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 国書刊行会は、1971年学術資料書籍の復刻出版を目的として設立、『明月記』
『玉葉』の復刻版刊行によって産声をあげました。1975年の『世界幻想文学大系』
（第12回日本翻訳出版文化賞受賞）の刊行を契機に、海外文学・幻想文学まで刊
行分野を広げ、現在では歴史・仏教・神道・国文学などの学術書からミステリ・SF、
ホラーやオカルト、美麗な妖怪画の画集まで、「国書刊行会らしさ」を追求すること
をモットーに、コンスタントな出版活動を続けています。 

（国書刊行会HP 会社案内より抜粋） 

2018年～2019年 
全点カタログ 

P. 特 集 

2 国定教科書編纂趣意書 復刻版 

3 空撮写真集 昭和五〇年代の日本の風景 

4 「新・国史大年表」  

5 世界文学あらすじ大事典 

6 
2018年 新規配信タイトル 
 / 地方創生まちづくり大事典  

7 
写真資料集 

「外地」の風景 ―決定版写真集 満洲・朝鮮・樺太・千島 
「満洲国」の幻影 ―新京・奉天・大連・旅順 写真集成 

8 カイロ三部作 / 好評配信中タイトル 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160
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戦前期日本の教育を特徴づけるのは国定教科書の存在である。明治以来、これらの尋常・高等小学校の
教科書を編纂する際作成された編纂趣意書を博捜し集大成した。教育史・社会史研究に必須の根本資料。 
【本書の特色】 
●明治・大正・昭和の40年間にわたり文部省が編纂した尋常・高等小学校、国民学校初等科・高等科の全
ての国定教科書編纂趣意書を収集し、関連資料を加えて初めて集大成。●編纂趣意書は、国定教科書
期の日本の教育政策を具現化した教育内容そのものであり、教育研究における第一級の基本文献である。
●教育学、教育史、教科・教材史などの研究に、また近代史の研究にも必携。図書館・研究室必備の書。
●今回復刻にあたって詳細な解説、内容一覧、国定教科書との対照表および文部省図書監修官等の編
纂趣意論文・講演要旨目録を別巻として収録。 
【対応する国定教科書の教科】修身、国語読本、国語書キ方・習字、算術・算数、日本歴史・国史、地理、
理科、図画・工作、唱歌・音楽、家事・裁縫、農業、商業・簿記、水産、工業、英語 

国定教科書編纂趣意書 全14巻 復刻版 

著編者 中村紀久二  2008年発行 

（分売不可） 

全14冊巻 揃価格 
同時１アクセス（本体） ￥165,000 同時３アクセス（本体） ￥220,000 

＜冊子版ＩＳＢＮ：9784336040732＞ ＜ 商品コード：1023982760＞ 
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かつての日本の国土に我々は何を見出すことができるか？
昭和五〇年代に四十七都道府県をくまなく飛行し撮影した
空撮カラー写真三千点を中心に、明治・大正・昭和初期の
貴重な白黒写真千五百点、各地の歴史的事跡をたどる紀行
文と資料を織り交ぜた記録写真集 

本書は、1975年から1983年に刊行された史上初の全国縦断・空撮記録集「日本の
山河 天と地の旅」（全49冊）シリーズを改題、電子書籍化したものです。 

各巻価格 同時１アクセス(本体) ¥6,380  同時３アクセス(本体) ¥9,570  

全49冊セット特価価格 

同時１アクセス（本体） ￥275,000 同時３アクセス（本体） ￥412,500 

商品コード 1013996795 (分売可) 
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書名 商品コード 書名 商品コード 書名 商品コード 

