
“ルネサンスの精神史を読み解く” 主要ブックガイド 勁草書房 営業部 （10年6月版）

◆ルネサンスの精神史を読み解く （入門・概説）

チェック 書名 サブタイトル 著者 出版社 本体 ISBN 判型 備考

哲学の歴史4 ルネサンス 世界と人間の再発見 伊藤博明 責任編集 中央公論新社 3,200 9784124035216 新書変

ルネサンス哲学 C・B・シュミット、B・P・コーペンヘイヴァー 平凡社 7,000 9784582702453 A5

イタリア・ルネサンスの哲学者 P・O・クリステラー みすず書房 3,200 9784622072409 四六

ルネサンス文化史 ある史的肖像 E・ガレン 平凡社 2,800 9784582238365 四六

ミクロコスモス 初期近代精神史研究 第１集 平井浩 編 月曜社 3,000 9784901477727 A5変 2010年2月刊行

イタリア･ルネサンスの霊魂論 フィチーノ・ピコ・ポンポナッツィ・ブルーノ 根占献一・伊藤博明ほか 三元社 2,913 9784883030286 四六

ルネサンス精神への旅 ジョアッキーノ・ダ・フィオーレからカッシーラーまで 根占献一 創文社 5,200 9784423460634 A5

ルネサンスの知の饗宴 ヒューマニズムとプラトン主義 佐藤三夫 編 東信堂 4,689 9784887132009 A5

原典 イタリア・ルネサンス人文主義 池上俊一 監修 名古屋大学出版会 15,000 9784815806255 A5

個と宇宙 ルネサンス精神史 エルンスト・カッシーラー 名古屋大学出版会 3,800 9784815801557 A5

シンボルとスキエンティア 近代ヨーロッパの科学と哲学 エルンスト・カッシーラー ありな書房 4,500 9784756695406 A5

英国のプラトン・ルネサンス ケンブリッジ学派の思想潮流 エルンスト・カッシーラー 工作舎 2,900 9784875022237 A5

認識問題1 近代の哲学と科学における エルンスト・カッシーラー みすず書房 8,000 9784622031918 A5

ルネサンスの春 エルヴィン・パノフスキー 新思索社 3,500 9784783511922 A5

ルネサンス精神の深層 フィチーノと芸術 アンドレ・シャステル 筑摩書房 1,500 9784480087294 文庫

ルネサンスの神話 1420-1520年 アンドレ・シャステル 平凡社 4,900 9784582238372 A5

ルネサンスの危機 1520-1600年 アンドレ・シャステル 平凡社 4,500 9784582238358 A5

言葉と物 人文科学の考古学 ミシェル・フーコー 新潮社 4,500 9784105067014 A5

◆ルネサンス期の思想と科学

チェック 書名 サブタイトル 著者 出版社 本体 ISBN 判型 備考

魔術から科学へ パオロ・ロッシ みすず書房 3,000 9784622050391 四六

普遍の鍵 世界幻想文学大系45 パオロ・ロッシ 国書刊行会 3,398 9784336025517 四六

ルネサンスの魔術思想 D・P・ウォーカー 筑摩書房 1,400 9784480088611 文庫

神々の再生 ルネサンスの神秘思想 伊藤博明 東京書籍 2,816 9784487792610 四六

魔術師たちのルネサンス 錬金術からコスモロジーへ 澤井繁男 青土社 1,900 9784791765379 四六

ルネサンスのエロスと魔術 想像界の光芒 I・P・クリアーノ 工作舎 4,800 9784875021889 A5

ルネサンスのオカルト学 W・シューメイカー 平凡社 4,800 9784582523041 A5

自然の占有 ミュージアム、蒐集、そして初期近代イタリアの科学文化 ポーラ・フィンドレン ありな書房 8,800 9784756605887 A5

科学史の逆遠近法 ルネサンスの再評価 村上陽一郎 講談社 960 9784061591639 文庫

一七世紀科学革命 ヨーロッパ史入門 ジョン・ヘンリー 岩波書店 2,500 9784000270953 四六

ジョルダーノ・ブルーノとヘルメス教の伝統 フランセス・イェイツ 工作舎 10,000 9784875024293 A5 2010年5月刊行

薔薇十字の覚醒 フランセス・イェイツ 工作舎 3,800 9784875021209 A5

記憶術 フランセス・イェイツ 水声社 6,000 9784891762520 A5

世界劇場 フランセス・イェイツ 晶文社 3,200 9784794960191 A5

魔術的ルネサンス エリザベス朝のオカルト哲学 フランセス・イェイツ 晶文社 2,427 9784794956729 四六

フランシス・イェイツとヘルメス的伝統 M・G・ジョーンズ 作品社 3,600 9784861822797 四六 2010年2月刊行

魔術の帝国 上 ルドルフ二世とその世界 R・J・W・エヴァンズ 筑摩書房 1,400 9784480089472 文庫

魔術の帝国 下 ルドルフ二世とその世界 R・J・W・エヴァンズ 筑摩書房 1,400 9784480089489 文庫

キルヒャーの世界図鑑 よみがえる普遍の夢 J・ゴドウィン 工作舎 2,900 9784875021155 A5

占星術 ポール・クーデール 白水社 951 9784560055359 新書

『ピレボス』注解 人間の最高善について マルシリオ・フィチーノ 国文社 4,500 9784772003889 四六
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チェック 書名 サブタイトル 著者 出版社 本体 ISBN 判型 備考

