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新日本古典文学大系 全105巻

日本中世時代から、近世に至るまでに世に送り出されてきた数多くの名作古典。 
今でも尚愛され、学生が学び、研究者たちが研究を進め続ける、日本古典文学を網羅した新日本古典文学
大系（2005年完結）が、電子書籍で完結！ 
万葉集や、源氏物語のような、後世に受け継がれていくべき作品という基準のみならず、詩文や仏典の注釈
書である抄物や、当時の庶民教育の為の基本書までその収録文献は多岐に渡る。 
また、文学作品として読むことを第一に心がけ、作品の抄録はできる限り行わず完本を収めることを原則とし、
その上で読みやすくなるよう、段落を区切り、句読点を打ち、会話や引用文には「」を入れて文体を整え、加
えて仮名に漢字をあて、読みにくい漢字には読み仮名を施すなど、読みやすさを意識した工夫が隅々まで
施されている。 
勿論、各語句も、ただ解釈を入れるだけでなく、原文への理解をより深めるために適切な注釈も付け加えて
いる。また、和歌など、意味のとりにくいものは大意と鑑賞的な解説が加えられ、本文との兼ね合いで注釈が
施されている。更に、各作品の前に、作者、成立、概略、時代背景などの簡単な解説もされており、自然に
読めるようになっている。加えて各巻の巻末に収録作品の、付図・系図・用語一覧や、豊富な関連資料が付
属している。電子書籍の為、全100巻＋5巻の索引一覧での一括検索も簡単に可能。今後の日本古典文学
研究のみならず、学生に日本古典文学を読んで貰う為にも必携の資料です。 

全105巻 揃価格 
同時1アクセス（本体）：     ¥4,233,900  
同時3アクセス（本体）：  ¥12,701,700 

分売可能です。詳細はリストページを参照ください。 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160
https://www.iwanami.co.jp/
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新日本古典文学大系 萬葉集 全5巻セット       ¥202,400 ¥607,200 1016411866 

