

革命か反抗か : カミュ=サルトル論爭
..........................006170
革命思想の先驅者 : 植木枝盛の人と思
想 .......................002414
革命前夜の地下出版
革命と皇帝

家族のミトロジー
課題と視角

.........000025

革命と行動の社会主義

.................003500

かたちとしるし

.................000813

片山潜

.......003223

...........004449
.............000664

.............002432, 002486

革命と性文化

...............004588

片山潜関係 ..................000117

革命と反革命

...............003743

片山潜選集

...............002911

片山潜/田添鉄二集 ; 森近運平/堺利彦
集 .......................003251

革命と反革命

革命によって平和を
革命の研究

.........006225

片山潜と共に

.................003763

.................003047

...............002500

片山潜派の社会主義とその運動 ; 荊逆
星霜史 ...................003252
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語りつぐ戦後史

神を信じていた者も神を信じていなか
つた者も : フランス・レジスタンス
の記録 ...................002186

.............000337

カタロニアへの眼 : 歴史・社会・文化
..........................002250
カタロニア讃歌

神の代理人

.............002256

捷を獲るまで : 英國首相戰時演説集
..........................003327
家畜人ヤプー
價値論

仮面と欲望

...............005667

仮面の女

.....................004176

.................005586
...............000307

伽耶文化展 : よみがえる古代王国 =
Kaya -- ancient kingdoms of Korea
..........................001622

.....................002448

カラー世界史百科

各国別世界の現勢 ............001030

からだとくらし

褐色のペスト : ドイツ・ファシズム=
ルポルタージュ ...........003553

からだノート

葛藤の一世紀 : ロシア・ユダヤ人の運
命 .......................003749
桂太郎

.............000998

...................005368

仮面の解釈学

カチンの森とワルシャワ蜂起 : ポーラ
ンドの歴史の見直し .......001865
勝海舟

.................006126

神々の力と非力

...........000658
.............000663

...............004947

カリガリからヒトラーへ :
ドイツ映画1918-33における集団心理
の構造分析 ...............005099

.....................002498

桂太郎自伝

.................002427

カルテル・トラスト・コンツエルン
..........................004363

家庭の教育

.................004837

カルメン

加藤時次郎

.................002463

彼らは自由だと思っていた : 元ナチ党
員十人の思想と行動 .......002077

角川源義の時代 : 角川書店をいかにし
て興したか ...............000041

...................006204

...............000030

カレワラ : フィンランド叙事詩
..........................006257

角川書店図書目録 : 昭和20-50年
..........................000043

カレンダー世界史 : 一日一史話
..........................000956

角川世界史項目表 ............000171

棺を蓋いて

角川世界史辞典 ......000185, 000657

韓・日歴史教育學術大會 ......000233

[角川世界史辞典 : 関連資料]
..........................000168

考える力を伸ばす世界史の授業
..........................004791

角川世界史辞典 : 自稿関係
..........................000258

感覚変容のディアレクティク : 世紀転
換期からナチズムへ .......002055

角川世界史辞典 : 自稿関係(「国民国
家」) .....................000259

環境政策を考える

角川世界史辞典 : 初校全項目
..........................000170

韓国からの通信

角川書店と私

環境の役割

[角川世界史辞典 : 表記関係書類]
..........................000162

.................001613

韓国現代政治

...............003519

韓国史蹟散歩

...............001616

韓国と日本 : 歴史教育の思想
..........................004669

[角川世界史辞典編集会議] ....000257
.............001112

監獄の時代 : 近代フランスにおける犯
罪の歴史と懲治監獄体制の起源に関
する試論 .................004016

.................001564

カナダ現代史

.............003520

韓国・朝鮮と近現代史教育 : 共生・共
存の視点から .............004770

角川世界史辞典 : 逆引き総項目表
..........................000163

神奈川県史

...........004926

.................001830

韓国近代史

角川世界史辞典 : 生原稿綴 : 一九九
七年一〇月 ................000169

角川日本史辞典

.................006025

...............000925

韓国併合

可能性としての女帝 : 女帝と王権・国
家 .......................001210

...................001404

株式會社發生史論 : 個別資本の歴史的
研究 第一部 ..............004235

[「韓国併合」はいかにしてなされたか
? : いま考える強制「従軍慰安婦」
強制連行問題 : 国際シンポジウム関
連資料] ...................000153

家父長制と資本制 : マルクス主義フェ
ミニズムの地平 ...........004621

監視下の歴史 : 歴史学と歴史意識
..........................000539

壁

.........................005331

感情教育

...................006199

壁は必要だった : 大国ドイツ三たびの
民族主義 .................002797

感傷夫人

...................005461

火鞭

.......................003133

鎌倉

.......................005053

鎌倉幕府

間接税と労働者階級
完全言語の探求

.........004397

.............005108

完全なる結婚 : 生理学的竝に技巧的檢
察 : 全譯 ................004911

...................001166

間奏
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.......................005306

