特別展示

KARL MARX 200years

展示期間：2018年11月5日-12月2日
2018年は経済学者マルクスの生誕200年にあたります。
マルクスが唱えた思想はかつて世界に大きな影響を与えましたが、近年はエコロジーの思想として見直されています。
生誕200年にあたり、当センターが所蔵するマルクスの代表的な著作『資本論』の初版本とその翻訳本を展示します。
また、最新のマルクス研究の図書を集めた貸出展示も行います。
本企画展示は経済学研究科・経済学部准教授の齋藤幸平先生にご協力いただきました。

ガラスケース展示 ①
書名等
An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations / Smith,Adam
(国富論 / A･スミス )
1776年(初版本)
On the Principles of Political Economy, and Taxation / Ricardo, David
(経済学及び課税の原理 / D・リカードウ)
1817年(初版本)
Das Kapital : Kritik der politischen Ökonomie / Marx, Karl Heinrich
(資本論 第1巻 / K・マルクス)
1867年(初版本)

ガラスケース展示 ②
書名等
全譯資本論 : 經濟學の批評 / カール・マルクス原著 ; 松浦要註譯. -- 第1卷第1册. - 經濟社出版部, 1919.
資本論 / カアル・マルクス著 ; 生田長江全譯. -- 第一分冊. -- 緑葉社, 1919.12.
資本論 / マルクス [著] ; 高畠素之譯. -- 第1巻第1冊 -- 大鐙閣, 1920-.
(マルクス全集 ; 1-9).
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配架場所

請求記号

7F文庫(福)

331//MAR//FUKUDA

7F文庫(福)

331//MAR//FUKUDA

7F文庫(福)

308//MAR//FUKUDA

おすすめ本展示

(全て貸出できます)

書名等
マルクスとエコロジー : 資本主義批判としての物質代謝論 / 岩佐茂, 佐々木隆治編
著. -- 堀之内出版, 2016.6. -- (Νύξ叢書 ; 02).
Karl Marx's ecosocialism : capitalism, nature, and the unfinished critique of
political economy / Kohei Saito ; : paper. -- Monthly Review Press, c2017.
Natur gegen Kapital : Marx' Ökologie in seiner unvollendeten Kritik des
Kapitalismus / Kohei Saito ; : pbk. -- Campus, 2016.
マルクスの物象化論 : 資本主義批判としての素材の思想 / 佐々木隆治著. -- 社会評
論社, 2011.12.
負債論 : 貨幣と暴力の5000年 / デヴィッド・グレーバー著 ; 高祖岩三郎, 佐々木夏
子訳. -- 以文社, 2016.11.
キャリバンと魔女 : 資本主義に抗する女性の身体 / シルヴィア・フェデリーチ著 ;
小田原琳, 後藤あゆみ訳. -- 以文社, 2017.1.
ルイ・ボナパルトのブリュメール18日 : 初版 / カール・マルクス著 ; 植村邦彦訳.
-- 平凡社, 2008.9. -- (平凡社ライブラリー ; 649).
マルクス / 小牧治著. -- 清水書院, 1966.10. -- (Century books . 人と思想 ; 20).
マルクス : ある十九世紀人の生涯 / ジョナサン・スパーバー著 ; 小原淳訳 ; 上 -白水社, 2015.7.
マルクス : ある十九世紀人の生涯 / ジョナサン・スパーバー著 ; 小原淳訳 ; 下. -白水社, 2015.7.
カール・マルクスの生涯 / フランシス・ウィーン著 ; 田口俊樹訳. -- 朝日新聞社,
2002.9.

