1713-1784

ディドロ著作集全 4 巻完結‼

300ème anniversaire

哲学・芸術・科学技術・政治経済のあらゆる分野にわたって発言し，フランス革命を思想的に準備

Denis Diderot

した18世紀最大の啓蒙思想家ディドロの世界観の全体像とモチーフを最新の研究に基づいて提示。
ご注文数

ディドロ著作集

第1巻

定価6,090円（本体5,800円＋税）

ドゥニ・ディドロ 著／小場瀬卓三，平岡

昇

哲学 I〈新装版〉

四六判462頁

監修

［2013年刊］

ISBN978-4-588-12010-7 C1310

18世紀最大の啓蒙思想家，百科全書派の領袖ディドロの，哲学・政治経済論・
芸術思想におよぶ主要著作を網羅し，国際的なディドロ復興に呼応する待望
の著作集。本巻は，哲学上の主要著作をほぼ年代順に収め，理神論から無神
部

ご注文数

論へ，さらに唯物論へという大胆かつ独創的な思考の軌跡をたどる。

ディドロ著作集

第2巻

定価6,090円（本体5,800円＋税）

ドゥニ・ディドロ 著／野沢

協，大友

浩，中山

哲学 II

四六判472頁

毅訳

［1980年刊］

ISBN978-4-588-12012-1 C1310

百科全書より（百科全書／エクレクティスム／哲学者／人間／マールブラン

シュ哲学／ホッブス哲学／スピノザ哲学／マニ教） エルヴェシウス『人間論』
の反駁／他。
部

ご注文数

◉2013年9月中旬の搬入となります。

ディドロ著作集

第3巻

定価4,200円（本体4,000円＋税）

ドゥニ・ディドロ 著／井上幸治，安斎和雄，古賀英三郎

政治・経済

訳

四六判402頁

［1989年刊］

ISBN978-4-588-12013-8 C1310

百科全書より（自然法／権力／勢力／主権者／銀／農業／技芸） 君主の政

治原理／出版業について／ガリアニ師讃／エルヴェシウス反駁／エカテリー
ナ二世との対談。
部

ご注文数

◉2013年9月中旬の搬入となります。

ディドロ著作集

第4巻

定価6,930円（本体6,600円＋税）

ドゥニ・ディドロ 著／鷲見洋一，井田

美学・美術

尚

監修

四六判656頁

［coming soon］

付・研究論集 ISBN978-4-588-12014-5 C1310

近代美学史に不滅の名をとどめるディドロの代表的な批評散文と，20世紀の
著名な碩学たちによるディドロ論を収録。
『著作集』全４巻完結，生誕300
年記念出版。
部

◉新刊。2013年9月下旬配本です。

ご注文のさい，ご記入願います。

帖合・番線

ご担当者様氏名［

］

ご担当ジャンル［

］

お 電 話 番 号［

］

法政大学出版局 FAX.03-5214-5542/TEL.03-5214-5540
〒102-0073 東京都千代田区九段北 3-2-3 ｜ E-mail:sales@h-up.com ｜ URL:http:/www.h-up.com/

ピエール・ベール著作集

全八巻・補巻一 ／ 野沢協 全訳・解説

彗星雑考�������

定価 12600 円 （

部）

寛容論集�������
第三巻 歴史批評辞典Ⅰ��
第四巻 歴史批評辞典Ⅱ��
第五巻 歴史批評辞典Ⅲ��

定価 15750 円 （

部）

定価 29400 円 （

部）

定価 36750 円 （

部）

定価 39900 円 （

部）

続・彗星雑考����
第七巻 後期論文集Ⅰ����

定価 19950 円 （

部）

定価 39900 円 （

部）

後期論文集Ⅱ����
補 巻 宗教改革史論����

定価 49350 円 （

部）

定価 57750 円 （

部）

第一巻
第二巻

第六巻
第八巻

全巻揃価 301,350 円

１７〜１８世紀，啓蒙思想の世界／古典および研究書
ドン・デシャン哲学著作集 ………………（

部）

ヴォルテール…………………………………………（

部）

啓蒙の地下文書Ⅰ…………………………………（

部）

ヴォルテール書簡集… …………………………（

部）

啓蒙の地下文書Ⅱ…………………………………（

部）

野沢協 監訳，藤原・寺田・三井・石川・楠本・飯野 訳／定価 25200 円

…………………………………………………（
ヴォルテール 著／髙橋安光 訳／定価 12600 円

哲学辞典

部）

ヨーロッパ精神の危機 … ……………………（

部）

自然の体系Ⅰ・Ⅱ…………………（Ⅰ

部／Ⅱ
ドルバック 著／髙橋安光・鶴野陵 訳／定価各 6300 円

部）

ピエール・ベール伝…

…………………………（
P. デ・メゾー 著／野沢協 訳／定価 7140 円

部）

手紙の時代………………………………………………（

部）

ブルジョワ精神の起源 … ……………………（

部）

旅・戦争・サロン…………………………………（

部）

ジャン・メリエ遺言書 … ……………………（

部）

十八世紀研究者の仕事…………………………（

部）

ディドロの唯物論…………………………………（

部）

野沢協 訳／定価 23100 円

A. J. エイヤー 著／中川信・吉岡真弓 訳／定価 2940 円

髙橋安光 訳／定価 31500 円

野沢協 監訳，三井・石川・寺田・逸見・大津 訳／定価 24150 円

P. アザール 著／野沢協 訳／定価 6930 円

髙橋安光 著／定価 3150 円

教会とブルジョワジー
B. グレトゥイゼン 著／野沢協 訳／定価 3990 円

啓蒙思潮の底流と源泉
髙橋安光 著／定価 3465 円

石川光一・三井吉俊 訳／定価 31500 円

モンテスキュー

中川久定・増田真 監訳／定価 4725 円

その生涯と思想 … ……………（

J. スタロバンスキー 著／古賀英三郎・高橋誠 訳

定価 3360

部）

円

絵画を見るディドロ ……………………………（

部）

J. スタロバンスキー 著／小西嘉幸 訳／定価 1995 円

病のうちなる治療薬 ……………………………（

部）

啓蒙の時代の人為に対する批判と正当化
J. スタロバンスキー 著／小池健男・川那部保明 訳／定価 3780 円

群れと変容の哲学
大橋完太郎 著／定価 6825 円

啓蒙のユートピア

全三巻

野沢協・植田祐次 監修

第一巻南大陸ついに知られる・他 定価 23100 円………（
第二巻しあわせ王国記・他 定価 23100 円… …………（
第三巻 紀元二四四〇年・他 定価 23100 円……………（

ジャン = ジャック・ルソー …………………（

部）

十八世紀の文人科学者たち … ……………（

部）

法政大学出版局

十八世紀の恐怖

部）

〒102ー0073
東京都千代田区九段北 3ー2ー３

B. グレトゥイゼン 著／小池健男 訳／定価 3465 円

W. レペニース 著／小川さくえ 訳／定価 1995 円

言説・表象・実践 … …………（

J. ベールシュトルド ，M. ポレ 著／飯野和夫・他 訳／定価 5250 円

啓蒙思想の背任 … …………………………………（

J.- C. ギユボー 著／菊地昌実・白井成雄 訳／定価 2520 円

部）

TEL 03ー5214ー5540
FAX 03ー5214ー5542
※表示価格は消費税込みです

書店名・
番線

部）
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部）