寒村自伝

瓦斯灯

...........002396, 002397

漢代の豪族社会と国家

.....................005695

画報近代百年史 ..............001273

.......001637

ガラスの絆

環大西洋革命 : 18世紀後半-1830年代
..........................000843
カントの哲学 : 後進国の優位
..........................000425

.................005616

ガラスの肖像

...............005375

ガラスの線路

...............005731

韓日歴史關聯學會共同會議 ....000745

ガリオア・フルブライト同窓会会員名簿
= Fulbright alumni directory
..........................004810

環日本海地域社会の変容 : 「満蒙」・
「間島」と「裏日本」 .....003920

ガロアの生涯 : 神々の愛でし人
..........................002581

管野すが : 平民社の婦人革命家像
..........................002421

雁

関東軍 : 在満陸軍の独走

....001515

ガンジー ; ネルー

環バルト海 : 地域協力のゆくえ
..........................003944
幹部政策の基本問題

.........003066

簡約スペイン語辞典

.........005189

..........000378

【キ】
木の花・木の実

.............004984

キーワードでよむドイツ統一
..........................002803

【ガ】
概観ドイツ法
外交

.........................005564

...............003996

.......................003878

外交と戦争

.....003818

機械時代 ....................000315

概説イギリス史 : 伝統的理解をこえて
..........................001894
...........001723

機械の時代

.................000297

危機と改革

.................002358

危機と解体1914-1990

...............001754

危機と再編

概説ドイツ史 : 現代ドイツの歴史的理
解 ...............001947, 001948
概説日本歴史

...........002137

記憶の比較文化論 : 戦争・紛争と国民
・ジェンダー・エスニシティ
..........................000736

外政家としての大久保利通
..........................002437

概説西洋歴史

...................005945

記憶のかたち : コメモレイションの文
化史 .....................000704

外国法 : イギリス・ドイツの社会と法
..........................003997

概説イスラーム史

...................005345

鬼苑横談

記憶の暗殺者たち

.................001068

外国人襲撃と統一ドイツ

消えた男

........004272

.................001825

危機としての現代 : 歴史学者の対話
..........................000698

...............001204

画家たちの原風景 : 日曜美術館から
..........................005021

危機における人間と学問 : マージナル
・マンの理論とウェーバー像の変貌
..........................004411

楽士の席から : 私の戦後音楽史
..........................005077

危機にたつ司法

学者の森

危機の家庭 : 女・性・政治
..........................004629

...................000004

学習指導要領 : 小学校・中学校・高等
学校 : ポケット判 .........004695
学術論文の技法

.............005144

学生運動の研究

.............004821

危機の時代

學生と讀書

企業合同

.................000013

危険信号

學問のすゝめ

...................005376

危険な思想家 : 戦後民主主義を否定す
る人びと .................000366

.................004807

危険な童話

.........005346, 005823

記号論への招待

.............005111

雉子日記 ; 菜穗子

.........001298

..........005448

汽車の窓から : 東海道

.................002893

学問と労働者 ; 公開答状

......004860

きけわだつみのこえ : 日本戦没学生の
手記 .....................005986

学生反乱 : 1969 : 立教大学文学部
..........................004819
学問と現実

.........004964

菊と刀 : 日本文化の型

.............004816

学説批判明治維新論

.........003858

...................004365

飢饉と救済の社会史

學生の英文法 : 基本力養成
..........................005165
学生の反乱

.................000298

危機の時代の平和学

学生革命 : 五月革命の思想と行動
..........................004809
學生社會運動史

.............004017

傷

....004492

傷だらけの街

...............004635

......005057

.........................005557
...............005824

毅然として : 本田創造追悼文集
..........................002411

学問の未来 : ヴェーバー学における末
人跳梁批判 ...............004110
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教育への招待

基础教育现代化教学基本功
..........................004793
基礎朝鮮語

.................005155

北アルプスの山々
北一輝

教育基本法改定・歴史認識二〇〇六
..........................000180

...........005064

.....................002406

教育基本法はどこへ : 理想が現実をき
り拓く ...................004673

北一輝 : 日本的ファシストの象徴
..........................002489
北一輝と日本の近代
北一輝論

教育基本法をどう読むか : 教育改革の
争点 .....................004674

.........002503

...................002457

教育勅語

北の十字軍 : 「ヨーロッパ」の北方拡
大 .......................001829
北アジア史

.................001740

北アフリカ

.................000911

北アメリカ

.................000803

北ベトナム

.................002769

...............004643

教育を支える思想 : 対話集
..........................004636

...................000458

教育と人権

.................004672

教育と人間をめぐる対話

.....004638

教育の自由と権利 : 国民の学習権と教
師の責務 .................004671
教育の蘇生を求めて : 遠山啓との対話
..........................004642