人間の尊厳について G・ピコ・デッラ・ミランドラ 国文社 4,500 9784772001076 四六

カルダーノ自伝 ルネサンス万能人の生涯 ジロラモ・カルダーノ 平凡社 1,359 9784582760934 文庫

カルダーノのコスモス ルネサンスの占星術師 アンソニー・グラフトン 勁草書房 4,000 9784326101757 A5

無限、宇宙および諸世界について ジョルダーノ・ブルーノ 岩波書店 700 9784003366011 文庫

ジョルダーノ・ブルーノ著作集1 カンデライオ ジョルダーノ・ブルーノ 東信堂 3,200 9784887135000 A5

ジョルダーノ・ブルーノ著作集3 原因・原理・一者について ジョルダーノ・ブルーノ 東信堂 3,200 9784887132900 A5

ジョルダーノ・ブルーノ著作集7 英雄的狂気 ジョルダーノ・ブルーノ 東信堂 3,600 9784887136915 A5

劇場のイデア ジュリオ・カミッロ ありな書房 6,000 9784756609069 A5

ガリレオの弁明 ルネサンスを震憾させた宇宙論の是非 トンマーゾ・カンパネッラ 工作舎 2,800 9784875021865 A5

太陽の都 トンマーゾ・カンパネッラ 岩波書店 560 9784003367919 文庫

自然魔術 G・B・デッラ・ポルタ 青土社 2,330 9784791754335 四六

奇蹟の医の糧 医学の四つの基礎「哲学・天文学・錬金術・医師倫理」の構想 パラケルスス 工作舎 3,800 9784875023821 A5

奇蹟の医書 5つの病因について パラケルスス 工作舎 3,800 9784875021162 A5

近代錬金術の歴史 アレン・G・ディーバス 平凡社 9,000 9784582537215 A5

化学の結婚 付・薔薇十字基本文書 ヨーハン・V・アンドレーエ 紀伊國屋書店 2,700 9784314009317 四六

◆ルネサンス期の芸術と思想

チェック 書名 サブタイトル 著者 出版社 本体 ISBN 判型 備考

異教的ルネサンス アビ・ヴァールブルク 筑摩書房 1,300 9784480088147 文庫

ヴァールブルク著作集1 サンドロ・ボッティチェッリの《ウェヌスの誕生》と《春》 アビ・ヴァールブルク ありな書房 4,000 9784756603777 A5

ヴァールブルク著作集2 フィレンツェ市民文化における古典世界 アビ・ヴァールブルク ありな書房 5,000 9784756604835 A5

ヴァールブルク著作集3 フィレンツェ文化とフランドル文化の交流 アビ・ヴァールブルク ありな書房 5,000 9784756605863 A5

ヴァールブルク著作集4 ルネサンスの祝祭的生における古代と近代 アビ・ヴァールブルク ありな書房 5,000 9784756606891 A5

ヴァールブルク著作集5 デューラーの古代性とスキファノイア宮の国際的占星術 アビ・ヴァールブルク ありな書房 5,000 9784756603814 A5

ヴァールブルク著作集6 ルターの時代の言葉と図像における異教的＝古代的予言 アビ・ヴァールブルク ありな書房 4,500 9784756606921 A5

イデア 美と芸術の理論のために エルヴィン・パノフスキー 平凡社 1,500 9784582765045 文庫

〈象徴形式〉としての遠近法 エルヴィン・パノフスキー 筑摩書房 1,000 9784480091680 文庫

イコノロジー研究 上 エルヴィン・パノフスキー 筑摩書房 1,300 9784480087218 文庫

イコノロジー研究 下 エルヴィン・パノフスキー 筑摩書房 1,400 9784480087225 文庫

土星とメランコリー 自然哲学、宗教、芸術の歴史における研究 R・クリバンスキー、E・パノフスキー、F・ザクスル 晶文社 9,515 9784794923868 A5

シンボリック・イメージ エルンスト・H・ゴンブリッチ 平凡社 6,602 9784582238167 A5

イメージの歴史 ザクスル講義選集 フリッツ・ザクスル ブリュッケ 4,600 9784434136412 A5

ルネサンスの異教秘儀 エドガー・ヴィント 晶文社 6,408 9784794924315 A5

シンボルの修辞学 エドガー・ヴィント 晶文社 4,800 9784794923882 A5

ルネサンス絵画の社会史 マイケル・バクサンドール 平凡社 2,892 9784582238150 四六

ヴァロワ・タピスリーの謎 フランセス・イェイツ 平凡社 4,204 9784582238143 B5

ウェヌスの子どもたち ルネサンスにおける美術と占星術 G・トロッテン ありな書房 4,800 9784756607973 A5

ルネッサンスの光と闇 芸術と精神風土 高階秀爾 中央公論新社 933 9784122014169 文庫

絵画を読む イコノロジー入門 若桑みどり 日本放送出版協会 1,070 9784140016688 四六

イメージを読む 美術史を読む 若桑みどり 筑摩書房 880 9784480089076 文庫

マニエリスム芸術論 若桑みどり 筑摩書房 1,400 9784480081711 文庫

注1） このガイドはルネサンス期を中心とした初期近代の「精神史」を読み解く主な書籍をリストアップしたものです。なお、リストには品切・絶版の可能性がある本も含まれています。

注2） 各書籍は、哲学・思想、宗教、科学、そして芸術を軸に、分野横断的な広がりと内容の連関を持っています。リスト上の分類はあくまで便宜的なものです。
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