1 萬葉集 1 （1） 佐竹 昭広 1999 9784002400013 ¥41,800 ¥125,400 1016411867 

2 萬葉集 2 （2） 佐竹 昭広 2000 9784002400020 ¥42,900 ¥128,700 1016411868 

3 萬葉集 3 （3） 佐竹 昭広 2002 9784002400037 ¥36,850 ¥110,550 1016411869 

4 萬葉集 4 （4） 佐竹 昭広 2003 9784002400044 ¥41,250 ¥123,750 1016411870 

5 萬葉集索引 （別巻） 佐竹 昭広 2004 9784002401058 ¥39,600 ¥118,800 1016411871 

新日本古典文学大系 八代集 全8巻セット       ¥308,550 ¥925,650 1016411872 

6 古今和歌集 （5） 紀 友則 1989 9784002400051 ¥36,850 ¥110,550 1016411873 

7 後撰和歌集 （6） 片桐 洋一 1990 9784002400068 ¥39,050 ¥117,150 1016411874 

8 拾遺和歌集 （7） 小町谷 照彦 1990 9784002400075 ¥39,600 ¥118,800 1016411875 

9 後拾遺和歌集 （8） 藤原 通俊 1994 9784002400082 ¥36,850 ¥110,550 1016411876 

10 金葉和歌集 . 詞花和歌集 （9） 源 俊頼 1989 9784002400099 ¥36,850 ¥110,550 1016411877 

11 千載和歌集 （10） 藤原 俊成 1993 9784002400105 ¥36,300 ¥108,900 1016411878 

12 新古今和歌集 （11） 源 通具 1992 9784002400112 ¥46,750 ¥140,250 1016411879 

13 八代集総索引 （別巻） 久保田 淳 1995 9784002401010 ¥36,300 ¥108,900 1016411880 

新日本古典文学大系 続日本紀 全6巻セット       ¥273,900 ¥821,700 1016411881 

14 続日本紀 1 （12） 藤原 継縄 1989 9784002400129 ¥42,900 ¥128,700 1016411882 

15 続日本紀 2 （13） 藤原 継縄 1990 9784002400136 ¥49,500 ¥148,500 1016411883 

16 続日本紀 3 （14） 藤原 継縄 1992 9784002400143 ¥46,750 ¥140,250 1016411884 

17 続日本紀 4 （15） 藤原 継縄 1995 9784002400150 ¥47,300 ¥141,900 1016411885 

18 続日本紀 5 （16） 藤原 継縄 1998 9784002400167 ¥47,300 ¥141,900 1016411886 

19 続日本紀索引年表 （別巻） 笹山 晴生 2000 9784002401034 ¥40,150 ¥120,450 1016411887 

20 竹取物語 ; 伊勢物語 （17） 堀内 秀晃 1997 9784002400174 ¥26,950 ¥80,850 1018710987 

21 落窪物語 . 住吉物語 （18） 藤井 貞和 1989 9784002400181 ¥35,750 ¥107,250 1018710988 

新日本古典文学大系 源氏物語 全６巻セット       ¥227,700 ¥683,100 1014015181 

22 源氏物語 1 （19） 紫式部 1993 9784002400198 ¥34,100 ¥102,300 1014015175 

23 源氏物語 2 （20） 紫式部 1994 9784002400204 ¥38,500 ¥115,500 1014015176 

24 源氏物語 3 （21） 紫式部 1995 9784002400211 ¥35,200 ¥105,600 1014015177 

25 源氏物語 4 （22） 紫式部 1996 9784002400228 ¥38,500 ¥115,500 1014015178 

26 源氏物語 5 （23） 紫式部 1997 9784002400235 ¥35,200 ¥105,600 1014015179 

27 源氏物語索引 （別巻） 柳井 滋 1999 9784002401027 ¥46,200 ¥138,600 1014015180 

28 土佐日記 . 蜻蛉日記 . 紫式部日記 . 更級日記 （24） 紀 貫之 1989 9784002400242 ¥41,800 ¥125,400 1018710989 