北前船と日本海の時代 :
シンポジウム/第三回・「西廻り」航
路フォーラム .............004993

教育の段階 : 誕生から青年期まで
..........................004644

気違ひ部落周游紀行

教育理念

切手の思想家
木戸孝允

...............004998

教会
教科書

.................005760
...............005245

教科書が教えない歴史

木彫りの巨人 : ドイツ現代史の二十年
..........................001997
...........003815

教科書検定

教科書検定訴訟を支援する歴史学関係
者の会ニュース ............004722

奇妙にとってもこわい話 : 寄せられた
「体験」 .................005489
.............005669

奇妙な味の物語

.............005480

教科書検定と朝鮮

.............005657

奇妙な昼さがり

.............005377

金日成と満州抗日戦争

教科書に書かれた朝鮮

教科書問題 ..................000098
教科書問題 : 二〇〇五年 .....000234

.......001623

教科書問題 : 家永訴訟に託すもの
..........................004701
教科書問題とは何か
004799

九一八事变与近代中日关系 : 九一八事
变70周年国际学术讨论会论文集
..........................001632

........004779,

教課審答申と社会科 ..........004761
恐慌

.........001841

旧約聖書 : 注・引照付

.......004718

教科書の思想 : 日本と韓国の近現代史
..........................004706

舊新約聖書 : 引照附 ........000508,
000509

宮廷文化と民衆文化

...........003861

教科書戦争 : 政治とビジネスのはざま
..........................004724

奇妙な共産主義者たち : 彼らはなぜ転
向したか .................003308
奇妙な恋の物語

.................004786

教科書検定訴訟 ..............000110

.............005490

奇妙な愛の物語

.......001268

教科書がねらわれている : 再びくるか
国定化の時代 .............004717

君たちは戦争で死ねるか : 小林よしの
り『戦争論』批判 .........001452
奇妙な味の菜館

.....................004798

教科書を日韓協力で考える
..........................004741

.................000962

基本的人権の研究

.......................001853

「教科書」をアジア人と考える : 市民
として考えよう・教育 .....004716

基範世界史 : 時代相の変遷
..........................004705
規範と統合

..............000384

狂王ルートヴィヒ : 夢の王国の黄昏
..........................002538

きのふの空 : 東大駒場小景集
..........................005890
木下順二私論

...................004677

饗宴 : 他一篇

.........004032

.....................005449

城の崎にて

.................002808

教員になる人のための日本史
..........................004715

...................002466

木戸外十一被告尋問
記念碑

教育・文化

.........005487

恐慌論

......000510

.......................004378
.....................004381

旧約聖書を知っていますか
..........................000506

共産主義と知識人

...........002950

共産主義とは何か

...........003128

キュリー家の人々

共産主義における「左翼」小児病
..........................003096

...........004894

驚異と占有 : 新世界の驚き
..........................000821

共産主義の系譜
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.............003024

共産主義の原理

.............002972

岐路に立つ現代世界 : 混沌を恐れるな
..........................001050

共産主義・ファシズム・民主主義
..........................003000
共産主義的人間

岐路に立つ世界を語る : 9・11以後の
危機と希望 ...............003937

.....003179, 006214

岐路に立つ統一ドイツ : 果てしなき「
東」の植民地化 ...........002822

共産主義インターナショナル資料集 =
The Communist International,
1919-1939 : Feltrinelli reprint
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..........................004544

