
ま え が き

　1927（昭和２年）年７月 10 日，「万人の必読すべき真に古
典的価値ある書」を低価格で広く普及することを意図して
発刊された岩波文庫は，第二次世界大戦をはさむ困難な時
期も途切れることなく刊行され続け，本年，創刊 90 年を
迎えます。
　2016 年 12 月までに刊行した岩波文庫の新刊は約 6000
点，その全書目を分野別に配列し，基礎的な書誌データ
と，内容を紹介する簡潔な内容解説文を付した『90 年版
岩波文庫解説総目録 1927～2016』をお届けします。
　創刊 80 年の際に刊行した『80 年版 岩波文庫解説総目
録 1927～2006』にその後の 10 年分の新刊データを加え，
岩波文庫 90 年の歩みを凝縮した本書は，まさに現代日本
の文化受容の足跡を映すものであり，また世界名著辞典と
もなっていると自負しています。
　鬱蒼たる古今東西の古典の森――岩波文庫のガイドブッ
クとして，本書を活用してくださることを願っています。

2017 年８月
岩波文庫編集部
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凡 　 　 例

1．本目録には，1927 年７月 10 日の創刊より 2016 年 12 月
16 日までに刊行された，岩波文庫の全書目を収録した。
2．全書目を 20 の分野に分け，それぞれの分野における配列
は，原則として，著作者の生年順（同一著作者に複数の作品
がある場合は，原著作の年代順）とした。同一著作者の作品
は，多少の無理があってもひとつの分野にまとめるよう努
めたが，例外的にいくつかの分野に分けて収録したものも
ある。
3．内容解説文中の人名・地名のカタカナ表記については慣
用のものを用いた。したがって，書名・著作者名欄および
文庫本文中で用いられている表記と異なっている場合があ
る。
4．翻訳書については，可能なかぎり著作者名・書名の原綴
と刊行年を掲げた。スペースの制約から，名前はファミリ
ーネームのみとした。
5．短篇集，論文集など編集によって成った書目には，原則
として，収録した作品名を掲載した。
主な作品名を表題とし「他○篇」と表示した書目について
は，併収した作品名を掲載した。また，「他○篇」と表示し
ていないが併収作品がある場合は，表題作を含めて収録作
品を記載した。
6．解説が，著作者自身，訳者，校注者，編者以外の筆者に
よって書かれている場合には，内容解説文の最後に解説者
名を記した。
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7．内容解説文の下欄に，発行年月日，ページ数などの諸デ
ータを掲げた。太字で表記されている数字は，最も新しい
版の第１刷発行年月日と本文ページ数を示す。
同一書名の書目を版を改めて刊行した場合，もしくは，同
一書目を表題を改めて刊行した場合（この場合，訳者等も異
なるものが多い）は，原則として〔　〕内に旧版関係のデータ
を掲げた。
内容をあまり改めない改版の場合はただ「改」と表示し，
改訳・改訂・増補などを行なったものは，その旨を表示し
た。
訳者・校注者・編者などを変更して刊行したものには，旧
版の訳注編者名を掲げた。
8．上欄著訳者名の右側に表示されている数字は，帯色・著
者別分類番号・ISBNコード（冒頭の 978‐4‐00‐もしくは 4‐
00‐，および末尾の一桁をはずしたもの）を示す。なお，複
数冊あるものは，第１分冊の著者別分類番号・ISBNコー
ドのみを掲げた。
9．ISBNコードの下にあるDの記号は電子書籍でも読める
書目であることを示す。
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90 年版
岩波文庫解説総目録

1927～2016
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日　本　思　想

 

東野治之 校注 青 034‐1 330341

上宮聖徳法王帝説
聖徳太子（厩戸皇子）についての現在最古の伝記。太子の出生と
一族の情報，仏教興隆や冠位十二階などの太子の政治上の事績，
蘇我氏や物部氏にまつわる関係情報，欽明天皇から推古天皇ま
で 5 代の系譜などを記す。引用された「天寿国繍帳」の銘文も
含め，いずれも日本古代史の第一級の史料を読み解く詳しい注
を付す。
2013．3．15，152p〔狩谷望之證註・平子尚補挍・花山信勝・家永
三郎校訳 1941．2．14，178p〕

 

岡麓 校訂 青 035‐1 330351

入木道（じゅぼ
くどう）三部集

――付 本朝能書伝

「入木道」は書道の異称。筆のもち方など基本的な稽古のこと
を取り上げ書道入門書として優れている「入木抄」（尊円親王）。
藤原行成以来の伝統的な世尊寺系の秘伝を集大成した「夜鶴庭
訓抄」（藤原伊行）とこれをふまえながらも独自の見解を加えた

