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あなたの郷土の人物記・・・昭和37年10月から朝日新聞に
連載されて以来、非常に好評である。読者から毎日のよう
に激励の手紙をいただいている。この読物が郷土の人物記
だという親近感があるのであろう。若い人たちが郷党の先
輩の歩んだ道から、何かを汲みとってくれれば幸いであ
る。・・・初版あとがきより 

あなたの郷土の有名人・・・人間国宝から甲子園球児まで、各都
道府県出身者やその土地で活躍する人物を取り上げた人気連
載シリーズ。それぞれの生き方・人生観などを通じて、激動する
1980年代に対処する人間、社会、日本を考え直す。新聞の連
載時の原稿に加筆・訂正を加えて、より面白さを増した好評シ
リーズが、ついに電子書籍化しました。 

朝日新聞社が1923年（大正12年）に創刊（2000年休刊）した
『アサヒグラフ』は当時の政治・経済トピックスだけではなく、市民
生活のあらゆる分野を活写して人気を博し、その歴史は77年に
及んでいる。 1923年から1960年（昭和35年）までの『アサヒグ
ラフ』のなかから、後世に語り伝えたい文化・習俗・事件・災害な
ど厳選して縮刷、再構築したシリーズです。 

全15巻揃価格 
同時１アクセス（本体）：¥165,000（各巻¥11,000） 
同時３アクセス（本体）：¥247,500（各巻¥16,500） 

商品コード：1014001075 

全 9 巻セット特価 
       同時１アクセス（本体） ： ¥75,130 （分売可） 
       同時３アクセス（本体） ：¥112,695 （分売可） 

商品コード：1014001054 

全 10 巻セット特価 
 同時１アクセス(本体) ： ¥96,800(分売可) 
 同時３アクセス(本体) ：¥145,200(分売可) 

商品コード：1014001064 

朝日新聞出版 

目で見る昭和史の決定版！ 

アサヒグラフに見る昭和の世相、昭和前史 （全15巻） 
朝日新聞社 著編 

 あなたの郷土の人物記 

 新・新人国記 （全 10 巻） 
朝日新聞社 著編 

  あなたの郷土の人物記 

  新・人国記 （全 9 巻） 
朝日新聞社 著編 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160
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No. 書名 発行年 
同時1アクセス 

（本体） 
同時３アクセス 

（本体） 
商品コード 

1 
静岡県・兵庫県・宮城県・福岡県・石川県・三重県・青森県・
愛媛県・埼玉県・広島県 

2013 ¥8,580 ¥12,870 1014001055 

2 高知県・山形県・佐賀県・奈良県・長野県・山口県・富山県 2013 ¥9,130 ¥13,695 1014001056 

3 北海道・徳島県・沖縄・愛知県・山梨県 2013 ¥8,250 ¥12,375 1014001057 

4 大分県・神奈川県・鳥取県・新潟県・和歌山県 2013 ¥8,250 ¥12,375 1014001058 

5 島根県・京都府・長崎県 2013 ¥8,360 ¥12,540 1014001059 

6 群馬県・福井県・鹿児島県・茨城県・岡山県 2013 ¥8,030 ¥12,045 1014001060 

7 岩手県・千葉県・宮崎県・大阪府  2013 ¥8,250 ¥12,375 1014001061 

8 秋田県・滋賀県・福島県・岐阜県・栃木県・熊本県  2013 ¥8,800 ¥13,200 1014001062 

9 東京都・香川県 2013 ¥7,480 ¥11,220 1014001063 

No. 書名 発行年 
同時1アクセス 

（本体） 
同時３アクセス 

（本体） 
商品コード 

1 静岡・富山・広島・岩手・長崎・愛知 2013 ¥8,030 ¥12,045 1014001065 

2 香川・長野・神奈川・熊本・奈良 2013 ¥7,920 ¥11,880 1014001066 

3 宮城・群馬・岐阜・岡山・北海道 2013 ¥8,580 ¥12,870 1014001067 

4 福岡・外地・山形・栃木 2013 ¥8,690 ¥13,035 1014001068 

5 宮崎・島根・山梨・高知・和歌山・埼玉 2013 ¥8,800 ¥13,200 1014001069 

6 大分・青森・愛媛・福井・千葉 2013 ¥9,350 ¥14,025 1014001070 

7 滋賀・秋田・京都・鳥取 2013 ¥9,350 ¥14,025 1014001071 

8 福島・佐賀・新潟・徳島・石川 2013 ¥9,460 ¥14,190 1014001072 

9 茨城・鹿児島・三重・大阪 2013 ¥10,120 ¥15,180 1014001073 

10 山口・兵庫・沖縄・東京 2013 ¥16,500 ¥24,750 1014001074 

●目で見る昭和史の決定版！アサヒグラフに見る昭和の世相、昭和前史 

● あなたの郷土の人物記  新・人国記 

● あなたの郷土の人物記 新・新人国記 

No. 書名 発行年 
同時1アクセス 

（本体） 
同時３アクセス 

（本体） 
商品コード 

1 大正12年 2013 ￥11,000 ￥16,500 1014001076 

2 大正13年-15年 2013 ￥11,000 ￥16,500 1014001077 

3 昭和元年-5年 2013 ￥11,000 ￥16,500 1014001078 

4 昭和6年-8年 2013 ￥11,000 ￥16,500 1014001079 

5 昭和9年-11年 2013 ￥11,000 ￥16,500 1014001080 

6 昭和12年-16年 2013 ￥11,000 ￥16,500 1014001081 

7 昭和17年-20年 2013 ￥11,000 ￥16,500 1014001082 

8 昭和21年-22年 2013 ￥11,000 ￥16,500 1014001083 

9 昭和23年-24年 2013 ￥11,000 ￥16,500 1014001084 

10 昭和25年-26年 2013 ￥11,000 ￥16,500 1014001085 

11 昭和27年-28年 2013 ￥11,000 ￥16,500 1014001086 

12 昭和29年-30年 2013 ￥11,000 ￥16,500 1014001087 

13 昭和31年-32年 2013 ￥11,000 ￥16,500 1014001088 

14 昭和33年-34年 2013 ￥11,000 ￥16,500 1014001089 

15 昭和35年 2013 ￥11,000 ￥16,500 1014001090 
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