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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 

新渡戸稲造全集 第1巻 1969 9784764222014 ¥16,896 ¥25,344 1016413359 

新渡戸稲造全集 第2巻 1969 9784764222021 ¥28,391 ¥42,586 1016413360 

新渡戸稲造全集 第3巻 1970 9784764222038 ¥23,991 ¥35,986 1016413361 

新渡戸稲造全集 第4巻 1969 9784764222045 ¥22,891 ¥34,336 1016413362 

新渡戸稲造全集 第5巻 1970 9784764222052 ¥22,792 ¥34,188 1016413363 

新渡戸稲造全集 第6巻 1969 9784764222069 ¥23,199 ¥34,798 1016413364 

新渡戸稲造全集 第7巻 1970 9784764222076 ¥24,596 ¥36,894 1016413365 

新渡戸稲造全集 第8巻 1970 9784764222083 ¥21,296 ¥31,944 1016413366 

新渡戸稲造全集 第9巻 1969 9784764222090 ¥17,094 ¥25,641 1016413367 

新渡戸稲造全集 第10巻 1969 9784764222106 ¥18,700 ¥28,050 1016413368 

新渡戸稲造全集 第11巻 1969 9784764222113 ¥16,698 ¥25,047 1016413369 

新渡戸稲造全集 第12巻 1969 9784764222120 ¥17,391 ¥26,086 1016413370 

新渡戸稲造全集 第13巻 1970 9784764222137 ¥19,998 ¥29,997 1016413371 

新渡戸稲造全集 第14巻 1970 9784764222144 ¥22,693 ¥34,039 1016413372 

新渡戸稲造全集 第15巻 1970 9784764222151 ¥24,695 ¥37,042 1016413373 

新渡戸稲造全集 第16巻 1969 9784764222168 ¥19,800 ¥29,700 1016413374 

新渡戸稲造全集 第17巻 1985 9784764222175 ¥22,792 ¥34,188 1016413375 

新渡戸稲造全集 第18巻 1985 9784764222182 ¥25,993 ¥38,989 1016413376 

新渡戸稲造全集 第19巻 1985 9784764222199 ¥26,895 ¥40,342 1016413377 

新渡戸稲造全集 第20巻 1985 9784764222205 ¥27,093 ¥40,639 1016413378 

新渡戸稲造全集 第21巻 1986 9784764222212 ¥23,397 ¥35,095 1016413379 

新渡戸稲造全集 第22巻 1986 9784764222229 ¥24,893 ¥37,339 1016413380 

新渡戸稲造全集 第23巻 1987 9784764222236 ¥26,895 ¥40,342 1016413381 

新渡戸稲造全集 別巻1 1987 9784764222243 ¥20,196 ¥30,294 1016413382 

新渡戸稲造全集 別巻2 2001 9784764222250 ¥26,895 ¥40,342 1016413383 

■全25巻（23巻+別巻2）揃価格 
同時1アクセス（本体）¥566,170 
同時3アクセス（本体）¥849,255 

商品コード 1016413384 

新渡戸稲造全集 
『武士道』の著者であり、明治から昭和にかけて、
教育者、国際⼈、ジャーナリスト、社会改良家とし
て、国内外にわたり多⾯に活躍した、新渡戸稲造。
その著作・講演録をまとめた大作が電子化 

聖書関連タイトル 
キリスト教大事典   
改訂新版第12版 [訂正版] 