配架場所

請求記号

3F開架新体系

134.53//I96//6305

3F開架新体系

134.53//SA25//3737

3F開架新体系

134.53//SA25//8397

3F開架新体系

134.53//SA75//9459

3F開架新体系

209//G75//5943

3F開架新体系

230.5//F17//6956

3F文庫版

235.066//MA59//4122

B3法学部

280.8//H

3F開架新体系

289//SP4//4288

3F開架新体系

289//SP4//4289

3F開架新体系

289//W66//6065

4F開架新体系

309.023//H72//0261

4F開架新体系

309.3//A46//1274

4F開架新体系

309.3//H83//2230

7F新体系

309.3//MA59//2989

7F新体系

309.3//MA59//2990

資本の専制、奴隷の叛逆 : 「南欧」先鋭思想家8人に訊くヨーロッパ情勢徹底分析
= Dictadura capitalista y esclavos rebeldes : conversaciones “bajo la
coyuntura" con ocho teóricos radicales sureuropeos / 廣瀬純編著. -- 航思社,
2016.1.
周縁のマルクス : ナショナリズム、エスニシティおよび非西洋社会について / ケ
ヴィン・B・アンダーソン著 ; 明石英人 [ほか] 訳. -- 社会評論社, 2015.2.
革命 : 資本主義に亀裂をいれる / ジョン・ホロウェイ著 ; 高祖岩三郎, 篠原雅武訳.
-- 河出書房新社, 2011.4.
ドイツ・イデオロギー : 序文・第1巻第1章 / カール・マルクス, フリードリヒ・エ
ンゲルス [著] ; 渋谷正編・訳. --本巻・邦訳篇-- 草稿完全復元版. -- 新日本出版社,
1998.6.
ドイツ・イデオロギー : 序文・第1巻第1章 / カール・マルクス, フリードリヒ・エ
ンゲルス [著] ; 渋谷正編・訳. --別巻・注記解題篇. -- 草稿完全復元版. -- 新日本
出版社, 1998.6.
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書名等
共産党宣言 / マルクス,エンゲルス[著] ; 大内兵衛,向坂逸郎訳. -- 改訳. -- 岩波書
店, 1971. -- (岩波文庫 ; 白(34)-124-5,4428).
エコマルクス主義 : 環境論的転回を目指して / 島崎隆著. -- 知泉書館, 2007.4.

配架場所

請求記号

3F文庫版

309.3//MA59//5883

4F開架新体系

309.3//SH45//2900

4F開架新体系

309.334//MA59//2168

4F新書版

309.334//SA75//0547

4F開架新体系

311.234//MO25//6058

3F文庫版

316.88//MA59//4400

4F開架新体系

319//N62//4847

B3商学部

331.34//M

4F開架新体系

331.6//H34//8485

4F開架新体系

331.6//H51//8329

4F開架新体系

331.6//KU34//1696

4F新書版

331.6//KU34//4829

3F文庫版

331.6//MA59//1501

7F新体系

331.6//MA59//2335

7F新体系

331.6//MA59//2336

7F新体系

331.6//MA59//2337

7F新体系

331.6//MA59//2338

7F新体系

331.6//MA59//2339

フランスの内乱 ; ゴータ綱領批判 ; 時局論(上) : インド・中国論 / カール・マルク
ス著 ; 辰巳伸知 [ほか] 訳. -- 筑摩書房, 2005.9. -- (マルクス・コレクション /
カール・マルクス著 ; 6).
カール・マルクス : 「資本主義」と闘った社会思想家 / 佐々木隆治著. -- 筑摩書
房, 2016.4. -- (ちくま新書 ; 1182).
アーレントのマルクス : 労働と全体主義 / 百木漠著. -- 人文書院, 2018.2.
ユダヤ人問題に寄せて ; ヘーゲル法哲学批判序説 / マルクス著 ; 中山元訳. -- 光文
社, 2014.9. -- (光文社古典新訳文庫).
帝国 : グローバル化の世界秩序とマルチチュードの可能性 / アントニオ・ネグリ,
マイケル・ハート著 ; 水嶋一憲 [ほか] 訳. -- 以文社, 2003.1.
資本論の方法 / 見田石介著. -- 弘文堂, 1963.7. -- (フロンティア・ライブラリー).
「資本論」入門 / デヴィッド・ハーヴェイ著 ; 森田成也, 中村好孝訳 ; [第1巻], 第
2巻・第3巻. -- 作品社, 2011.9-.
『資本論』の新しい読み方 : 21世紀のマルクス入門 / ミヒャエル・ハインリッヒ
著 ; 明石英人 [ほか] 訳. -- 堀之内出版, 2014.4.
マルクス資本論の思考 / 熊野純彦著. -- せりか書房, 2013.9.
マルクス資本論の哲学 / 熊野純彦著. -- 岩波書店, 2018.1. -- (岩波新書 ; 新赤版
1696).
経済学・哲学草稿 / マルクス著 ; 長谷川宏訳. -- 光文社, 2010.6. -- (光文社古典新
訳文庫 ; [KBマ1-1]).
資本論 / マルクス[著] ; 資本論翻訳委員会訳. -- 第1巻a . -- 新日本出版社,
1997.12.
資本論 / マルクス[著] ; 資本論翻訳委員会訳. -- 第1巻b. -- 新日本出版社,
1997.12.
資本論 / マルクス[著] ; 資本論翻訳委員会訳. -- 第2巻. -- 新日本出版社, 1997.12.
資本論 / マルクス[著] ; 資本論翻訳委員会訳. -- 第3巻a. -- 新日本出版社,
1997.12.
資本論 / マルクス[著] ; 資本論翻訳委員会訳. -- 第3巻b. -- 新日本出版社,
1997.12.
3ページ

書名等

配架場所

請求記号

資本論 / マルクス[著] ; 資本論翻訳委員会訳. -- 総索引. -- 新日本出版社, 1997.12.