「才葉抄」（藤原教長口伝，藤原伊経筆記）を収録。三筆・三蹟な
どの伝記「本朝能書伝」（橘行精編）を付す。

夜鶴庭訓抄／才葉抄／入木抄

1931．12．15，96p
 

世阿弥／野上豊一郎 西尾実 校訂 青 001‐1 330011

風姿花伝
――花伝書

一般に「花伝書」として知られる本書は，亡父観阿弥の遺訓に
もとづく世阿弥（1364?‐1443）最初の能芸論書で，能楽の聖典と
して連綿と読みつがれてきた。室町時代以後日本文学の根本精
神を成していた「幽玄」「物真似」の本義を徹底的に論じてい
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る点で，堂々たる芸術表現論として今日もなお価値を失わない。
1958．10．25，126p〔野上豊一郎校訂「花伝書」 1927．11．5，
100p，1935．7．25，100p，改訂〕

 

世阿弥／野上豊一郎 校訂 青 001‐3 330013

能作書（のうさ
くしょ）／覚習条条（かくしゅうじ

ょうじょう ）／
至花道書（しかど

うしょ）
風姿花伝，申楽談儀とならんで，世阿弥能楽論の精髄を今日に
伝える 3 作品を収める。いずれも息子の元能，元雅に相伝した
もの。能の作り方の要諦を語った「能作書」は，正式には「三
道」といい，演者の心得を語った「覚習条条」は「花鏡」のこと。

「至花道書」は，体系的稽古を説いて世阿弥の理論家としての
面目を示す習道体系論。
1931．7．15，90p

 

表章 校註 青 001‐2 330012

世阿弥

申楽談儀（さるがく
だんぎ ）

世阿弥元清の晩年の芸談を二男元能が筆録整理したもので「風
姿花伝」とともに能楽の名著である。能楽の歴史，先人や当時
の能役者の芸風，逸話，能面・装束の話，勧進能や翁演出等の
故実，能の作り方，能の作者，音曲に関する話，能の演じ方の
注意，能楽の心得などきわめて多岐にわたり，巧まずして当時
の能界の実態を生きいきと描く。
1960．4．5，210p〔野上豊一郎校訂 1928．5．25，110p〕

 

浅野建二 校注 青 028‐1 330281

人国記／新人国記
日本六十余州についてその地勢とともに人情・風俗・気質を述
べる。「人国記」の著者・成立年代は不明だが，江戸初期，関
祖衡はこれに地図を付し「暖気のところの人は柔弱，寒気のと
ころの人は堅固」等の説明を加え「新人国記」として刊行した。
武田信玄は「人国記」を愛読，彼が見て大事だと思う国を抜萃
し，時に臣下に示したという。
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1987．9．16，300p
 

西山松之助 校注 青 027‐1 330271

南 方 録（なんぼ
うろく）

利休が集大成したわび茶の根本的理論を説くとともに，利休の
茶会の詳細な記録にもとづいてその実技を体系づけた南坊宗啓
の書とされる。特にカネワリの法則という独特のきびしい茶法
実演の美学をエピソードをまじえながら詳述した部分は，利休
の茶道精神を伝えるものとして圧巻である。数多い茶書の中で
も最も重要視されてきた古典。図版多数。
1986．5．16，378p

 

熊倉功夫 校注 青 051‐1 330511

山上宗二記（やまのうえ
そうじき ）

――付 茶話指月集

茶の湯へのひたむきさから，天下人秀吉にへつらうことなく，
ついには惨殺されるにいたった山上宗二（1544‐90）。20 年余，
利休の茶にふれてきた一の弟子が，死を予感しつつ，みずから
得たものをあますところなく書き記した茶の湯伝書「山上宗二
記」に，後世，茶人たちの逸話を集めた「茶話指月集」を付した。
2006．6．16，380p

 

海老沢有道 校註 青 032‐1 330321

長崎版

どちりな きりしたん
DOCTRINA  CHRISTÃO， 1600

安土・桃山期，つぎつぎに外国人宣教師が来日して積極的な布
教活動を行なった。表題の「どちりなきりしたん」とは「キリ
スト教の教義」の意で，問答形式による教理書である。万人に
教えを説くために平易な俗文体が用いられており，当時の南蛮
文化の興隆を伝えるのみならず，国語資料としても価値が高い。
慶長 5（1600）年の印刷。
1950．2．10，124p
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柳生宗矩／渡辺一郎 校注 青 026‐1 330261

