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最新情報をご案内中！
QRコードからご覧頂けます

https://elib.maruzen.co.jp/

学術認証フェデレーションと連携

No.2018-528

国書刊行会
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

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

(分売不可)

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

近代大礼関係の基本史料集成

同時1アクセス(本体)

¥11,550

同時3アクセス(本体)

¥27,500

著編者名

所功

冊子版ISBN

9784336062666

発行年

2018

商品コード

1028340344

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た。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』附式によって明確に法制化され、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。したがって、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。

● 表示価格は税抜きです。

2018年10月

Maruzen eBook Library は、学術・研究機関のための学術情報に特化した電子書籍をご提供する丸善雄松堂オリジナルのプラットフォームです

「新・国史大年表」

全10巻＋別巻
日置 英嗣 編

シリーズ内検索が便利！

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。

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)

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）
書名

別巻

年表太平洋戦争全史

発行年

冊子版ISBN

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

● 表示価格は税抜きです。

同時１アクセス(本体)

同時３アクセス(本体)

商品コード
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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）

空撮写真集

全49冊セット特価価格

昭和五〇年代の日本の風景

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。

監修 奈
= 良本辰也 写真 渡
= 部 まなぶ 文 北
= 小路健

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

(分売可)

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
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
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。

● 表示価格は税抜きです。

● タイトル末尾の(※)はダウンロード不可です。
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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
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■営業部

http://yushodo.maruzen.co.jp/corp/bases/index.html#gakujo

【首都圏】

〒105-0022

東京都港区海岸1-9-18

国際浜松町ビル

TEL: 03-6367-6080

FAX: 03-6367-6185

【関東甲信越】
神奈川静岡営業部

〒244-0805 横浜市戸塚区川上町85-1

筑波営業部

〒305-0005 つくば市天久保4-6-4

首都圏営業部

〒190-0011 立川市高松町3-1-5

N&Fビル4階

新立川ビル5階

TEL: 045-827-2571

FAX: 045-827-2579

TEL: 029-851-6000

FAX: 029-851-4310

TEL: 042-512-8511

FAX: 042-512-9630

【北海道・東北】
札幌営業部

〒004-8502 札幌市清田区北野6条1-4-60

TEL: 011-884-8222

FAX: 011-884-8250

仙台営業部

〒980-8566 仙台市青葉区一番町2-10-17 仙台一番町ビル3階

TEL: 022-222-1133

FAX: 022-265-7516

盛岡営業所

〒020-0015 盛岡市本町通1-9-14

TEL: 019-654-1051

FAX: 019-654-1359

TEL: 052-209-2602

FAX: 052-209-2614

TEL: 076-231-3155

FAX: 076-231-3299

TEL: 06-6251-2622

FAX: 06-6251-2588

TEL: 075-863-5321

FAX: 075-863-5352

TEL: 078-389-5311

FAX: 078-389-5312

FAX: 086-231-4370

JT本町ビル2階

【東海・北陸】
名古屋営業部

〒460-0008 名古屋市中区栄1-24-15

金沢営業部

〒920-0024 金沢市西念1-1-3

JPR名古屋伏見ビル5階

コンフィデンス金沢5階

【関西】
大阪営業部

〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2-5-28

京都営業部

〒616-8533 京都市右京区太秦上刑部町10

神戸営業部

〒657-0856 神戸市灘区岩屋南町4-36

久太郎町恒和ビル4階
大日本印刷（株）京都工場内

岩屋ビル

【中四国】
岡山営業部

〒700-0822 岡山市北区表町1-3-50

TEL: 086-231-2262

松山営業所

〒790-0806 松山市緑町2-10-10

TEL: 089-941-5279

FAX: 089-933-7754

広島営業部

〒730-0037 広島市中区中町7-23

TEL: 082-247-2252

FAX: 082-247-1576

TEL: 092-561-1831

FAX: 092-561-1854

TEL: 095-843-0355

FAX: 095-843-0333

TEL: 096-312-0533

FAX: 096-241-8801

TEL: 098-861-4837

FAX: 098-863-0090

FURUMOTOビル1階
住生平和大通り第2ビル6階

【九州】
福岡営業部

〒815-0031 福岡市南区清水2-15-11

長崎営業所

〒852-8102 長崎市坂本1-8-33

熊本営業所

〒860-0804 熊本市中央区辛島町8-23

沖縄営業所

〒900-0021 那覇市泉崎1-12-7

桜ビル辛島町3F

不動産会館ビル6階

◆お問い合わせ、 ご注文は最寄りの弊社支店 ・ 営業部 ・ 営業所までお願いします。

丸善雄松堂株式会社

学術情報ソリューション事業部

〒105-0022 東京都港区海岸 1-9-18 国際浜松町ビル

Maruzen eBook Library 担当

TEL: (03)6367-6008

FAX: (03) 6367-6184

e-mail: ebook-i@maruzen.co.jp ホームページ：http://yushodo.maruzen.co.jp