7F新体系

331.6//MA59//2340

3F文庫版

331.6//MA59//2702

3F文庫版

331.6//MA59//6319

4F開架新体系

331.6//O84//5820

4F開架新体系

331.6//SA75//9000

4F開架新体系

331.6//TA54//5300

資本論の世界 / 内田義彦著. -- 岩波書店, 1966.11. -- (岩波新書 ; 青-614).

4F新書版

331.6//U14//6332

資本主義を超えるマルクス理論入門 / 渡辺憲正 [ほか] 編. -- 大月書店, 2016.9.

4F開架新体系

331.6//W46//3378

4F開架新体系

331.6//W66//8181

4F開架新体系

332.06//MA59//7447

4F開架新体系

332.06//MA59//9271

4F開架新体系

332.06//R72//8120

4F開架新体系

332.3//W36//6883

4F開架新体系

332.3//W36//6884

4F開架新体系

332.35//P64//6518

4F開架新体系

361.7//F41//9762

3F開架新体系

519.01//I96//6433

B2中央N

N363.3//S10//1A

資本論第一部草稿 : 直接的生産過程の諸結果 / マルクス著 ; 森田成也訳. -- 光文
社, 2016.7. -- (光文社古典新訳文庫 ; [KCマ2-2]).
経済学・哲学草稿 / マルクス著 ; 城塚登, 田中吉六訳. -- 岩波書店, 1964.3. -- (岩
波文庫 ; 白(34)-124-2,6636-6638).
図解社会経済学 : 資本主義とはどのような社会システムか / 大谷禎之介著. -- 桜井
書店, 2001.3.
マルクス資本論 / 佐々木隆治著. -- KADOKAWA, 2018.7. -- (角川選書 ; 1001 . シ
リーズ・世界の思想).
マルクス経済学の解体と再生 / 高須賀義博著. -- 増補版. -- 御茶の水書房,
1988.12. -- (御茶の水選書).

マルクスの『資本論』 / フランシス・ウィーン著 ; 中山元訳. -- ポプラ社, 2007.9.
-- (名著誕生 ; 1).
闇の力が目覚める時 / 丸山俊一, NHK「欲望の資本主義」制作班著. -- 東洋経済新
報社, 2018.5. -- (欲望の資本主義 ; 2).
ルールが変わる時 / 丸山俊一, NHK「欲望の資本主義」制作班著 ; 安田洋祐ナビ
ゲーター. -- 東洋経済新報社, 2017.4. -- (欲望の資本主義).
市民社会の帝国 : 近代世界システムの解明 / J.ローゼンバーグ著 ; 渡辺雅男, 渡辺
景子訳. -- 桜井書店, 2008.6.
近代世界システム : 農業資本主義と『ヨーロッパ世界経済』の成立 / I. ウォー
ラーステイン [著] ; 川北稔訳. -- 1 -- 岩波書店, 2006.10. -- (岩波モダンクラシッ
クス).
近代世界システム : 農業資本主義と『ヨーロッパ世界経済』の成立 / I. ウォー
ラーステイン [著] ; 川北稔訳. -- 2. -- 岩波書店, 2006.10. -- (岩波モダンクラシッ
クス).
21世紀の資本 / トマ・ピケティ [著] ; 山形浩生, 守岡桜, 森本正史訳. -- みすず書
房, 2014.12.
マルクスのエコロジー / ジョン・ベラミー・フォスター著 ; 渡辺景子訳. -- こぶ
し書房, 2004.4. -- (こぶしフォーラム ; 9).
環境の思想 : エコロジーとマルクス主義の接点 / 岩佐茂著. -- 創風社, 1994.12.
マルクス遺稿物語 / 佐藤金三郎著. -- 岩波書店, 1989.12. -- (岩波新書 ; 新赤版
100).
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