古代オリエント世界 ; 地中海世界(1)
..........................000855

[国際労働運動史関係論文抜刷・資料 :
1969-1973(CISH報告原稿材料)]
..........................000140

古代から封建へ

.............001805

.....................002753

古代ギリシア社会史研究 : 宗教・女性
・他者 ...................001878

国際的学力の探究 : 国際バカロレアの
理念と課題 ...............004802

古代ギリシアの女たち : アテナイの現
実と夢 ...................004608

黒死館殺人事件

古代ギリシアの国家

国際化

.............005674

黒死病の時代のジャクリー
..........................002190
國體論及び純正社會主義

.................005617

國富論草稿

.................004101

古代ギリシアの歴史家たち
..........................000530
古代ギリシア人の思想

国防婦人会 : 日の丸とカッポウ着
..........................004871

.........002809

古代国家の歩み

.............001201

古代国家の成立

.............001161

国民経済 : その歴史的考察
..........................004068

古代シチリア紀行

国民經濟と世界經濟 : 民族理論との關
連において ...............004155

古代のオリエント

国民国家を問う

古代中国を読む
古代史の謎

.............003802

國民國家と經濟政策

...........002713
.............001669

国家への視座

...........000772

.................001212

国家イデオロギー論

.........002919

国民国家と国家連邦 : 欧州国際統合の
将来 .....................003943
国民国家と暴力

.......000983

古代国家と軍隊 : 皇軍と私兵の系譜
..........................001215

国防軍とヒトラー : 1918〜1945
..........................002141
國法的基礎・國防軍

.......004849

古代ギリシアの歴史 : ポリスの興隆と
衰退 .....................001876

.....003323

黒白の旅路

.........000982

古代ギリシアの同性愛

.........003634

...............003381

国家を超える視角 : 次世代の平和
..........................003863

.............003363

國家權力の諸段階

国民国家のエルゴロジー : 『共産党宣
言』から『民衆の地球宣言』へ
..........................000999

国家主義運動
国家と革命

国民国家論関係資料・論稿 ....000157

...........000718

...............001454
.................000967

国家と革命 : 国家について : 他二篇
..........................003097

国民国家論の射程 : あるいは「国民」
という怪物について .......003418

国家と経済 : フランス・ディリジスム
の研究 ...................004320

国民主権と民族自決 : 第一次大戦中の
言説の変化とフランス .....001031
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国家と個性

コミンテルンとスペイン内戦
..........................002946

.................000707

国家像・社会像の変貌
国旗? 国歌?

.......000545

コミンテルンと朝鮮共産党
..........................003768

................004678

国境を超えた社会民主主義
..........................003178
国境を越える労働者

コミンテルンと帝国主義 : 1919-1932
: 諸家による「相対的安定期の資本
主義」論の位相と構図 .....003142

.........004564

コミンテルンと東方

国境を貫く歴史認識 : 教科書・日本、
そして未来 ...............001319

コミンテルンと日本 : 1919年3月-1922
年1月 ....................003055

国共分裂から解放戦争まで
..........................000373
国権と民権の相剋

コミンテルンの世界像 : 世界政党の政
治学的研究 ...............003049

...........001151

小繋事件 : 三代にわたる入会権紛争
..........................004985

コミンテルンの歴史
003310

古典學派の批判

コミンテルン史

.............004060

古典古代の社会と国家

古都遍歴 : 奈良

.........001875

............005010

コモン・センス

.....004044

言葉 : 辻内鏡人追悼文集

....002495

ことばを失った若者たち

.....004450

ことばの差別

.....005101

これが正しい小・中学校教科書だ : こ
の問題をどう教えるか : 日本人の日
本人による日本人のための
..........................004711
これがドイツ人だ

...........003571

[これからの世界史] ..........000223

...............005118

団体主義 (コレクティヴィズム) : そ
の組織と原理 .............004970

「ことばの知恵」を超えて : 同行三人
..........................005908
ことばの文化史

.............003424

コリンヌはなぜ死んだか

...............005835

異なる悲劇日本とドイツ

.............002927

コメ自由化はおやめなさい : カリフォ
ルニア日系農民からの忠告
..........................004962

孤島の土となるとも : BC級戦犯裁判
..........................004039
孤独な殺人者

........003026,

コミンテルン史 : レーニンからスター
リンへ ...................003108

.......001799

古典期アテネの政治と社会
..........................001877
古典期のポリス社会

.........003067

コロンタイと日本

.............005125

...........004614

コンサイス外国人名事典

ことばのロマンス : 英語の語源
..........................005161

コンサイス人名辞典

.....002374

.........002375

子どもと共に未来をひらく : PTAのあ
ゆみと発展 ...............004680

コンスタンティノープル千年 : 革命劇
場 .......................000987

子どもの歌を語る : 唱歌と童謡
..........................005088

懇切な遺書

.................005648

今日のソ連 : 一科學者の印象記
..........................002831

子どもの権利とはなにか : 人権思想の
発展のために .............004633
...............001382

今日のドイツ : ドイツ連邦共和国要覧
..........................002804

このインドシナ : 虐殺・難民・戦争
..........................003528

コンパクトでっか字東京23区便利情報
地図 ......................002682

この闇黒裁判

この五十年をふりかえって
..........................003672

【ゴ】

この時代に想うテロへの眼差し
..........................006092

強力伝・孤島

ゴータ綱領批判

近衛文麿 : 「運命」の政治家
..........................002467
近衛日記
[駒場]