兵法（へい
ほう）家伝書

――付 新陰流兵法目録事

柳生宗矩（1571‐1646）は，徳川将軍秀忠・家光の兵法師範であ
った。50 歳を過ぎてようやくこの道の滋味を得た，という宗矩
は，以来次つぎと伝書を書きついだ。行政官僚への転進を機に，
新陰流の技法・理論を集大成して「兵法家伝書」を完成。十余
年後に書かれた宮本武蔵「五輪書」とともに近世武道書の二大
巨峰といわれる。
1985．8．16，186p

 

宮本武蔵／渡辺一郎 校注 青 002‐1 330021

五 輪 書（ごりん
のしょ）

一身の切合いに勝ち数人の戦いに勝つのが武士というものだ，
それには，といって武蔵（1584‐1645）は，構え方，足の踏み方，
目のつけ方等をつぶさに述べ，相手の強弱を知って先にしかけ
よとも説く。本書が長く読みつがれてきたのも，剣法の奥義が，
具体的・合理的に書かれているからに相違ない。読み易さに意
を用いた。
1985．2．18，174p〔高柳光寿校訂 1942．1．15，100p〕

 

吉田光由／大矢真一 校注 青 024‐1 330241

塵 劫 記（じんこ
うき ）

江戸初期の和算家吉田光由（1598‐1672）の主著。書名は仏教語
の「塵点劫」に由来し，「永遠の書」といった意。題名の通り
初版以後大いに流行，明治の中頃までに数百の異版を生む。日
常生活上・職業上必要なさまざまの実用問題・数学遊びを図と
ともに豊富に載せた便利な実用書であり，しかも全体がしっか
りした数学的体系をなしている。底本には寛永 20 年版を採用。
1977．10．17，272p

 

中江藤樹／加藤盛一 校註 青 036‐1 330361

翁（おき
な ）問答
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老翁とその門下の問答を傍で聞き，仮名まじり文で記した，と
いう形式で人間の道を説く。中国明末における儒・仏・道三教
一致の思想の影響を深く受けつつ，宗教的な立場を根底として
人倫を示し，平明に理を説いた教訓読み物としても広く受け入
れられた。
1936．12．15，256p

 

中江藤樹／加藤盛一 校註 青 036‐2 330362

鑑　草（かがみ
ぐさ ）

――付 春風・陰隲

婦女子のための教訓書。不孝な人には天罰がくだるという因果
論にはじまり，8 項の教訓に例話をあげてそれに評を付する。
陽明学の明徳思想と仏教思想を一体とした「明徳仏性」を基本
に，中江藤樹（1608‐1648）の人生観と宗教観が如実に反映して
いる。
1939．4．17，320p

 

村岡典嗣 校訂 青 044‐1 330441

垂加翁神説（すいかおう
しんせつ ）／

垂加神道初重伝（すいかしんとう
しょじゅうでん）

「垂加翁神説」は，編者跡部良顕が，垂加神道の創始者山崎闇
斎（1618‐1682）の著書や文集から神道に関するものを選び 3 巻
にまとめたもの。宝永 4 年成立。「垂加神道初重伝」は垂加神
道初期に属するもので，伝授の聞き書き。編者・筆者不明。
1938．5．15，138p

 

木下順菴／木下一雄 校訳 青  

錦里文集（きんりぶ
んしゅう） （全 2 冊）

木下順菴（1621‐1698）は江戸時代の儒者。京都に生まれ，松沢
尺五に学び，のち将軍綱吉の侍講となった。その門下に，白石，
鳩巣，芳洲，南海，篁洲等の俊才を輩出した。本書は彼の詩文
集で，徂徠が激賞するまでもなく，当時の儒家の代表的詩文集
であり，またその思想を知る上に貴重な文献である。懇切な読
み下し文はもとより原文も付した。
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前篇 1953．7．25，460p．後篇 未刊
 

山鹿素行／村岡典嗣 校訂 青 038‐1 330381

聖教要録／配所残筆
朱子学を排し経書を直接に学んで古代聖賢の道に帰ることを主
張した古学者山鹿素行（1622‐1685）の思想と人物をもっともよく
伝える 2 書を収める。「聖教要録」は，1666（寛文 6）年幕府によ
って「不届成る書物」とされ赤穂配流の因となった書。「配所
残筆」は，配所で弟と甥とに宛てて書いた自叙伝形式の遺言状。
自叙伝文学の先駆。
1940．6．18，106p

 

宮崎安貞 編録／貝原楽軒 刪補／土屋喬雄 校訂 青 033‐1 330331

農業全書
天和から元禄にかけて農書というものがいくつか現われはじめ
たが，中でも宮崎安貞（1623‐1697）の本書は地方的性格を脱し
た本格的農書として群を抜く。諸国での見聞を実地にこころみ
ること 40 年，中国の農政全書を手本に農民の技術向上をねが
ってまとめあげられた。自給生産から商品生産へと転換する時
代の要請にも合致し，ひろく世に迎えられた。
1936．1．15，376p