沖縄 （1） 1013996796 和歌山 （18） 1013996813 東京 上 （35） 1013996831 

鹿児島 （2） 1013996797 奈良 （19） 1013996814 東京 下 （36） 1013996832 

宮崎 （3） 1013996798 兵庫 （20） 1013996815 千葉 （37） 1013996833 

大分 （4） 1013996799 大阪 （21） 1013996816 埼玉 （38） 1013996834 

熊本 （5） 1013996800 京都 （22） 1013996817 群馬 （39） 1013996835 

長崎 （6） 1013996801 滋賀 （23） 1013996818 栃木 （40） 1013996836 

佐賀 （7） 1013996802 三重 （24） 1013996819 茨城 （41） 1013996837 

福岡 （8） 1013996803 愛知 （25） 1013996820 福島 （42） 1013996838 

高知 （9） 1013996804 静岡 （26） 1013996821 山形 （43） 1013996839 

愛媛 （10） 1013996805 岐阜 （27） 1013996822 秋田 （44） 1013996840 

香川 （11） 1013996806 長野 （28） 1013996824 宮城 （45） 1013996841 

徳島 （12） 1013996807 山梨 （29） 1013996825 岩手 （46） 1013996842 

山口 （13） 1013996808 福井 （30） 1013996826 青森 （47） 1013996843 

広島 （14） 1013996809 石川 （31） 1013996827 北海道 上 （48） 1013996844 

岡山 （15） 1013996810 富山 （32） 1013996828 北海道 下 （49） 1013996845 

島根 （16） 1013996811 新潟 （33） 1013996829 

鳥取 （17） 1013996812 神奈川 （34） 1013996830 
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「新・国史大年表」 全10巻＋別巻 

日置 英嗣 編 

書名 発行年 冊子版ISBN 同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 商品コード 

新國史大年表 第1巻 2007 9784336048264 ¥33,000 ¥49,500 1011601624 

新國史大年表 第2巻 2007 9784336048271 ¥33,000 ¥49,500 1011601625 

新國史大年表 第3巻 2008 9784336048288 ¥33,000 ¥49,500 1011601626 

新國史大年表 第4巻 2009 9784336048295 ¥33,000 ¥49,500 1013984834 

新國史大年表 第5巻-I 2010 9784336048301 ¥33,000 ¥49,500 1013996846 

新國史大年表 第5巻-II 2010 9784336051073 ¥33,000 ¥49,500 1013996847 

新國史大年表 第6巻 2006 9784336047793 ¥33,000 ¥49,500 1013984835 

新國史大年表 第7巻 2011 9784336048318 ¥33,000 ¥49,500 1013996848 

新國史大年表 第8巻 2012 9784336048325 ¥33,000 ¥49,500 1013996849 

新國史大年表 第9巻 2013 9784336048332 ¥41,250 ¥61,875 1016899617 

新國史大年表 第10巻 2015 9784336048349 ¥40,700 ¥61,050 1018867895 

年表太平洋戦争全史（新國史大年表 別巻） 2005 9784336047199 ¥27,500 ¥41,250 1016899618 

政治・経済、社会、文化からなる三段組のレイアウトで、古代から現在まで日本歴史のあらゆる分野
（政治・経済・社会・宗教・風俗・文学・美術・芸能など）を網羅した、空前絶後の情報量を誇る新しい
時代の読む年表！すべての史資料に出典を明記し、加えて本文の理解を助ける補助史資料も豊富
に収録。巻末には、事物の起源や便覧としても役立つ項目索引（約50の分野別に構成、各巻7000
件以上）、人名索引（各巻約7000名）、資料索引を完備し、レファレンスとして至便。 

シリーズ内検索が便利！ 

第1巻  混沌から統一へ古代-1000年 第6巻 明治維新・日清戦争 1853‐1895年 

第2巻 貴族の世から武士の世へ 1001-1281年 第7巻 近代から現代への躍動 1896-1936年（明治-昭和初期） 

第3巻 動乱の南北朝から室町時代 1282-1455年 第8巻 激動の昭和、奇跡の復興  1937-1964年 

第4巻 混乱の戦国時代 信長・秀吉・家康 1456‐1600年 第9巻  沖縄返還、変転続ける現代  1965-2012年 

第5巻(1) 中世から近世へ 1601-1715年（江戸前期） 第10巻  索引巻 （人名索引、項目、見出し、主要事項、正誤表） 

第5巻(2) 近代への胎動 1716-1852年（江戸後期） 別巻  年表太平洋戦争全史 

10巻＋別巻 揃価格（5巻が2分冊のため全12巻となります） 

同時1アクセス（本体）：￥406,450 
同時3アクセス（本体）：￥609,675 

(分売可) 
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世界文学あらすじ大事典 全４巻 

横山茂雄／石堂藍 監修 

第1巻 あ～きょぅ 
2005年発行 

 
「失われた時を求めて」
「オイディプス王」等を収録。 

 

同時1アクセス(本体)：30,800円 
同時3アクセス(本体)：46,200円 

 
冊子版ISBN：9784336046987 

商品コード：1013984836 

第2巻 きょぇ～ちぇ 
2005年発行 

 
「水滸伝」「ジキル博士と
ハイド氏」等を収録。 

 