29 枕草子 （25） 清少納言 1991 9784002400259 ¥28,600 ¥85,800 1018710990 

30 堤中納言物語 . とりかへばや物語 （26） 大槻 脩 1992 9784002400266 ¥30,250 ¥90,750 1018710991 

31 本朝文粋 （27） 藤原 明衡 1992 9784002400273 ¥34,650 ¥103,950 1018710992 

32 平安私家集 （28） 犬養 廉 1994 9784002400280 ¥44,000 ¥132,000 1018710993 

33 袋草紙 （29） 藤原 清輔 1995 9784002400297 ¥41,250 ¥123,750 1018710994 

34 日本霊異記 （30） 景戒 1996 9784002400303 ¥24,750 ¥74,250 1018710995 

35 三宝絵 . 注好選 （31） 源 為憲 1997 9784002400310 ¥40,150 ¥120,450 1018710996 

36 江談抄 . 中外抄 . 富家語 （32） 大江 匡房 1997 9784002400327 ¥48,950 ¥146,850 1018710997 

新日本古典文学大系 今昔物語 全6巻セット       ¥248,050 ¥744,150 1016411888 

37 今昔物語集 1 （33） 今野 達 1999 9784002400334 ¥41,250 ¥123,750 1016411889 

38 今昔物語集 2 （34） 今野 達 1999 9784002400341 ¥31,350 ¥94,050 1016411890 

39 今昔物語集 3 （35） 今野 達 1993 9784002400358 ¥46,200 ¥138,600 1016411891 

40 今昔物語集 4 （36） 今野 達 1994 9784002400365 ¥43,450 ¥130,350 1016411892 

41 今昔物語集 5 （37） 今野 達 1996 9784002400372 ¥41,250 ¥123,750 1016411893 

42 今昔物語集索引 （別巻） 小峯 和明 2001 9784002401041 ¥44,550 ¥133,650 1016411894 

43 六百番歌合 （38） 久保田 淳 1998 9784002400389 ¥39,600 ¥118,800 1018710998 

44 方丈記 . 徒然草 （39） 鴨 長明 1989 9784002400396 ¥29,700 ¥89,100 1018710999 

45 宝物集 . 閑居友 . 比良山古人霊託 （40） 平 康頼 1993 9784002400402 ¥44,000 ¥132,000 1018711000 

46 古事談 ; 続古事談 （41） 川端 善明 2005 9784002400419 ¥67,100 ¥201,300 1018711001 

47 宇治拾遺物語 . 古本説話集 （42） 三木 紀人 1990 9784002400426 ¥41,800 ¥125,400 1018711002 

48 保元物語 . 平治物語 . 承久記 （43） 栃木 孝惟 1992 9784002400433 ¥44,550 ¥133,650 1018711003 

49 平家物語 上 （44） 梶原 正昭 1991 9784002400440 ¥32,450 ¥97,350 1018711005 

50 平家物語 下 （45） 梶原 正昭 1993 9784002400457 ¥34,650 ¥103,950 1018711006 

51 中世和歌集 鎌倉篇 （46） 伊藤 敬 1990 9784002400464 ¥36,300 ¥108,900 1018711007 

52 中世和歌集 室町篇 （47） 伊藤 敬 1991 9784002400471 ¥40,700 ¥122,100 1018711008 

53 五山文学集 （48） 入矢 義高 1990 9784002400488  ¥24,750 ¥74,250 1018711009 

54 竹林抄 （49） 宗祇 1991 9784002400495  ¥38,500 ¥115,500 1018711010 
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55 とはずがたり . たまきはる （50） 後深草院二条 1994 9784002400501  ¥31,350 ¥94,050 1018711011 

56 中世日記紀行集 （51） 福田 秀一 1990 9784002400518  ¥40,700 ¥122,100 1018711012 

57 庭訓往来 ; 句双紙 （52） 山田 俊雄 1996 9784002400525  ¥45,100 ¥135,300 1018711013 

58 中華若木詩抄 . 湯山聯句鈔 （53） 如月 寿印 1995 9784002400532  ¥42,900 ¥128,700 1018711014 

59 室町物語集 上 （54） 市古 貞次 1989 9784002400549  ¥34,650 ¥103,950 1018711016 

60 室町物語集 下 （55） 市古 貞次 1992 9784002400556  ¥33,000 ¥99,000 1018711017 

61 梁塵秘抄 ; 閑吟集 ; 狂言歌謡 （56） 小林 芳規 1993 9784002400563  ¥43,450 ¥130,350 1018711018 

62 謡曲百番 （57） 西野 春雄 1998 9784002400570  ¥50,600 ¥151,800 1018711019 

63 狂言記 （58） 橋本 朝生 1996 9784002400587  ¥46,750 ¥140,250 1018711020 

64 舞の本 （59） 麻原 美子 1994 9784002400594  ¥45,650 ¥136,950 1018711021 

65 太閤記 （60） 小瀬 甫庵 1996 9784002400600  ¥49,500 ¥148,500 1018711022 

66 七十一番職人歌合 . 新撰狂歌集 . 古今夷曲集 （61） 岩崎 佳枝 1993 9784002400617  ¥44,000 ¥132,000 1018711023 

67 田植草紙 . 山家鳥虫歌 . 鄙廼一曲 . 琉歌百控 （62） 友久 武文 1997 9784002400624  ¥48,950 ¥146,850 1018711024 

68 本朝一人一首 （63） 林 鵞峰 1994 9784002400631  ¥37,400 ¥112,200 1018711025 

69 蘐園録稿 ; 梅墩詩鈔 ; 如亭山人遺藁 （64） 日野 龍夫 1997 9784002400648  ¥38,500 ¥115,500 1018711026 

70 日本詩史 ; 五山堂詩話 （65） 江村 北海 1991 9784002400655  ¥46,750 ¥140,250 1018711027 

71 菅茶山頼山陽詩集 （66） 水田 紀久 1996 9784002400662  ¥29,700 ¥89,100 1018711028 

72 近世歌文集 上 （67） 松野 陽一 1996 9784002400679  ¥43,450 ¥130,350 1018711030 

73 近世歌文集 下 （68） 松野 陽一 1997 9784002400686  ¥45,650 ¥136,950 1018711031 

新日本古典文学大系 俳諧集 全5巻セット       ¥216,700 ¥650,100 1016411895 

74 初期俳諧集 （69） 森川 昭 1991 9784002400693  ¥47,850 ¥143,550 1016411896 

75 芭蕉七部集 （70） 松尾 芭蕉 1990 9784002400709  ¥46,750 ¥140,250 1016411897 

76 元禄俳諧集 （71） 大内 初夫 1994 9784002400716  ¥46,200 ¥138,600 1016411898 

77 江戸座点取俳諧集 （72） 鈴木 勝忠 1993 9784002400723  ¥39,600 ¥118,800 1016411899 

78 天明俳諧集 （73） 山下 一海 1998 9784002400730  ¥36,300 ¥108,900 1016411900 

79 仮名草子集 （74） 渡辺 守邦 1991 9784002400747  ¥35,750 ¥107,250 1018711032 

80 伽婢子 （75） 浅井 了意 2001 9784002400754  ¥37,950 ¥113,850 1018711033 

81 好色二代男 ; 西鶴諸国ばなし ; 本朝二十不孝 （76） 井原 西鶴 1991 9784002400761  ¥40,700 ¥122,100 1018711034 