 

伊藤仁斎／清水茂 校注 青 009‐1 330091

童 子 問（どうじ
もん ）

伊藤仁斎（1627‐1705）は，徳川幕府の官学として絶対の権威を
もっていた朱子学を批判し，新しい学説を主張した個性的な思
想家として名高い。本書は師と弟子の問答形式を用いて自己の
哲学を実践的な面からわかりやすく説いた入門書である。力強
く生を肯定する人間尊重の思想によって孔子・孟子の原典を生
きいきと捉えながら述べてゆく。
1970．11．16，288p
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石川謙 校訂 青 010‐2 330102

貝原益軒

大和俗訓（やまとぞ
っくん ）

江戸時代最大の朱子学者である貝原益軒（1630‐1714）の著した
教訓書のひとつ。一般の人びとを対象として，儒教に基づく修
身と礼法とを俗語で綴る。全篇は，格物致知を説く「為学」，誠
意正心の「心術」，修身斉家の「躬行」の 3 大項目，それぞれ 2
巻に，「衣服・言語」と「応接」の 2 項目を配した 8 巻よりなる。
万物への敬愛を学問の第一と説く。
1938．9．15，268p

 

貝原益軒／石川謙 校訂 青 010‐1 330101

養生訓（ようじょ
うくん ）／和俗童子訓

健康・長寿を保つための心構え，具体的な食餌法など養生の道
を，和漢の事跡を引用しつつ平易に述べた「養生訓」は，科学
的健康管理の方法を儒教道徳と結びつけて説いた書として江戸
時代広く庶民の間に読まれた。わが国最初のまとまった教育論
の書である「和俗童子訓」とともに現代人にも多くの示唆を与
えるであろう。
1961．1．5，310p

 

大道寺友山／古川哲史 校訂 青 029‐1 330291

武道初心集
江戸時代中期の兵法家で諸藩を遊説して軍学を講じた大道寺友
山（1639‐1730）晩年の著作。「初心の武士心得のため」として書
かれたもので，武士道の入門書として広く読まれた。56 か条か
らなる原著の伝写本と，44 か条に縮められた松代版とよばれる
板本とが伝えられている。両本を収め，解題で両者の関係につ
いて詳説した。
1943．11．25，256p

 

西川如見／飯島忠夫 西川忠幸 校訂 青 018‐2 330182

日本水土考／水土解弁／増補華夷通商考
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西川如見（1648‐1724）は江戸時代中期の天文・地理学者で長崎
の人。「日本水土考」と「水土解弁」の 2 著は，日本が美しい
風土を持ち，地理的条件の相違によって他の諸国とはおのずか
ら異なった優れた国柄であるゆえんを論じたもの。「増補華夷
通商考」は，長崎にいて見聞した海外諸国の事情を，主として
通商の関係から述べた地理書。
1944．8．10，196p

 

西川如見／飯島忠夫 西川忠幸 校訂 青 018‐1 330181

町人囊（ちょうに
んぶくろ）／百姓囊（ひゃくしょ

うぶくろ ）／
長崎夜話草（ながさきよ

ばなしぐさ）
西川如見は宋学を修め，天文暦算に長じ，また先儒の諸説やヨ
ーロッパの説を参酌して発見する所多かった江戸時代の学者。
その著書 20 冊余のうちから撰んだこの 3 書は，それぞれ町人
道徳，農民経済，長崎古事等を，その博識を駆使して通俗に談
話風に書かれた処世修養の書。江戸時代の道徳を知る上に見逃
すことができない名著である。
1942．6．1，310p

 

浅見絅斎／五弓安二郎 訳註 青  

靖献遺言（せいけん
いげん ）

山崎闇斎に師事し崎門三傑の一といわれた浅見絅斎（1652‐
1711）の代表作。1687（貞享 4）年刊。中国の忠孝烈士とされる屈
平（屈原），諸葛亮，陶潜，顔真卿，文天祥，謝枋得，劉因，方
孝孺の 8 人について，その詩文を採録し事績を明らかにするこ
とを通して尊王の大義を鼓吹したもの。幕末の志士たちに読ま
れ大きな影響を与えた。
1939．7．5，276p

 

和辻哲郎 古川哲史 校訂 青 008‐1 330081

葉　隠 （全 3 冊）

鍋島藩士・山本常朝（1659‐1719）の口述に成った同藩の記録で，
鍋島藩に仕える武士たちの修養の書。ここに記された果たし合
いや殉死といった血なまぐさい出来事に常朝は武士道の真実を
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