獄中19年 : 韓国政治犯のたたかい
..........................006036

.......001211

.....................004828

駒場 : 大学の青春

獄中からの手紙

..........004834

駒場の50年, 1949-2000

.....003120, 003121

ゴータ綱領批判 ; エルフルト綱領批判
..................003123, 003124

...................001455

古墳時代の政治と社会

...............005659

.....003103, 003107

獄中のローザ : マティールデ・ヤーコ
プへの手紙 ...............002598

......004818

コミンテルン再考 : 第三インタナショ
ナル史と植民地解放 .......003018

午後の恋人

コミンテルン小史

五四運動から国民革命まで
..........................000371

コミンテルン資料集
コミンテルン史論

五四運動 : その思想史

...........002929
.........003069

五勺の酒 : 他八篇

...........003280

コミンテルンと人民戦線

.................005446

..........005590

五五年体制と安保闘争

.....003311
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......001658

.......001499

さまざまな発見 : ベルリン・ユダヤ博
物館 .....................000067

ゴッホと日本展 ..............005027
ゴッホの生涯

...............005033

ゴッホの手紙

...............005030

誤認逮捕

寒い夫婦

...................005618

ゴマの来た道

...............004983

ゴメスの名はゴメス

左翼知識人の理論責任

.........005875

誤訳 : ほんやく文化論

...................005836

左翼エス・エル戦闘史 : マリア・スピ
リドーノワ 1905-1935 .....003808
.......003264

サヨナラだけが人生、か。
..........................002379

......005109

さよならの値打ちもない

【サ】

サラセン文化

西園寺公望

サルトル哲学入門

最後に笑ふ者

.........005594

澤木興道老師遺芳 : 西小藪観音寺所蔵
..........................005045

...............002068

最期のメッセージ
西郷隆盛

サルトルの哲學 : 存在と虚無
..........................000432

.............004175

最後の密室 : 本格推理

サン・ヌゥヴェル・ヌゥヴェル : ふら
んす百綺譚 ...............006212

......005842

...........005379

...................002488

最終解決 : 民族移動とヨーロッパのユ
ダヤ人殺害 ...............002007
最終論告・弁論

...............005675

最新詳密地図

...............002672

再生産過程表式分析序論
斎藤秋男追悼文集
堺利彦全集
堺利彦伝
鷺

産業と帝国

.................002914

産業民主制論

叫ぶ私

...............004560
.....003201

「三光作戦」とは何だったか : 中国人
の見た日本の戦争 .........001431

.................006118
.....004704

三国志の英傑

...............001678

サンジカリズム

.............003061

山椒魚・遙拝隊長 : 他七篇
..........................005451

.................005764

三酔人経綸問答

.....................005987

.............002878

三省堂 [世界史] : 校正刷 ....000245

.......................001173
...........001263

三省堂 [世界史] : 最終稿 ....000242

.................001262

三省堂新企画 ................000256

鎖国と海禁の時代
鎖国と開国

.................004275

産業者の政治的教理問答

...................004914

裂けて海峡

.............004260

産業と革新 : 資本主義の発展と変容
..........................000848

.....................006244

酒と健康

鎖国

.....004177

.........................005805

櫻の園

...........004271, 004278

産業衰退の歴史的考察 : イギリスの経
験 .......................004950

...........004649

作文のなかの大日本帝国

...................001998

産業革命

産業社会における階級および階級闘争
..........................004458

...................002476

昨日の世界

三月革命

産業革命の研究

.............004034

最初の目撃者

........006169

...........000439

サルトルとマルクス主義 : 『弁証法的
理性批判』をめぐって .....000335

最近ドイツ社會黨史の一齣
..........................003698
最後に愛を見たのは

.........005851

サルトル : 人と作品

再帰化する近代 : ドイツ現代史試論 :
市民社会・家族・階級・ネイション
..........................002820

最近の独占研究

...............001727

さらば、おやじどの

.................002434

.....005732

サザンスコール

三省堂世界歴史地図

.............005770

殺人者にバラの花束 ..........005751
冊封使 : 中国皇帝の使者

....001570

薩摩藩英国留学生

...........004815

サトウサンペイ集

...........005041

.........000670

三省堂世界史 : 一九九五年度改定
..........................000237
三省堂世界史 : 一九九七年以降
..........................000238
三省堂世界史 : 二次稿コメント
..........................000252

裁かれざるナチス : ニュルンベルク裁
判とその後 ...............004047

三省堂世界史 : 供給本正誤訂正資料
..........................000243

砂漠の反乱 : アラビアのロレンス自伝
..........................002594

三省堂世界史 : 最終段階 .....000240

サバルタンの歴史 : インド史の脱構築
..........................001712

三省堂世界史 : 三省堂高校教科書世界
史B編集関連資料 ...........000235

差別用語

...................005140

三省堂世界史 : 指導書 .......000249

さまざまな生の断片 : ソ連強制収容所
の20年 ...................006224

[三省堂世界史 : 白表紙本以降]
..........................000247
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史学会 ......................000105