82 武道伝来記 ; 西鶴置土産 ; 万の文反古 ; 西鶴名残の友 （77） 井原 西鶴 1989 9784002400778  ¥45,650 ¥136,950 1018711035 

83 けいせい色三味線 ; けいせい伝受紙子 ; 世間娘気質 （78） 江島 其磧 1989 9784002400785  ¥39,050 ¥117,150 1018711036 

84 本朝水滸伝 ; 紀行 ; 三野日記 ; 折々草 （79） 建部 綾足 1992 9784002400792  ¥46,750 ¥140,250 1018711037 

85 

繁野話 . 曲亭伝竒花釵児 . 催馬楽竒談 . 鳥辺山調綫 
（80） 

都賀 庭鐘 1992 9784002400808  ¥39,600 ¥118,800 1018711038 

86 田舎荘子 . 当世下手談義 . 当世穴さがし 81） 丹羽 樗山 1990 9784002400815  ¥30,250 ¥90,750 1018711039 

87 異素六帖 ; 古今俄選 ; 粋宇瑠璃 ; 田舍芝居 （82） 浜田 啓介 1998 9784002400822  ¥35,200 ¥105,600 1018711040 

88 草双紙集 （83） 木村 八重子 1997 9784002400839  ¥45,650 ¥136,950 1018711041 

89 寝惚先生文集 ; 狂歌才蔵集 ; 四方のあか （84） 大田 南畝 1993 9784002400846  ¥40,700 ¥122,100 1018711042 

90 米饅頭始 ; 仕懸文庫 ; 昔話稲妻表紙 （85） 山東 京傳 1990 9784002400853  ¥28,050 ¥84,150 1018711043 

91 浮世風呂 ; 戯場粋言幕の外 ; 大千世界楽屋探 （86） 式亭 三馬 1989 9784002400860  ¥34,650 ¥103,950 1018711044 

92 開巻驚奇俠客伝 （87） 曲亭 馬琴 1998 9784002400877  ¥53,900 ¥161,700 1018711045 

93 偐紫田舎源氏 上 （88） 柳亭 種彦 1995 9784002400884  ¥49,500 ¥148,500 1018711047 

94 偐紫田舎源氏 下 （89） 柳亭 種彦 1995 9784002400891  ¥52,800 ¥158,400 1018711048 

新日本古典文学大系 浄瑠璃・歌舞伎 全7巻セット       ¥279,950 ¥839,850 1016411901 

95 古浄瑠璃 ; 説経集 （90） 信多 純一 1999 9784002400907  ¥41,800 ¥125,400 1016411902 

96 近松浄瑠璃集 上 （91） 近松 門左衛門 1993 9784002400914  ¥39,600 ¥118,800 1016411903 

97 近松浄瑠璃集 下 （92） 近松 門左衛門 1995 9784002400921  ¥38,500 ¥115,500 1016411904 

98 竹田出雲並木宗輔浄瑠璃集 （93） 竹田 出雲 1991 9784002400938  ¥44,000 ¥132,000 1016411905 

99 近松半二江戸作者浄瑠璃集 （94） 近松 半二 1996 9784002400945  ¥41,800 ¥125,400 1016411906 

100 上方歌舞伎集 （95） 土田 衞 1998 9784002400952  ¥36,850 ¥110,550 1016411907 

101 江戸歌舞伎集 （96） 古井戸 秀夫 1997 9784002400969  ¥37,400 ¥112,200 1016411908 

102 当代江戸百化物 ; 在津紀事 ; 仮名世説 （97） 多治比 郁夫 2000 9784002400976  ¥35,200 ¥105,600 1018711049 

103 東路記 . 己巳紀行 . 西遊記 （98） 貝原 益軒 1991 9784002400983  ¥34,650 ¥103,950 1018711050 

104 仁齋日札 . たはれ草 . 不盡言 . 無可有郷 （99） 伊藤 仁斎 2000 9784002400990  ¥37,400 ¥112,200 1018711051 

105 江戸繁昌記 . 柳橋新誌 （100） 寺門 静軒 1989 9784002401003  ¥44,000 ¥132,000 1018711052 
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1 開化風俗誌集 日野 龍夫  2004 9784002402017 ¥32,010 ¥96,030 1021865284 