同時1アクセス（本体） ¥93,599 

同時3アクセス（本体） ¥140,398 

冊子版ISBN 9784764240025  

著編者名 
日本基督教協議会文書事業部 
キリスト教大事典編集委員会 

発行年 2000 商品コード 1016413415 

旧約聖書 
同時1アクセス（本体） ¥91,696 

同時3アクセス（本体） ¥137,544 

冊子版ISBN 9784764271708  

著編者名 関根 正雄 発行年 1997 商品コード 1016413416 

旧約新約聖書大事典 
同時1アクセス（本体） ¥90,398 

同時3アクセス（本体） ¥135,597 

冊子版ISBN 9784764240063  

著編者名 
旧約新約聖書大事典 
編集委員会 

発行年 1989 商品コード 1016413417 

著編者: 新渡戸稲造 

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

植村正久と其の時代 第1巻  復刻3版 2000 9784764221017 ¥47,696 ¥71,544 1016413406 

植村正久と其の時代 第2巻  復刻3版 2000 9784764221024 ¥48,400 ¥72,600 1016413407 

植村正久と其の時代 第3巻  復刻3版 2000 9784764221031 ¥45,793 ¥68,689 1016413408 

植村正久と其の時代 第4巻  復刻3版 2000 9784764221048 ¥47,894 ¥71,841 1016413409 

植村正久と其の時代 第5巻  復刻3版 2000 9784764221055 ¥60,192 ¥90,288 1016413410 

植村正久と其の時代 [第6巻]:補遺・索引  復刻3版 2000 9784764221062 ¥23,892 ¥35,838 1016413411 

植村正久夫人 ―季野がことども― 複刻再版（植村正久と其の時代 
[第7巻]） 

2000 9784764221079 ¥20,196 ¥30,294 1016413412 

植村正久と其の時代 [第8巻]: 新補遺  復刻再版 1976 9784764221086 ¥33,297 ¥49,945 1016413413 

木下尚江全集 

■全20巻 揃価格 
同時1アクセス（本体）  ¥337,480 
同時3アクセス（本体）  ¥506,220 

商品コード 1016413405 
巻数 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 足尾鑛毒問題 ; 廢娼之急務 ; 火の柱  1990 9784764220614 ¥16,390 ¥24,585 1016413385 

2 良人の自白 上篇 中篇  1990 9784764220621 ¥18,293 ¥27,439 1016413386 

3 良人の自白 下篇 續篇  1990 9784764220638 ¥21,890 ¥32,835 1016413387 

4 懺悔 ; 飢渇  1994 9784764220645 ¥17,193 ¥25,789 1016413388 

5 靈か肉か  1991 9784764220652 ¥15,994 ¥23,991 1016413389 

6 乞食 ; 墓場  1991 9784764220669 ¥13,200 ¥19,800 1016413390 

7 勞働 ; 荒野 ; 火宅  1994 9784764220676 ¥20,394 ¥30,591 1016413391 

8 日蓮論 ; 法然と親鸞  1993 9784764220683 ¥14,795 ¥22,192 1016413392 

9 野人語 ; 創造  1995 9784764220690 ¥13,992 ¥20,988 1016413393 

10 田中正造翁  1992 9784764220706 ¥15,290 ¥22,935 1016413394 

11 神人間自由  1995 9784764220713 ¥13,398 ¥20,097 1016413395 

12 論説・感想集 1  1996 9784764220720 ¥13,398 ¥20,097 1016413396 

13 論説・感想集 2  1996 9784764220737 ¥17,996 ¥26,994 1016413397 

14 論説・感想集 3  1996 9784764220744 ¥17,699 ¥26,548 1016413398 

15 論説・感想集 4  1997 9784764220751 ¥13,200 ¥19,800 1016413399 

16 論説・感想集 5  1997 9784764220768 ¥13,090 ¥19,635 1016413400 

17 論説・感想集 6  1998 9784764220775 ¥12,793 ¥19,189 1016413401 

18 論説・感想集 7  1999 9784764220782 ¥20,592 ¥30,888 1016413402 

19 書簡・草稿・補遺  2003 9784764220799 ¥26,092 ¥39,138 1016413403 

20 談話・演説類  2001 9784764220805 ¥21,791 ¥32,686 1016413404 

人間の自由と平等を求めて獅子奮迅の活動
をした野生の信徒木下の全貌。著作・論文・
書簡等。 

植村正久とその時代 

■全8巻（5巻＋別巻3冊）揃価格 
同時1アクセス（本体） ¥327,360 
同時3アクセス（本体） ¥491,040 

商品コード 1016413414 

植村正久の働きと、その背景をなす明治・
大正プロテスタント史の日本近代化への貢
献を明らかにする菊判5000項、図版1,000
葉におよぶ資料集。 

著編者: 木下尚江 

著編者: 植村正久 
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