
通常版

人物 著書 人物 著書 人物 著書

ホメロス イリアス 井原西鶴 浮世草子 モンテスキュー 法の精神

オデュッセイア 近松門左衛門 曽根崎心中 カント 純粋理性批判

プラトン ソクラテスの弁明 前野良沢、杉田玄白 解体新書 実践理性批判

饗宴 杉田玄白 蘭学事始 判断力批判

パイドン 高野長英 戊戌夢物語 ヘーゲル 精神現象学

国家 渡辺崋山 慎機論 法の哲学

アリストテレス 形而上学 福沢諭吉 学問ノススメ J.S.ミル 自由論

ニコマコス倫理学 文明論の概略 ダーウィン 種の起源

政治学 西洋事情 デューイ 民主主義と教育

トマス＝アクィナス 神学大全 中江兆民 三酔人経論問答 マルクス 共産党宣言

竜樹 中論 一年有半 資本論

孔子 論語 内村鑑三 余は如何にして基督信者となりし乎 キルケゴール 死に至る病

和辻哲郎 風土 新渡戸稲造 武士道 あれか、これか

人間の学としての倫理学 幸徳秋水 社会主義神髄 ニーチェ ツァラトゥストラはかく語りき

聖徳太子 三経義疏 二十世紀の怪物帝国主義 ハイデガー 存在と時間

最澄 山家学生式 森鴎外 舞姫 サルトル 存在と無

顕戒論 西田幾多郎 善の研究 レヴィストロース 野生の思考

空海 三教指帰 宮沢賢治 銀河鉄道の夜 フーコー 狂気の歴史

法然 選択本願念仏集 ピコ・デラ・ミランドラ 人間の尊厳について 知の考古学

親鸞 教行信証 マキャベリ 君主論 ホルクハイマー、アドルノ啓蒙の弁証法

唯円 歎異抄 トマス・モア ユートピア マックス＝ウェーバー プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神

道元 正法眼蔵 エラスムス 愚神礼讃 ハンナ・アーレント 全体主義の起源

栄西 興禅護国論 ルター キリスト者の自由 ロールズ 正義論

日蓮 立正安国論 カルヴァン キリスト教綱要　 シュヴァイツァー 文化と論理

林羅山 三徳抄 モンテーニュ エセ― 水と原生林のはざまで

春艦抄 パスカル パンセ 神谷美恵子 生きがいについて

中江藤樹 翁問答 ガリレイ 天文対話 フランクル 夜と霧

山鹿素行 聖教要録 ニュートン プリンキピア フロイト 精神分析学入門

伊藤仁斎 童子問 ベーコン ノヴム・オルガヌム 夢判断

荻生徂徠 弁道 デカルト 方法序説 リースマン 孤独な群衆

賀茂真淵 万葉考 スピノザ エチカ(論理学) フロム 自由からの逃走

国意考 ライプニッツ 単子論(モナド論) レイチェルカーソン 沈黙の春

本居宣長 古事記伝 ホッブス リヴァイアサン ローマ・クラブ 成長の限界

石田梅岩 都鄙問答 ロック 統治論(市民政府二論) コルボーン 奪われし未来

安藤昌益 自然真営道 ルソー 社会契約論 ルソー エミール



シャッフル版

人物 著書 人物 著書 人物 著書

カント 判断力批判 ニーチェ ツァラトゥストラはかく語りき マルクス 資本論

シュヴァイツァー 文化と論理 シュヴァイツァー 水と原生林のはざまで 山鹿素行 聖教要録

キルケゴール 死に至る病 荻生徂徠 弁道 J.S.ミル 自由論

福沢諭吉 文明論の概略 アリストテレス ニコマコス倫理学 林羅山 三徳抄

賀茂真淵 国意考 フロム 自由からの逃走 前野良沢、杉田玄白 解体新書

アリストテレス 形而上学 福沢諭吉 学問ノススメ 栄西 興禅護国論

幸徳秋水 二十世紀の怪物帝国主義 ルソー 社会契約論 フロイト 夢判断

ホメロス オデュッセイア 道元 正法眼蔵 トマス・モア ユートピア

フロイト 精神分析学入門 レイチェルカーソン 沈黙の春 ローマ・クラブ 成長の限界

デカルト 方法序説 聖徳太子 三経義疏 デューイ 民主主義と教育

スピノザ エチカ(論理学) 竜樹 中論 ハイデガー 存在と時間

法然 選択本願念仏集 ホッブス リヴァイアサン ダーウィン 種の起源

神谷美恵子 生きがいについて 林羅山 春艦抄 キルケゴール あれか、これか

安藤昌益 自然真営道 内村鑑三 余は如何にして基督信者となりし乎 コルボーン 奪われし未来

ヘーゲル 精神現象学 石田梅岩 都鄙問答 新渡戸稲造 武士道

杉田玄白 蘭学事始 ライプニッツ 単子論(モナド論) 近松門左衛門 曽根崎心中

プラトン パイドン 渡辺崋山 慎機論 ガリレイ 天文対話

ホメロス イリアス 本居宣長 古事記伝 プラトン ソクラテスの弁明

中江兆民 一年有半 カルヴァン キリスト教綱要　 伊藤仁斎 童子問

フランクル 夜と霧 アリストテレス 政治学 ニュートン プリンキピア

フーコー 知の考古学 カント 実践理性批判 福沢諭吉 西洋事情

西田幾多郎 善の研究 高野長英 戊戌夢物語 ロック 統治論(市民政府二論)

賀茂真淵 万葉考 中江兆民 三酔人経論問答 カント 純粋理性批判

ピコ・デラ・ミランドラ 人間の尊厳について ベーコン ノヴム・オルガヌム 日蓮 立正安国論

中江藤樹 翁問答 親鸞 教行信証 ルター キリスト者の自由

ロールズ 正義論 フーコー 狂気の歴史 パスカル パンセ

プラトン 国家 モンテーニュ エセ― ホルクハイマー、アドルノ 啓蒙の弁証法

森鴎外 舞姫 エラスムス 愚神礼讃 トマス＝アクィナス 神学大全

サルトル 存在と無 宮沢賢治 銀河鉄道の夜 リースマン 孤独な群衆

唯円 歎異抄 井原西鶴 浮世草子 マックス＝ウェーバー プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神

和辻哲郎 風土 最澄 山家学生式 マルクス 共産党宣言

幸徳秋水 社会主義神髄 ハンナ・アーレント 全体主義の起源 孔子 論語

プラトン 饗宴 ヘーゲル 法の哲学 最澄 顕戒論

マキャベリ 君主論 ルソー エミール 和辻哲郎 人間の学としての倫理学

モンテスキュー 法の精神 レヴィストロース 野生の思考 空海 三教指帰