2 漢詩文集 揖斐 高  2004 9784002402024 ¥37,730 ¥113,190 1021865285 

3 漢文小説集 池澤 一郎  2005 9784002402031 ¥41,030 ¥123,090 1021865286 

4 和歌・俳句・歌謡・音曲集 久保田 啓一  2003 9784002402048 ¥36,410 ¥109,230 1021865287 

5 海外見聞集 松田 清  2009 9784002402055 ¥47,300 ¥141,900 1021865288 

6 落語・怪談咄集 延広 真治  2006 9784002402062 ¥34,870 ¥104,610 1021865289 

7 講談・人情咄集 延広 真治  2008 9784002402079 ¥37,180 ¥111,540 1021865290 

8 河竹黙阿弥集 原 道生  2001 9784002402086 ¥39,050 ¥117,150 1021865291 

9 明治戯作集 須田 千里  2010 9784002402093 ¥49,720 ¥149,160 1021865292 

10 福沢諭吉集 松沢 弘陽  2011 9784002402109 ¥37,180 ¥111,540 1021865293 

11 教科書・啓蒙文集 斉藤 利彦  2006 9784002402116 ¥45,650 ¥136,950 1021865294 

12 新体詩・聖書・讃美歌集 阿毛 久芳  2001 9784002402123 ¥42,680 ¥128,040 1021865295 

13 明治実録集 須田 千里  2007 9784002402130 ¥44,440 ¥133,320 1021865296 

14 翻訳小説集１ 中川 久定  2013 9784002402147 ¥38,390 ¥115,170 1021865297 

15 翻訳小説集２ 岡 照雄  2002 9784002402154 ¥40,260 ¥120,780 1021865298 

16 政治小説集１ 山田 俊治  2003 9784002402161 ¥40,590 ¥121,770 1021865299 

17 政治小説集２ 大沼 敏男  2006 9784002402178 ¥47,080 ¥141,240 1021865300 

18 坪内逍遙・二葉亭四迷集 青木 稔弥  2002 9784002402185 ¥37,070 ¥111,210 1021865301 

19 尾崎紅葉集 須田 千里  2003 9784002402192 ¥36,740 ¥110,220 1021865302 

20 泉鏡花集 東郷 克美  2002 9784002402192 ¥35,530 ¥106,590 1021865303 

21 硯友社文学集 山田 有策  2005 9784002402215 ¥41,690 ¥125,070 1021865304 

22 幸田露伴集 関谷 博  2002 9784002402222 ¥39,930 ¥119,790 1021865305 

23 女性作家集 高田 知波  2002 9784002402239 ¥41,690 ¥125,070 1021865306 

24 樋口一葉集 菅 聡子  2001 9784002402246 ¥41,030 ¥123,090 1021865307 

25 森鴎外集 小泉 浩一郎  2004 9784002402246 ¥41,690 ¥125,070 1021865308 

26 キリスト者評論集 藪 禎子  2002 9784002402260 ¥42,680 ¥128,040 1021865309 

27 正岡子規集 金井 景子  2003 9784002402277 ¥36,520 ¥109,560 1021865310 

28 国木田独歩・宮崎湖処子集 藤井 淑禎  2006 9784002402284 ¥40,040 ¥120,120 1021865311 

29 風刺文学集 中野 三敏  2005 9784002402291 ¥37,400 ¥112,200 1021865312 

30 明治名作集 谷川 恵一  2009 9784002402307 ¥35,420 ¥106,260 1021865313 

中野三敏 編集委員／十川信介 編集委員／延広真治 編集委員／日野龍夫 編集委員 

文学が最も輝いていた時代の沃野へ 

本シリーズは、明治30年代前半までの文学作品を扱う。この時代は、やがて現在につらなる
文化や制度が生み出されていく過程として、様々な試行錯誤がなされていた時代でもある。 
この変転著しい時代の文学的現象を十分に味わいまた理解するためには、文学研究の成果
に裏打ちされた精確な“読み”が必要ではないだろうか。明治の文学をもういちど私たちに引
き寄せるために「新しい古典」として位置づけ対象化するゆえんである。 

分売可能です。詳細はお問い合わせください。 

同時１アクセス(本体) ： ¥1,199,000      

同時３アクセス(本体) ： ¥3,597,000 
＜商品コード：1021865282＞ 
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