同時1アクセス(本体)：30,800円 
同時3アクセス(本体)：46,200円 

 
冊子版ISBN：9784336046994 

商品コード：1013984837 

第3巻 ちか～ふろ 
2006年発行 

 
「罪と罰」「人間の条件」

「白鯨」等を収録。 
 

同時1アクセス(本体)：30,800円 
同時3アクセス(本体)：46,200円 

 
冊子版ISBN：9784336047007 

商品コード：1013984838 

第4巻 ふん～われ 
2007年発行 

 
「マクベス」「指輪物語」

「ラーマーヤナ」等を収録。 
 

同時1アクセス(本体)：30,800円 
同時3アクセス(本体)：46,200円 

 
冊子版ISBN：9784336047014 

商品コード：1013984839 

全4巻 揃価格 
同時1アクセス(本体)：123,200円 
同時3アクセス(本体)：184,800円 

＜商品コード：1013984840＞ 

欧米でロングセラーの決定版事典より1001篇を精選。戯曲、叙事詩、回想などを含む世
界文学の主要作品を網羅している。初版版など書誌データも充実し、作家略歴、文学史
的位置づけを解説として各項目に記載。電子レファレンスとしても図書館に最適の内容
です。 
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大乗非仏説をこえて 
 ―大乗仏教は何のためにあるのか― 【スマホ・読上】(※) 

大竹 晋 著  2018年発行 

それは、仏教が仏教をこえるためにある！ 的確な論証で原始仏教・部派
仏教とは異なる大乗仏教の存在意義を明快に説き、日本人のエートスを
形づくる大乗仏教の使命を高らかに宣言する、斬新な大乗論！ 

 

同時1アクセス(本体) ¥3,850 

同時3アクセス(本体) ¥7,700 

冊子版ISBN 9784336062697 

商品コード 1028340343 

近代大礼関係の基本史料集成 

所功 著  2018年発行 

約150年前の明治維新では、若い天皇のもとで新政府による「王政復古の大号令」「五箇条の御誓
文」などが次々と打ち出され、その復古と革新が明治の改元と大礼の随所にみられる。それは『皇
室典範』と『登極令』附式によって法制化され、その両法令に基づいて大正4年（1915）と昭和3年
（1928）の大礼が実施された。両法令は戦後廃止されたが、昭和22年（1947）「従来の例に準じて」
行う通牒が出ている。よって近代的な大礼は、今後の皇位継承に際しても参考とされるに違いない。 

同時1アクセス(本体) ¥11,550 

同時3アクセス(本体) ¥27,500 

冊子版ISBN 9784336062666  

商品コード 1028340344 

2018年 新規配信タイトル 

地方創生まちづくり大事典 ―地方
の未来、日本の未来― 

同時1アクセス(本体) ¥19,800 

同時3アクセス(本体) ¥38,500 

著編者名 竹本 昌史 冊子版ISBN 9784336059758  

発行年 2016 商品コード 1023033113 

地域活性化事業とは何か。全国各地で具体的にどのような取り組みがなされ、どのような
成果を収めているのか。各地のまちづくり事業の実際を、概括的・事例的に解説する。ヒント
と提案193例を収録。 
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写真資料集  
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国
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鮮
・樺
太
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島 

全
4
巻 

一九四五年の敗戦まで日本の領土として多くの日本人が生活した満洲、朝鮮、樺太、
千島。当時の生活や街並み、今はなき建築物など貴重な写真を、各巻六〇〇枚程
度収録。戦後七〇年を機に新たにふりかえるべき、戦前の満洲、朝鮮、樺太の各都
市、千島各島の写真を網羅した唯一の写真資料。 

一九四五年の敗戦により消滅した満洲国。その主要都市であった首都・新京、国際
港・大連、旅順、産業都市・奉天の生活、街並み、建物、名所・旧跡、公園、学舎な
ど、残された当時の貴重な写真を各巻五〇〇枚以上収録。戦後七〇年を機に満州
国の貴重な写真資料を初電子化。 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

