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No.2017-103

国書刊行会
《 編纂趣意書》 を 集大成した全14巻！

国定教科書教 国
編纂趣意書
編纂
科定
復刻版

全14巻（13巻＋解説･文献目録）
著編者：中村紀久二 発行年：2008

趣意書 書
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。

同時１アクセス（本体）

¥165,000
¥220,000

同時３アクセス（本体）
ISBN:
9784336040732
商品コード:
1023982760

※ 本文テキストの検索は
できません

 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
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《教育史》にまつわる関連タイトル！
No.

書名

著編者

出版社

発行年

ISBN/ISSN

同時
１アクセス
（本体）

同時
３アクセス
（本体）

商品コード

1

民俗学運動と学校教育
―民俗の発見とその国民化―

小国 喜弘

東京大学出版会

2001 9784130562034

¥9,240

¥12,320 1008060978

2

日本教育史 1 （東洋文庫 231）

佐藤 誠実

平凡社

1973 9784582802313

¥3,800

¥5,700 1011604168

3

日本教育史 2 （東洋文庫 236）

佐藤 誠実

平凡社

1973 9784582802368

¥4,000

¥6,000 1011604173

4

■教科教育百年史 全2巻セット

生江義男

建帛社

1985 9784767970219

5

幕末維新期地域教育文化研究

鈴木 秀幸

日本経済評論社

2010 9784818821125

¥9,400

¥14,100 1015779183

北山 夕華

早稲田大学出版部

2014 9784657147042

¥7,200

¥9,000 1016411238

新曜社

2010 9784788512016

¥4,200

¥5,800 1016424026

勁草書房

2014 9784326250981

¥12,700

¥19,100 1016606035

仲田 陽一

かもがわ出版

2014 9784780307405

¥5,500

¥8,300 1017958310

10 戦後教育の源流

黒沢 英典

学文社

1994 9784762005329

¥11,600

¥17,400 1018822773

11 兵式体操成立史の研究 （早稲田大学学術叢書 25）

奥野 武志

早稲田大学出版部

2013 9784657137029

¥10,500

¥13,100 1018822941

加藤 十八

学事出版

2012 9784761919023

¥3,200

¥4,800 1018831343

多田 建次

玉川大学出版部

1988 9784472078514

¥14,100

¥28,200 1018836075

14 教育と近代化 ―日本の経験―

天野 郁夫

玉川大学出版部

1997 9784472108013

¥21,800

¥43,600 1018836084

15 日本庶民教育史 新装版

石川 謙

玉川大学出版部

1998 9784472112911

¥17,000

¥33,900 1018836085

16 日本人学校の研究 ―異文化間教育史的考察―

小島 勝

玉川大学出版部

1999 9784472114014

¥26,700

¥53,300 1018836086

17 韓国における日本語教育必要論の史的展開

河先 俊子

ひつじ書房

2013 9784894766327

¥23,800

¥35,700 1018934247

小野 征夫

大月書店

2013 9784272412204

¥7,300

¥10,900 1018934457

大畠 菜穂子

勁草書房

2015 9784326251148

¥18,000

¥27,000 1019748880

東京大学出版会

2016 9784130562249

¥33,000

¥49,500 1020296350

6
7
8
9

英国のシティズンシップ教育 ―社会的包摂の試み―
（早稲田大学学術叢書 34）
教師・啄木と賢治
―近代日本における「もうひとつの教育史」―
日本教育学の系譜
―吉田熊次・篠原助市・長田新・森昭―
知られざる中国の教育改革
―超格差社会の子ども・学校の実像―

フィンランド・イギリス・アメリカ教育の成功の秘密
―現場教師が見つけた学校再生の決め手―
日本近代学校成立史の研究 ―廃藩置県前後に
13
おける福沢諭吉をめぐる地方の教育動向―
12

民衆は学校とどう向き合ったのか
18
―イギリス教育社会史断章―
戦後日本の教育委員会
19
―指揮監督権はどこにあったのか―
就学告諭と近代教育の形成
20
―勧奨の論理と学校創設―

荒川 紘
小笠原 道雄

川村 肇

¥88,000 ¥132,000 1013381980

21 教育思想史で読む現代教育

森田 尚人

勁草書房

2013 9784326250875

¥11,700

¥17,500 1020567954

管理から自律へ ―戦後ドイツの学校改革―
22
（教育思想双書 5）

遠藤 孝夫

勁草書房

2004 9784326298778

¥7,700

¥11,600 1020567956

23 戦後教育のジェンダー秩序

小山 静子

勁草書房

2009 9784326653416

¥9,300

¥13,900 1020567999

24

Common core standards for parents for dummies
（--For dummies）

Jared Myracle

ワイリー・パブリッシング・
ジャパン／ワイリー・
ブラックウェル

2014 9781118841839

¥1,300

¥2,000 1021798198

25

Common core math for parents for dummies
（--For dummies）

Christopher
Danielson

ワイリー・パブリッシング・
ジャパン／ワイリー・
ブラックウェル

2015 9781119013938

¥1,300

¥2,000 1021798202

26 Teaching skills for dummies UK ed（--For dummies）

Sue Cowley

ワイリー・パブリッシング・
ジャパン／ワイリー・
ブラックウェル

2009 9780470740842

¥4,300

¥6,500 1021798205

27 AP U.S. history for dummies （--For dummies）

Greg Velm

ワイリー・パブリッシング・
ジャパン／ワイリー・
ブラックウェル

2008 9780470247587

¥2,300

¥3,400 1021855162

天野 郁夫

平凡社

2005 9784582765267

¥3,100

¥4,700 1022205156

上田 伸治

大学教育出版

2008 9784887307988

¥3,100

¥6,200 1022252231

武 小燕

大学教育出版

2013 9784864292498

¥6,400

¥12,800 1022252272

31 リテラシーの地平 ―読み書き能力の教育哲学―

小柳 正司

大学教育出版

2010 9784887309463

¥1,800

¥3,600 1022252286

32 現代イギリスの教育行政改革

清田 夏代

勁草書房

2005 9784326250516

¥11,500

¥17,200 1022470307

33 戦後日本の教育学 ―史的唯物論と教育科学―

井深 雄二

勁草書房

2016 9784326251186

¥17,600

¥26,400 1024015035

学歴の社会史 ―教育と日本の近代―
（平凡社ライブラリー 526）
アメリカで裁かれた本
29
―公立学校と図書館における本を読む自由―
改革開放後中国の愛国主義教育
30
―社会の近代化と徳育の機能をめぐって―
28

※ 表示価格は税抜きです。

2017年3月
丸善雄松堂株式会社学術情報ソリューション事業部 Maruzen eBook Library 担当
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-mail:ebook-i@maruzen.co.jp
営業時間：9：00 ～ 17：30（土・日・祝日、年末年始を除く）