三省堂世界史 : 新企画 (一九九八年八
月以降) ...................000246
三省堂世界史 : 図版 .........000244

史學會小史 : 創立五十年記念
..........................000740

三省堂世界史 : 第一次稿 .....000250

死火山の肌

三省堂世界史 : 第二次稿 .....000251

史学会百年小史 : 1889〜1989
..........................000741

三省堂世界史 : 第三次稿
..................000239, 000241

.................005505

四季 : 伊藤整追悼号

........005289

[三省堂世界史 : 当座] .......000254

紫禁城の黄昏

[三省堂世界史 : (当面)] .....000253

死刑台のロープウェイ

三省堂世界史(一九九四) ......000248

思考と行動における言語

三省堂世界史かこみ ..........000236

思索する歴史家・江口朴郎 : 人と学問
..........................002483

三省堂世界史小事典
山賊

...............005953

四捨五入殺人事件

...................006245

...............000135

サンフランシスコ講和

.....005380

...........005455

市場経済と社会主義

三反共生漫録 : Nos. 190-156
(1994-1999) ..............000103
三反后生漫録

.....005110

獅子王アレクサンドロス

.......................005324

三人姉妹

.......005637

死産される日本語・日本人 : 「日本」
の歴史-地政的配置 ........002745

.......................006234

三太郎の日記
三道

.........000671

...............001648

.........001001

市場独裁主義批判

...........002855

静かすぎる被告人

...........005990

静かな革命 : ハンガリーの農民と人民
主義 .....................000762

.......003901

サンフランシスコ講和 : 1945-1952
..........................001496

靜かなドン

.................006249

沈まぬ太陽

.................005866

自然辯證法入門

【ザ】

.............004891

思想課題としてのアジア : 基軸・連鎖
・投企 ...................003917

ザ・ワールド : 新形式:世界170カ国デ
ータブック ................004400

思想と学問の自伝

ザ・カレンダー : 新・生活暦 :
データ&スケジュール'92 ....000052

...........002501

思想と哲学の社会主義

.......003221

ザ・シティーズ : 新・生活暦 :
データ&スケジュール'93 ....000053

思想の国際転位 : 比較思想史的研究
..........................003146

罪花

思想のドラマトゥルギー
..................000302, 000303

.......................005769

在華紡と中国社会

...........004945

.................002818

思想の冒険 : 社会と変化の新しいパラ
ダイム ...................004442

在米社会主義者・無政府主義者沿革
..........................003220

思想のマルチリンガリズム
..........................005911

雑誌記者

思想史の方法と対象 : 日本と西欧
..........................000300

財政・金融

...................005894

雑誌『文庫』復刻版
残紅

.........000060

思想史の森の小径で

.......................005684

七歳の告白

ザンジバルの笛 : 東アフリカ・スワヒ
リ世界の歴史と文化 .......002350
残生逍遙

失脚から銃殺まで=ブハーリン
..........................002303

詩を読む人のために

湿原

.........005316

嫉妬

...........005636

視点

シーザー : 古代ローマの英雄
..........................002571

史學概論

.......................000448

支那革命外史 ; 国家改造案原理大綱 ;
日本改造法案大綱 .........003324

シーボルト父子のみた日本 : 生誕200
年記念 ...................000070

支那革命軍談

...............001660

死なれては困る

.........006056

忍ぶ川

...................006053

四王天延孝回顧録

.............005843

.......................005558

史的唯物論 ................000527,
000533, 000632, 002909

史の辺境にむけて : 逆光のヨーロッパ
..........................001762

シェイクスピア時代

.......................005482

しつこい自殺者

.................005318

死の谷から来た女

沙翁物語

.................005826

七〇年代以降の日本資本主義
..........................004211

...................004650

【シ】
詩とは何か

.........003147

.............005629

.....................005544

司馬遷 : 史記の世界

...........002481

支配の社会学

...................000546
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........001677