(本体) 
同時3アクセス 

(本体) 
商品コード 

さらば奉天 ―写真集―[再版] 藤川 宥二 1994 9784336017352 ¥27,500  ¥41,250  1018867887 

さらば大連・旅順 ―写真集―第2版 北小路 健 1995 9784336017345 ¥27,500  ¥41,250  1018867888 

さらば新京 ―写真集― 国書刊行会 1979 9784336017338 ¥27,500  ¥41,250  1018867889 

 全3巻 セット特価 
同時1アクセス（本体）：￥66,000  同時3アクセス（本体）：￥110,000  

＜商品コード：1018867886＞ 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

(本体) 
同時3アクセス 

(本体) 
商品コード 

望郷満洲 ―写真集― 北小路 健 1984 9784336017307 ¥33,000  ¥49,500  1018867891 

望郷朝鮮 ―写真集― 渡部 学 1980 9784336017482 ¥33,000  ¥49,500  1018867892 

望郷樺太 ―写真集―第5刷 望郷樺太編纂委員会 1995 9784336005854 ¥33,000  ¥49,500  1018867893 

懐かしの千島 ―写真集― 
写真集懐かしの千島
編纂委員会 

1981 9784336005960 ¥33,000  ¥49,500  1018867894 

 全4巻 セット特価 
 

同時1アクセス（本体）：￥110,000  同時3アクセス（本体）：￥165,000  
＜商品コード：1018867890＞ 
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書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

(本体) 
同時3アクセス 

(本体) 
商品コード 

ヘンリー・スティムソン回顧録 
ヘンリー・L・スティ
ムソン 

2017 - ¥16,500  ¥38,500  1025479760 

三吉慎蔵日記 三吉 慎蔵 2016 9784336060402 ¥60,500  ¥93,500  1025479761 

接頭辞・接尾辞・連結形の短期集中講座 ―30日速修 : 
ネイティブ・レベルの語彙習得への道― 

五十嵐 博 2016 9784336060945 ¥2,750  ¥5,500  1022480712 

夏目漱石と日本美術 伊藤 宏見 2012 9784336054586 ¥6,270  ¥9,405  1016899619 

花押讀み解き小事典 ―歴史・解釈・作り方― 清水 研石 2011 9784336054524 ¥5,500  ¥11,000  1025479762 

半七捕物帳事典 今内 孜 2010 9784336051639 ¥11,000  ¥16,500  1016899620 

明治期怪異妖怪記事資料集成 湯本 豪一 2009 9784336050410 ¥71,500  ¥104,500  1022312367 

ノーベル賞受賞作家 ナギーフ・マフフーズの代表作。日本翻訳出版文化賞受賞作。舞台は世界遺産に登録されたカ
イロ旧市街。中産階級の商人・アフマドの一家三代の大河小説。個性的な人間偶像と彼らの運命を生き生きと描く。 

カイロ三部作  

好評配信中タイトル  

張り出し窓の街 （カイロ三部作 1） 

同時1アクセス(本体) ¥8,250 

同時3アクセス(本体) ¥12,375 

冊子版ISBN 9784336053770  

著編者名 ナギーブ・マフフーズ 発行年 2011 商品コード 1016899614 

カイロ旧市街に住む一家の長、アフマドの壮年期の物語。個性的な人間群像と彼らの運命を生き生きと描く。1900年
代前半の激動のエジプトを舞台に、中産階級の商人一家3代の人生模様を描いた「カイロ3部作」の第1部。 

欲望の裏通り （カイロ三部作 2） 

同時1アクセス(本体) ¥7,920 

同時3アクセス(本体) ¥11,880 

冊子版ISBN 9784336053787  

著編者名 ナギーブ・マフフーズ 発行年 2012 商品コード 1016899616 

初老となったアフマドは、若いザンヌーバを愛人として囲う。だがヤーシーンとザンヌーバの浮気がわかり…。1900年
代前半の激動のエジプトを舞台に、中産階級の商人一家3代の人生模様を描いた「カイロ3部作」の第2部。 

夜明け （カイロ三部作 3） 

同時1アクセス(本体) ¥7,425 

同時3アクセス(本体) ¥11,137 

冊子版ISBN 9784336053794  

著編者名 ナギーブ・マフフーズ 発行年 2012 商品コード 1016899615 

懐疑と無為に生きたカマールは、アフマドが人生と民衆を信じ、人間としての義務に邁進する姿に感銘を受け…。
1900年代前半の激動のエジプトを舞台に、中産階級の商人一家3代の人生模様を描いた「カイロ3部作」の第3部。 

カイロ三部作 全3冊 揃価格 
同時１アクセス（本体） ￥23,595  同時３アクセス（本体） ￥35,392  

＜商品コード：1016899613＞ 
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