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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 

1 小説［1］ 2002 9784774403908 ￥13,200 ￥19,800 1030760019 

2 小説［2］ 2002 9784774403915 ￥13,200 ￥19,800 1030760020 

3 小説［3］ 2002 9784774403922 ￥13,200 ￥19,800 1030760021 

4 記録・随筆 2003 9784774403939 ￥13,200 ￥19,800 1030760022 

5 評論 2010 9784774403946 ￥13,200 ￥19,800 1030760023 

6 詩［1］ 2003 9784774403953 ￥13,200 ￥19,800 1030760024 

7 詩［2］ 2004 9784774403960 ￥13,200 ￥19,800 1030760025 

8 短歌 2006 9784774403977 ￥13,200 ￥19,800 1030760026 

9 俳句・川柳 2010 9784774403984 ￥13,200 ￥19,800 1030760027 

10 児童作品 2003 9784774403991 ￥13,200 ￥19,800 1030760028 

全10巻 
揃価格 

同時１アクセス 
（本体） 

同時３アクセス 
（本体） 

¥132,000 ¥198,000 

＜商品コード：1030760018＞ 

ハンセン病文学全集 全10巻  

1926年～2000年までの74年にわたるハンセン病患者・
元患者による作品の集大成。 

9冊揃価格 
（分売不可） 

同時１アクセス 
（本体） 

同時３アクセス 
（本体） 

冊子版ISBN 商品コード 

¥297,000 ¥445,500 9784774403724  1030760051 

ハンセン病違憲国賠裁判全史 全9巻 

約6000ページにおよぶ、ハンセン病をめぐる歴史的裁判の全記録。
隔離され、迫害され、闇に葬られてきたハンセン病患者たちの闘い
の記録をここに残す。 

2019年  新規配信タイトル！  

ハンセン病違憲国賠裁判全史編集委員会 著編   2006年 発行 

大岡 信 著 

第1巻 裁判編 西日本訴訟（1） 
第2巻 裁判編 西日本訴訟（2） 
第3巻 裁判編 西日本訴訟（3） 
第4巻 裁判編 東日本訴訟 
第5巻 裁判編 瀬戸内訴訟 

第6巻 被害実態編 西日本訴訟（1） 
第7巻 被害実態編 西日本訴訟（2） 
第8巻 被害実態編 東日本訴訟 
第9巻 被害実態編 瀬戸内訴訟 他 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160


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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● 表示価格は税抜きです。 

書名 発行年 冊子版ISBN 商品コード 

植民地教科書と国定教科書（11） 2009 9784774404325 1030760041 

三・一独立運動と植民地教育史研究（12） 2010 9784774404448 1030760042 

植民地と児童文化 （13） 2011 9784774404530 1030760043 

植民地・こども・「新教育」（14） 2012 9784774404684 1030760044 

1930年代日本植民地の諸相 （15） 2013 9784774404806 1030760045 

植民地教育とジェンダー（16） 2014 9784774404875 1030760046 

植民地教育と身体（17） 2015 9784774404998 1030760047 

植民地教育支配とモラルの相克（18） 2016 9784774406084 1030760048 

植民地の近代化・産業化と教育（19） 2017 9784774406312 1030760049 

教育の植民地支配責任を考える（20） 2018 9784774406602 1030760050 

2019年10月 

書名 発行年 冊子版ISBN 商品コード 

植民地教育史像の再構成（1） 1998 9784774402048 1030760031 

植民地教育史認識を問う（2） 1999 9784774402338 1030760032 

言語と植民地支配（3） 2000 9784774403021 1030760033 

植民地教育の支配責任を問う（4） 2002 9784774403120 1030760034 

「文明化」による植民地支配（5） 2003 9784774403298 1030760035 

植民地教育の残痕（6） 2004 9784774403595 1030760036 

植民地教育体験の記憶（7） 2005 9784774403762 1030760037 

植民地国家の国語と地理（8） 2006 9784774403892 1030760038 

植民地言語教育の虚実（9） 2007 9784774404158 1030760039 

植民地教育史研究会のこれから（10） 2008 9784774404264 1030760040 

全20号 
揃価格 

同時１アクセス 
（本体） 

同時３アクセス 
（本体） 

¥110,000 ¥165,000 

＜商品コード：1030760030＞ 

各冊価格 

同時１アクセス 
（本体） 

同時３アクセス 
（本体） 

¥5,500 ¥8,250 

明治出版史上の金港堂 
 ―社史のない出版社「史」の試み― 

同時1アクセス（本体） ¥22,000 

同時3アクセス（本体） ¥33,000 

冊子版ISBN 9784774406718  

著編者 稲岡 勝 発行年 2019 商品コード 1030071699 

近代出版史における教科書出版の重要性を初めて説得的に示した著者による初の論集。先行研究なき教科書肆「金港堂」
の歴史を記述すると同時に、未開の「史」の研究手法を示す史料論・方法論の書でもある。既存の史料や社史は信頼するに
足るのか。他にどのような史料があるのか。その史料をどのように読み、解釈するのか。そもそも史料の信頼性とはなにか。
「史」を構築するにあたって取るべき調査・検証・批判の実例を示す。 

日帝時代の韓国教育史 
 ―日帝の対韓国植民地教育政策史― 

同時1アクセス（本体） ¥23,100 

同時3アクセス（本体） ¥34,650 

冊子版ISBN 9784774404868  

著編者 鄭 在哲 発行年 2014 商品コード 1030593799 

植民地教育史の記念碑的労作。植民地支配という過去の歴史を抹殺しようとしている現代日本。教育法令や授業数統計など、
150点もの資料を軸に、日本の植民地政策を明らかにする。「本書が去ぎし時代皇国史観に立脚した偏向教育によって形成
された韓日両国民の偏見を克服、韓日関係を正しく且つ客観的に認識し、両国民の恒久平和と繁栄に一助出来うる事を期
待する」〔日本語版への序文） 

新修隠語大辞典 

同時1アクセス（本体） ¥19,800 

同時3アクセス（本体） ¥29,700 

冊子版ISBN 9784774406077  

著編者  - 発行年 2017 商品コード 1028546156 

警察・検察関係の資料から雑誌資料まで、明治以降に出版された隠語辞典・隠語関連文献の各文献の見出し語を五十音順
に改編した辞典。 見出し語は約20000件、総データ件数は約70000件を収録。 五十音順による配列で、同音の語は語釈をも
とにしたグループ、年代順により配列。時代による語釈の変遷、文献による語釈の移動の比較が可能。また、資料として、通り
符牒一覧と各種商人間の符牒を収録。 

植民地教育史研究年報シリーズ 
日本植民地教育史研究会運営委員会 著編 

好評配信中タイトル  

2019年  新規配信タイトル！  
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