...............004409

支配の代償 : 英帝国の崩壊と「帝国意
識」 .....................000763

市民自立の政治戦略 : これからの日本
をどう考えるか ...........003494

支配の文化史 : 近代ヨーロッパの解読
..........................001843

市民の政治学 : 討議デモクラシーとは
何か .....................003440

芝居名所一幕見 : 舞台の上の東京
..........................005091

指名手配

紙幣の運命

...................005566

シャーロック・ホームズの帰還
..........................006064

.................004374
.....001284

写GIRL (シャガール) .........005065

シベリア流刑史 : 苦悩する革命家の群
像 .......................003599

社会運動・思想関係資料案内
..........................003070

司法改革

社会運動と無産政党

シベリア出兵の史的研究

...................003503

.........000287

資本主義經濟の歩み : 封建制から現代
まで .....................004183

社会衛生学から革命へ : 国崎定洞の手
紙と論文 .................003089

資本主義成立史

社會改革の新構想 : 新フェビアン論集
..........................003229

.............004185

資本主義と「自由主義」
資本主義の再編成

.....001109

社会科学への思索

...........004476

資本主義發展の研究

.........004094

資本主義的ヨーロッパの制覇
..........................000946

社会科学辞典

...............002854

社会科学と自然科学の方法 : 『資本論
』の方法をめぐって .......004123

資本蓄積様式の歴史的展開 : 西洋経済
史研究 ...................004249
資本蓄積論

...........003157

社会科学再考 : 敗戦から半世紀の同時
代史 .....................002723

社会科学ドキュメンテーション : その
情報特性と利用 ...........002897

.................004137

資本蓄積論 : 帝国主義の経済的説明へ
の一寄与 .................004135

社会科学における人間

資本蓄積論 ; 資本蓄積再論
..........................003236

社会科学の現在

資本論

社会科学入門

........004153

『資本論』綱要 : 他五篇
資本論綱要 : 他四篇

.......002728, 002730

社会科学のすすめ

....004117

資本論索引

.................004119

社会科学の論理

資本論註解

.................004160

社会科学用語辞典

資本論入門

.......004169

社会革命の綱領

.................004127

資本論の世界

社会経済史大系

.........004033

社会契約論

市民革命から帝国主義の成立へ
..........................000610

.............003806

市民革命の構造

.....004268, 004269

社会思想

市民参加

...............002975

...................003185

社会思想の旅

...............003148
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迫り来る破局

........004639

戰後日本資本主義年表附解説 :
1945年8月1日-1953年12月31日
..........................004228
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...............002297
...........003896

戰後日本の動向

戦間期日本の社会研究センター : 大原
社研と協調会 .............002898

宣言

.............001526

戦後日本の保守政治 : 政治記者の証言
..........................003511
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..........................000602
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戦後政治史の中の天皇制

...............001511

戦後歴史学を検証する : 歴研創立70周
年記念 ...................000713
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戰後十年史
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宣告
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戦争の教え方 : 世界の教科書にみる
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戦国乱世の文学
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戦争の時代と社会 : 日露戦争と現代
..........................001372
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戦時上海 : 1937-45年

.......001513
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戦時期日本の精神史 : 1931〜1945年
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ヨーロッパ ...............001057
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戦争と世界の青春 : 全世界戦歿学徒の
手紙 .....................001058
戦争とプロパガンダ
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...................000360

全勞働収益權史論
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戦争と政治
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「絶對」の探求

戦争と疫病 : 七三一部隊のもたらした
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絶対主義国家と身分制社会
..........................001839
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戦争と罪責

.................005877

絶対君主の時代

戦争責任・戦後責任 : 日本とドイツは
どう違うか ...............004048

戦争と国家独占資本主義

...........003781

占領期の言論・出版と文化 : 「プラン
ゲ文庫」展・シンポジウムの記録
..........................001487

.................004084

戦争・革命でよむ世界史 : 総解説
..........................000955

戦争と外交

.............003497

占領下の言論弾圧

戦争を記憶する : 広島・ホロコースト
と現在 ...................003842

戦争責任
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占領と神話教育 : 占領軍による記・紀
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戦前の論争
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..........................004323
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..........................003904

ソヴィエトの外交政策 : その理論と発
展 .......................003966
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..........................000851

ソヴィエトの勝利

戦争と平和

..........002321

.................001154

ソヴェート経済史 : 1917年以後のソヴ
ェート経済の発展 .........004322

戦争のうしろ姿 : 教科書問題と東アジ
ア諸国民との歴史対話 .....004684

ソヴェト革命とアメリカ : 第一次大戦
と革命 ...................001022

戦争と民衆

ソヴェト革命史
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ソヴエトの外交
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ソヴェトの政治
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ソヴエトの政治 : 内政と外交
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..........................003964

.......003728

.............002289
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ソ連崩壊と社会主義 : 新しい世紀へ
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ソ連邦
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..........................002029
総統の防具
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孫文と中国革命
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組織の時代
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塑像

臓器農場

...................005440

.......001819
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...................005518

.......006216

ゾルゲ引裂かれたスパイ

.................004425

組織のなかの人間

.....002658

【タ】

...........000308

大尉の娘

.....................002918

...................006248

大逆事件の周辺 : 平民社地方同志の人
びと .....................001379

.......................005748

測機舎と共に

.........003526

.............002518

【ゾ】

.............005733

祖國は日夜つくられる

...................003442

孫文と袁世凱 : 中華統合の夢
..........................001577

ソウルにダンスホールを : 1930年代朝
鮮の文化 .................001611

祖国のために死ぬこと

.....................002833

孫文選集

.................005432

そこにある孤影

...........005604, 005655

それでも地球は動く : 旧制姫高の教え
子達がつづる江口朴郎先生追悼文集
..........................002444
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大君の使節 : 幕末日本人の西欧体験
..........................001239

ソ同盟における社會主義の經濟的諸問題
.........................004325

大系日本国家史

ソ同盟共産党第十五回大会政治報告
..........................003729
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対決の思想 : 共同討議
体験的新聞紙学

ソ同盟における社会主義の経済的諸問題
: 他一篇 ................004165

......002890

.............000072

対抗教科書出版記念集会 : 二〇〇七・
三・三一於セシオン杉並 ....000264

その日のために : あらしが育くんだ愛
と真実 獄中学生をめぐる手紙
..........................004808

太閤と百姓
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大衆運動
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大衆軍隊の発展と軍国主義化
..........................004876

太平洋戦爭前期

.............001502
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太陽の法 : 新時代を照らす釈迦の啓示
..........................000489

大衆宣伝の神話 : マルクスからヒトラ
ーへのメディア史 .........004431

対立

.......................002185

対話の回路 : 小熊英二対談集
..........................002891

...........005892

大衆の国民化 : ナチズムに至る政治シ
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台湾 : 四百年の歴史と展望
..........................001686

大衆の国家 : 階級なき社会の脅威
..........................004447
大衆の蜂起
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大変だァ
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太平洋戦争史論
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..........................003642
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太平洋戦爭後期

台湾という名のヤヌス : 静かなる革命
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台湾の日本語文学 : 日本統治時代の作
家たち ...................005298

大正大阪スラム : もうひとつの日本近
代史 .....................004632
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大正政治史
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..........................003472
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001325
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高群逸枝と柳田国男 : 婚制の問題を中
心に .....................004600
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神への回帰 ...............001304
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サンスの道 ...............004435
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..........................003143
大正文学史
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竹内好という問い
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...........005292

竹内好論 : 亜細亜への反歌
..........................002423

.......003224

他諺の空似 : ことわざ人類学
..........................005948

...............004407

大戦から戦後への国内政治
..........................000281
大戦間期資本主義の研究

...................006007

竹内好 : ある方法の伝記

.................005301
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治過程 ...................003484
体制の社会学
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.......................005275
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體制と組織の社会主義

.................005967
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...................002462

高野長英の魅力 : 高橋磌一先生を追想
する .....................002474

.................003496

「他者」との遭遇

...........002355

田添鉄二 : 明治社会主義の知性
..........................002469
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大戦間時代 ..................000937

黄昏のビギン

大戦間期の東欧 : 民族国家の幻影
..........................001770

...............005572

黄昏のベルリン

.............005696

...........000283

黄昏夫人

大戦後の国際政治

...........000284

たそがれ色の微笑

大戦後の国内政治

...........000282

闘いなき戦い : ドイツにおける二つの
独裁下での早すぎる自伝
..........................006108

大戦期の国際政治

大喪・即位礼・大嘗祭 :
1989.2～1990.1 : 科学運動資料集
..........................003651

橘孝三郎 : 日本ファシズム原始回帰論
派 .......................002449

.....001656

谷崎潤一郎=渡辺千萬子往復書簡
..........................005969

太平天国革命の歴史と思想
..........................001655
太平洋開戦 : 12月8日

...........005708

たたかう民衆の世界 : 欧米における近
代化と抗議行動 ...........003274

対日占領政策と戦後教育改革
..........................004675
太平天国運動と現代中国

...................005749

他人同士

.......006005

...................005353

タバコはなぜやめられないか
..........................004913

太平洋戦争 ................001184,
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旅と思想のバラード : ヨーロッパの旅
から .....................002696

太平洋戦争への道 : 開戦外交史
..........................001529

旅の日のモーツァルト
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.....005610, 005639

第四回東アジア歴史教育シンポジウム(
一九九九) .................000192
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多摩と甲州道中

第5回日韓歴史家会議 : 於ソウル・二
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.......000503

.....002796

.............002708
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作りツアー体験記 .........002704

同時代への発言 : 一憲法学徒として
..........................003977
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..........................001052

.............000536

ドイツの労働者住宅

.........004490

同時代史断片
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攻撃 .....................004789
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内陸アジア世界の展開(2) ; 南アジア
世界の展開 ...............000864
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ナチスの国の過去と現在 : ドイツの鏡
に映る日本 ...............002081

ナショナリズム : その神話と論理
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ンポジウム ...............001478
ナショナリズムとジェンダー
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南京大虐殺

ナチズムと大学 : 国家権力と学問の自
由 .......................004832
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「南京大虐殺」のまぼろし
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会史 .....................001440
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...............000861

...............005384
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.................001729
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.................000910
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...................001162
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南京事件
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..........................003564

.....................001761

南極越冬記

...................003567

西ドイツ : ドイツ連邦共和国
..........................002032

.................004897
...................001450
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..........................003213
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